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  第 220回 ＳＡＲＥＸ工務店力向上ワークショップレポート 
 

  
 
 

展開・エコワークスのキーワード 
 

～脱炭素社会実現に向けての取り組みについて～ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住環境価値向上事業協同組合 
 

 

 

 

脱炭素社会実現に向け、業界を牽引するエコワークスの
小山氏。その活躍は多くの人が知るところです。 
もちろん工務店として、家づくりにおいても頭一つ抜け、

福岡、熊本エリアを中心に受注は堅調、さらにインスタや
YouTubeでも確実にフォロワー数を伸ばしています。 

10月のワークショップは、そんなエコワークスの実践を
リアルで確かめるべく、博多にてモデルハウスを見学させ
ていただきました。 
また、見学後の小山氏の講演でも、圧倒的な情報量と確か

なエビデンスによる説得力、そして未来への熱い想いを感
じることができ、エコワークスの強さを再認識するととも
に大いに刺激を受けることができたワークショップとなり
ました。 

 

組合内資料 
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SAREX Workshop Report 2022 October                 
 
脱炭素社会に向けた取り組み 
～太陽光発電の重要性～ 

 
 

エコワークス株式会社  小山貴史氏 
 

Ⅰ 脱炭素社会に向けた取り組み       

■はじめに 
小山 今日のテーマとしては

脱炭素社会に向けた取り組み

ということで太陽光発電の重

要性。今日はここにフォーカス

して話をさせていただきます。 

 因みにこちらの建物（本社シ

ョールーム）は LCCM 住宅で、かつ、CASBEE の

SDGs 評価 5 ランクの日本初の物件です。CASBEE

は、赤★（総合的な環境性能）、緑★（低炭素化性能）､

SDGs 評価の 3 つがありまして、結構ハードルが高

かったんですけれども日本発のオール 5 ランクの家

です。こういうことにも挑戦しています。 

 

■エコワークス紹介 
 まず会社紹介ということで、今日はマリナモデル

ハウス、春日モデルハウスを見ていただいて、今シ

ョールーム、本社に来ていただいていますが、今日

ご覧いただいたような家づくりをしております。 

それから最近はインスタと YouTube。インスタに

ついては、岐阜のネイエさんが 16 万人で 1 番で、

うちがたぶん住宅業界では 2 番じゃないかなと思い

ますけれども、おかげさまで多くの方にフォローし

ていただいてます（事務局注：2022 年 12 月末現在

14.1 万人）。 

 今インスタライブもやってまして、それも多くの

お客さんに見ていただいてます。 

YouTube の方は公式チャンネル以外に「大学の先

生シリーズ」、これは大学の有識者の方々にインタビ

ューしたシリーズが 20 本ぐらいあるのと、リノベ

ーションのチャンネルもあります。 

 だいたいお客様はインスタで見つけていただいて

YouTube でランクアップしてご来場というかたち

が一番多いです。 

 

■エリアと拠点 
 仕事のエリアは福岡、熊本、佐賀です。今日見て

いただいたマリナモデルハウスの他に、福岡にもう

1 棟総合展示場がありまして、熊本にも総展があっ

て、総展は３カ所です。あと熊本の事務所、宿泊体

験館、リノベーションモデルがあります。 

 家づくりの特徴なんですが、国の目標水準などを

積極的に提案することを旨としてまして、新築 80 棟

ぐらい。長期優良や、耐震等級 3、BELS といった、

国がこっちだよと言ってることに対しては先んじて

やることで三方よしの実現に少しでも役に立ちたい

という気持ちでやっています。ZEH は積極的にやっ

てます。 

 因みに子会社でウェルネストホーム九州というの

があります。これはウェルネストホームの九州の地

域代理店みたいなことをしていまして、年間 10 棟

ぐらいなんですけれども G3 グレード 100％の家づ

くりをしています。もともとはドイツの家づくりを

日本流にカスタマイズして普及しようということで、

今、全国で年間 150 棟ぐらいオール G3 でパッシブ

設計でやってるようなグループです。 

 エリアは、実は今年から長崎、大分、山口、神奈

川、東京もやってます。SNS 等を見られて「どうし

てもやってほしい」というご要望があった時にごく

稀に、年に数棟だと思いますけど木材供給をして、

現地の工務店さんで業務提携できるところがあった

ものですから、このエリアについては細々とさせて

いただきます。会社の紹介は以上です。 

 

■国際会議で感じた熱量を自らの原動力に 
 私どもの環境経営というか、「建築業のつもりじゃ

ありません。環境業界で仕事をしているつもりです」

というふうによく申し上げるんですが、その原点が

パリ協定になります。 
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 国際会議の隣で行われる展示会やセミナーに参加

をしました。COP21 がパリ、COP23 のボンにも行

きまして、実は今年 COP27 エジプトであるんです

けれども 11 月に久しぶりに行ってまいります。 

現地では、やはり国際会議で物凄い熱感で気候変

動に対して解決しようと世界中から数万人が集まり、

NGO の方々がセミナーをしたり、いろんな活動を

されてるんですね。先進国だけではなくて島嶼（と

うしょ）国と言われる気候変動で水没がもう免れな

いぐらいの地域の方もいらっしゃって、もう必死で

先進国の人たちに訴えたり、プラカードを持って行

進されたりしています。 

その雰囲気を直接体験することが私のモチベーシ

ョンにつながっていまして原動力になっているとい

うことです。これほどまでに世界が１つの気持ちで

取り組んでる施策というのはもうめったになくて、

国連でいろんな合意がされますけれどもこの SDGs

とパリ協定は、全加盟国が合意した数少ない協定な

んですね。 

 

■気候変動がもたらすこと 
産業革命の頃の平均気温から 1.5℃以内にしよう

と。もう既に 1.1～1.2℃ぐらい上がってるので残さ

れた余力は 0.3℃ぐらいしかなくて、現実にはもう

難しいというふうに一部の専門家は言ってるんです

けれども、ただ世界で極力これ以内におさめようと

いうことで動いてるということですね。 

これが延々と上がっていくと一番大きな気候変動

による影響はグリーンランドの氷が溶けて海面上昇

7ｍというのがわかりやすい、これが 200～300 年先

に来るかもしれないということ。また大型の台風が

増える。大雨が増える。農作物の産地が変わる。お

米が新潟から北海道に産地が移りつつあります。パ

リのぶどう農家はイギリスに土地を買っています。

そういう大きな社会変動が起こってアフリカとかそ

ういうところでは食糧生産が減ると言われていまし

て、食糧生産が減れば難民も増える、紛争も増える、

玉突きでいろんな問題があるということです。それ

に対して世界が大きく動いてるということです。 

 

■脱ガソリンの動き 
じゃあ何が具体的に変わるのかということで、ま

ず変わるのは車の社会です。2030 年にイギリスでは

ガソリン車の販売禁止。カリフォルニアも 2035 年

に禁止。多くの国がだいたい 2030～40 年ぐらいに

禁止なんですね。これには理由がありまして、この

くらいでガソリン車の販売を止めないと気候変動の

1.5℃目標との整合性がとれない。2050 年までにゼ

ロにするためには、2030 年代にガソリン車を止めな

いと間に合わないというのが科学の知見でして、だ

から 30 年代なんですね。 

▲小山氏 PPT資料より(以下､特記なき場合全て小山氏PPTより) 

ただ日本はトヨタがハイブリッドカーの技術が優

れてるものですからハイブリッド温存、内燃機関温

存の産業政策でトヨタへの忖度があるものですから

あんまり電気自動車の話題が大きくないんですが、

グローバルには欧米、中国、インドも含めて電気自

動車一択で今進んでいて、日本の自動車メーカーが

電気自動車の世界の中で勝ち残れないのではないか

と。最も国際競争力のある日本の産業は車なわけで

すけれどもそれが負けてしまうんではないかという

ことも由々しき課題として専門家の中で話題になっ

ている。そういう世界観があります。 

 

■住宅用太陽光発電義務化の動き 
で、住宅についてはいよいよ住宅用太陽光発電の

原則義務化が始まりました。一番早いのはニューヨ

ークの 2019 年、カリフォルニアの 2020 年が最初な

んですけれども、ＥＵが今年。ＥＵ加盟国は全員新

築住宅は 2029 年までに義務化しなさいというＥＵ

指令を出しました。ＥＵ加盟国である限り従わない
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といけないんですね。ただ例外規定の作り方だとか

国によって事情があるのでそれはアレンジしていい

んですけど、基本的には 2029 年まで。 

で、それを受けてドイツが今年から、ドイツは州

によって法律が変わるんですけど、州によって住宅

の義務化がどんどん進んでいて、一番早いところは

改修時の義務化も始まった。これはウクライナの戦

争も追い風になり一気に法律は決まっているという

ことです。 

日本ではどうなっているかというと、京都が説明

義務化を 2020 年から始めています。東京が設置の

義務化。ただこれは今の大手ハウスメーカーを中心

とした努力義務、報告義務にすぎないんですが、い

ずれそれは中小工務店にも拡大する予定になってま

すし、私はいずれ事実上の適合義務化みたいなとこ

ろに辿り着くと思っています。 

このようにアメリカ、ＥＵ、日本でも、住宅用に

ついて、もちろん一定の例外は認められるんですけ

ど、原則義務化のような施策が進むということです。 

東京都が太陽光発電の義務化条例について詳しい

解説を出しているので関心のある方は検索して見て

いただければと思います。 

▲太陽光発電設置「解体新書」（東京都環境局『太陽光ポータル』
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/） 

 

■2050 カーボンニュートラル 
今、車と住宅の話をしましたがその背景はパリ協

定に立脚するわけです。日本は 2 年前に管総理が、

2050 年までに 100％削減を公表しました。ただ、そ

の時点で既に 100 以上の国が 100％削減を公表して

いたので日本は比較的遅い方の公表です。2030 年の

中間目標も 20％グレードアップして急速に減らし

ていかないといけないと。この石油・石炭・ガスに

依存してる社会からわずか 30 年で脱却しようとい

う無謀とも言える目標というのが一般的な理解なん

ですが、ただそれは世界の目標なのでやろうと。未

来の子どもたちに負の遺産を残すわけにはいかない

という全人類の合意でこれが進んでいるわけです。 

どういう立て付けでゼロにするかということなん

ですが、これは管総理の所信表明演説の整理したも

のなんですけれども、まず 1 つは徹底的な省エネ強

化。そして化石エネルギー由来のエネルギーを減ら

す。で、非化石エネルギーを増やす。これは再生可

能エネルギーと原子力になります。原子力について

はいろんなご意見があるので私は対外的なコメント

はしていないんですけど、再生可能エネルギーは最

大限導入なんですね。 

省エネを徹底し再エネは最大限導入。再エネはメ

ガソーラーだけ頑張るとか、省エネだけ頑張るので

は全然間に合わないんですよ。ルーフ・トップ・ソ

ーラーと言いまして、もう日本中の建築物、住宅の

屋根という屋根には全部載せていかないと、それも

最短で載せていかないと、このゼロという目標は達

成できないという試算なんですね。 

最終的に世界のエネルギーというのは 2050 年段

階では再生可能エネルギーがだいたい 8 割、原子力

が 2 割みたいなイメージです。日本も概ねその前後

で、たぶん再生可能エネルギーが 7、8 割で、原発が

2、3 割ということが今の国のエネルギー政策なんだ

ろうと。いずれにしても石油・石炭・ガスはなくす

というのが世界の合意で、本当に劇的に風力も太陽

光も地熱も増やしていかないと間に合わないという

のが、まず大前提にあります。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/


  SAREX  Workshop Report 2022.Oct 

 

5 

 

■三省合同あり方検討会 
このことが住宅建築業界になぜ伝わらないかとい

うと、これは環境省と経産省が主幹なんですね。国

交省はわれ関せずの人が多くて、省エネとか高性能

化とか太陽光に熱がある人に 1 人も出会ったことが

ありません。何十人にも出会ってますけれども温度

差が凄いありまして、国交省は長期優良住宅とか耐

震とか耐久性とか中古流通とかそういったことには

一生懸命なんですけど、省エネはエネ庁の仕事でし

ょ、環境省の仕事でしょ、ということなんですね。 

それで河野大臣が檄を飛ばしたということなんで

すね。河野大臣の再エネタスクフォースがあり、そ

れがきっかけで３省合同で打ち合わせをしようとい

う指示が去年 3 月に出て、4 月からあり方検討会が

始まり、ここに、幸い環境省枠で東北芸工大の竹内

先生が出られて活躍されたというのが去年の 4 月か

ら 8 月の流れになります。 

結果的に 2050 年までの「脱炭素社会へのロード

マップ」ができたということです。 

 

■脱炭素社会へのロードマップ 
具体的に何が決まったかポイントなんですけど、

2030 年には ZEH 基準の省エネ性能。これは断熱と

エネルギー性能ですね。ZEH を、義務化と書いてま

せんけど事実上義務化です。 

2025 年に省エネ基準が義務化されることは決定

済みですが、その義務化ラインを ZEH 性能まで遅

くとも 2030 年までに高めるということなので、事

実上の義務化ということですね。 

太陽光については義務化の意見を出しましたが、

あり方検討会で相当議論されましたけど無理で、新

築で 6 割ということで決着したということです。 

竹内先生と国交省の最後の交渉で、竹内さんも「何

も決まらなくていいのか」というふうに言われたそ

うです。このままだと何も決まらない、落としどこ

ろとして上位の断熱等級のことと、この新築 6 割で

決着しないと先に進まない、会議が終わらないよと

いうように言って決着したという裏話があります。 

あと 2050 年にはストック平均ですね。建ってる

建物全部の平均で ZEH の断熱性能と省エネ性能、

設備性能が必要と。で、太陽光についてはもう載せ

られるやつはほぼ全部載ってるのが一般的だよねと

いう玉虫色の表現になってます。 

で、この 2050 年に平均で ZEH の断熱性能、省エ

ネ性能ということは、平均なので ZEH を上回るも

のが必要ということなんですね。だから断熱等級 5

ではなくて断熱等級 6 の誘導もしくは義務化が

2035 年ぐらいには遅くとも必要だろうと思ってい

まして、それのロビー活動もしています。 

結果的に 2050 年カーボンニュートラル実現をし

ていこうとこれが国の大きな住宅政策の省エネに関

しての枠組みですね。 

 

■再エネの説明義務化が始まる 
じゃあ具体的にこの省エネ法で何が決まって何が

変わるのかということなんですが、2025 年義務化は

もうご承知のとおりなんですが今日は別の話をしま

す。あまり『新建ハウジング』も書かないのでご存

知の方少ないんですが、実は再エネも変わりました。

結論から言うと、「自治体が地域を決めてそこで家を

建てる時は再エネの説明義務化をしてください」と

いうところが法律で定められました。 

今の日本には、地球温暖化対策計画を受けて脱炭

素先行地域というのが日本で 100ヵ所ぐらい設定さ

れるんですけど、そういったところを中心に 2 年後

の 2024 年度に地域ごとにここで建てる人は説明義

務化ということがまず始まります。当然それは京都

府・市は独自に始めてるんですが、そういったもの

が法律の枠組みと条例の枠組みで説明義務化が始ま

ると。 

これをしない自治体は消極的という話なのでおそ

らくほとんどの自治体で始まると思います。3 年後

ぐらいに再エネ説明義務化が皆さんの地域で始まる

ということです。 

東京都は先に大手に対して始まってるんですけど、

大手だけじゃなくて「中小の方も登録はしていいよ」

と。大手は報告義務なんですが、中小も報告は受け

付けます。報告した人は HP で紹介して褒めますと

いうことになってます。 

因みに川崎市も同じように始めてまして、私の方
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で川崎市の検討の分科会の技術サポートをしてるん

ですけども川崎市も本気です。横浜市も、たぶん東

京、川崎がして横浜がしないというのはあり得ない

のですると思います。そういう活動が始まってると

いうことですね。首都圏がそのへんの義務化を先導

して大きく日本は再生可能エネルギーについては進

んでいくということです。 

で、何が変わるかというと、説明義務化したりす

ることで例えばカーポートに太陽光パネルを載せた

りした時に建ぺい率の緩和とか、そういうことを自

治体ごとに特例で誘導していいよと法律で後押しす

るということが 2 年後から始まります。 

何を説明するかというと、お宅の地域だと太陽光

がどのくらい載ります。これによってどのぐらい発

電します。経済メリットはこれこれしかじかです。

メンテナンスはこれこれしかじかです。そういった

ことを説明する義務が生じます。そういう時代にな

るということですね。 

 

■工務店が足を引っ張っている？！ 
じゃあ足元どうなんだという話です。これ SII の

ZEH の補助事業の執行団体ですけど、ハウスメーカ

ーは 6 割ぐらい ZEH なんですね。ですから太陽光

発電の搭載率は 6 割超。一方、工務店平均で 10％ぐ

らい。この 10％はおしなべて 10％ではなくて、全

くやらない方とよくやってる方の二極化で平均する

と 10％ということ。 

これハウスメーカーというのは全国展開の 20 社

ぐらいなので、このように極端に差がついてるとい

うのが社会問題になってまして、国の審議会とか環

境団体の会議とかでは、言葉を選ばずに申し上げま

すと、工務店が悪者になってます。「工務店は足を引

っ張るのか」、そういう議論が私の方に聞こえてくる

ので、いやいやそうじゃありません、一生懸命なと

ころもいっぱいありますと、いつも話をするんです

けれども。十把一絡げに、工務店業界＝脱炭素に向

けて足を引っ張るという烙印が押されかかっている

ことは共有させていただきたいと思います。 

 

■ZEH 普及のカギは太陽光発電 
じゃあ何故普及が進まないのか。断熱、設備。設

備はもうエコキュート､LED にするぐらいで簡単に

基準をクリアしますので、断熱も断熱等級 5 にする

ぐらいだったら 30 万か 40 万円ぐらいあればできま

すので、省エネ基準からいって、そんなにハードル

はない。やっぱりハードルは太陽光発電で､SII もそ

う分析してるんですが、ZEH の実現に不可欠な PV

の普及については消費者が抱く初期投資費用や投資

回収年数に対する不安をいかに取り除くことができ

るかが課題となっている。太陽光発電の普及が ZEH

普及の最大のネックということです。 

経済メリットを説明することができない工務店が

多いというのがアンケートなどでもわかっていまし

て、初期投資費用、投資回収年数、そういったこと

が話題になっているということなんです。 

 

■太陽光発電の経済メリット 
その経済メリットをどう説明するかということな

んですが、そもそも多くの方が「あんまりメリット

ないよね」と思われているんですね、消費者の方も

含めて。ただ、経済メリットっていうのは法律で定

められてるんですよ。 

通称再エネ法の第 3 条に、調達価格 (買取価格で

すね、今 17 円、来年 16 円／kWh ですけども)は太
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陽光を載せた人が受けるべき適正な利潤を勘案して

買取価格を決めるというふうに書いてあるんです。

法律で書いてあるので甘目に計算してありまして、

だから元を取れない人たぶんいないんじゃないかな

と思うぐらいです。 

どういう計算がされてるか。これはエネ庁の調達

価格等算定委員会という FIT（固定価格買取制度）

の住宅太陽光発電の買取価格を決める委員会の資料

ですけれども、これが住宅業界でご存知の方があま

りいらっしゃらないということが問題で、これエネ

庁の施策なので国交省が普及啓発しないんですね。 

 

■買取価格が下がっても利回りは変わらない 
これ結論からいうと、20 年間で初期投資を考えた

時に 3.2％の利回りで計算してますと。この利回り

は毎年一緒なんですよ。2015 年からずっと 3.2％。

FIT は 2012 年から導入されて、最初の 3 年間だけ

は産業育成のため 5％だったので、凄く儲かったん

ですけど、それ以降も普通に儲かった。だけど、買

取価格が 40 数円からどんどん下がってきたのでな

んとなくもう元が取れないと思ってるんですね。 

でも、このシステム費用もどんどん下がってきた

んです。で、メンテナンスの費用も多めに盛り込ん

であります。発電量は少なめに計算されています。

実際もっと発電するんです。 

自家消費率は 70％相当。あと自家消費分の便益。

これは 26.44 円で計算してありますが、今電気代が

上がっていて、実際 40 円ぐらいなので自家消費の

便益というのは物凄いプラスになってますね。この

試算よりも遥かに儲かるということなんですけども、

これを勉強している方がいらっしゃらないのでみん

な儲からないと勘違いするということになります。 

買取価格は 2022 年度が 17 円、2023 年度が 16

円。秋までの申請が 17 円ですね。10 年経った後は

9 円前後で買い取っていただくという前提で計算さ

れます。固定価格で高いのは 10 年で 11 年目からは

割安になります。 

あとシステム価格。私、儲かる儲かるって言って

ますけど高値で買いすぎたら損するわけですね。今

どういう計算かというと、１kW 当たり 259,000 円

(税別)。ですから税込み 28 万ぐらいでこれ計算して

あるんです。たぶん今税込み 28 万というのはまあ

まあ高い金額なんです。今もっと安いはずです。だ

から税込み 28 万で売ってる人ですら 3.2％利回り、

十分儲かるようにつくってあるというのが今の国の

制度ということです。 

これは毎年 1 月末に来年はいくらというのがエネ

庁の HP で出てこういう資料が出るんですが、こう

いったものをある程度社員にも教育して納得させて

推奨すると、自信をもって説明ができると思います。 

 

■お客様向けにもメリットを説明 
以上の話はプロ向けの話なんですけど、ここから

のパワポは 9 月に横浜市の住宅課から依頼があって

オンラインセミナーをした時の資料で、一般のお客

様向けにつくった資料ですので参考までに紹介をい

たします。 

太陽光発電のメリットということで電気代の仕組

み、太陽光のメリット－200 万円ぐらいメリットが

ありますということですね。30 年で節電と売電でわ

ずか 3kW ぐらいでも 200 万円のメリットがありま

すという話です。それから EV 購入時のお得なカー

ライフの話、自家消費の話、そんな説明です。 

結論は幸せの両立。今の世代の幸せと未来の世代

の幸せのために太陽光発電を設置しましょうという

ことをお伝えをいたしました。もちろん省エネや太

陽熱や太陽熱温水器とか、いろんな要素技術があり

ますが、太陽光発電がもう桁違いに費用対効果が高

いということですね。国の政策で高値で買い取ると

いうFITの制度のおかげで太陽光発電の設備投資は

もう儲かるぐらいの話ですので、それでかつ未来の

幸せを両立できるということでエンジンが加速して
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いるというふうにご理解いただければと思います。 

今の世代の幸せとしては経済的なメリットがあり

ます。またレジリエンスの向上。未来の世代の幸せ

としてエネルギーのこと、気候変動のこと、脱炭素

のこと。 

ウクライナの戦争のことは私も想像だにしていま

せんでしたけれども、エネルギー供給はとても偏っ

たエリアが供給しているので、エネルギー安全保障

という言葉があるんですけども、日本は先進国でエ

ネルギー自給率は最低なんですね。先進国最低の自

給率の中で、もしエネルギー戦争みたいなことが起

こった時に一番干上がるのは日本です。が故に純国

産エネルギーといえる再生可能エネルギーをきちっ

と普及していかないといけない。にも関わらず、電

力事業者連合会の反対などでなかなか進まなかった

というのがここ 5 年 10 年の状況なわけです。 

 

■意外と知られていない電気料金の仕組み 
まず電気料金の仕組み、このことを知らない方が

多いんですね。再エネ賦課金というのは知ってるけ

れど、燃料費調整額の仕組みとか、今どれぐらい上

がってるかを知らない方がとても多いです。だいた

い電気代というのは 20 円前後ぐらいですけど、今

東電とか 9 円ぐらいになっているので、もう 3 割ぐ

らい値段が燃料費調整額で上がっているということ

ですね。 

再エネ賦課金も上がってきてます。これはどうい

うことかというと、再生可能エネルギーは FIT で割

高に買ってくれます。電力の原価というのは kWh当

たり 10 円ぐらいなんですが、17 円で買ってくれて

ますので損するわけです。そういったのを埋め合わ

せをしないといけないので電力を使う人－全国民、

事業者から電力を使う量に合わせて賦課金を徴集し

て集めた数兆円を電力会社に配って埋め合わせをし

ているということなんですね。 

それは再エネが増えれば増えるほど上がっていき

ます。だたしこれは永遠に増えるわけではなくて、

だいたい 2030 年ぐらいに 5、6 円をピークにこの後

下がっていきます。何故下がるかというと、2012 年

から最初の 3 年間は FIT は住宅が 5％の利回り、産

業は 7％だったかな、もうぼろ儲けの時代に凄い普

及したので、それが 20 年後に FIT が終わるのでそ

こから先は下がっていくんですね。これが月 2,000

円ぐらい今かかってますよという話ですが、まだま

だ 5、6 円上がるということですね。電気を使わない

人はこれも払わなくていいということです。 

それから燃料費調整額は、戦争の影響でこのまま

経済が東西で分断されていけば上がったままになる

と思いますけれども、飛行機の燃料サーチャージみ

たいなものでこれは原油と LLG と石炭の平均燃料

価格によって直近 3 カ月の平均を計算してその 2 カ

月後を出します。戦争が始まってからどんどん右肩

上がりで電力が 2、3 割上がっています。月 5,000 円

ぐらい上がってることになります。 

 

■２つの料金プランと燃料費調整額 
電力は自由料金プランと規制料金プランと２つあ

りまして、規制料金プランというのは国の規制の認

可料金で、従量電灯ＢとかＣとかそういったもので

す。自由料金というのはオール電化の料金だとかそ

ういうちょっと工夫してある料金のことですね。電

力会社が自由に決めてます。 

自由料金プランでは燃料費調整額は上限無しでど

んどん上がってるんですね。東北電力さんだけが唯
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一、上限があって頑張ってたんですが、この 12 月か

ら規制撤廃しますので全国の電力会社でどんどん今

上がってる。 

規制料金は上限が決まってるものですから、東電

管内は 5 円が上限。ただ、これだともう今電力会社

全て赤字ですけれども、会社が成り立たないのでこ

れも値上げが検討されてます。電力会社の料金の仕

組みは２つになるということです。 

この辺りもちゃんと深掘りして勉強しないとお客

様に適正なアドバイスができないということになり

ます。 

 

■３kW で試算してみると… 
そういった電気料金の仕組みを前提にしてメリッ

トをシミュレーションしています。地方で説明する

ときは 5kW なんですが、関尾さんから横浜は 4kW、

5kW は載らないと直前に聞いたので、それから急遽

資料をつくり直しました。 

3kW の場合で 10 年で 85 万円。自家消費と売電

がそれぞれあるわけですね。初年度は 87,000 円な

んですが、単純に 87 万円にならないのは発電効率

劣化とかがあるのでそういったものも計算に入れて

います。 

あと、どれだけ発電するかということなんですけ

ど、メーカーのシミュレーションより SII の実デー

タの方が大きいのでそっちがいいと思います。メー

カーのシミュレーションというのは NEDO の公式

データに基づく発電量なので 300Ｗのパネルだった

ら 300Ｗで発電する前提なんですね。太陽が直射日

光で直角にゴミ 1 つない理論値で計算してるんです

が、実際パネルメーカーというのは 300Ｗのパネル

でも実際出荷してるのは 305 とか 310 なんです。

300 以上を出荷するというルールなので、平均 300

Ｗで出荷してるんじゃなくて、300Ｗ以上出荷して

るので実際の発電量はメーカーさんのシミュレーシ

ョンより多いというのが太陽電池メーカーの業界の

常識なんですが。ですから SII のデータだと実発電

量が調査発表会の報告書に載ってるので、それを各

県別で見た方がいいと思います。 

で、神奈川は 1,190kWh で 3 倍で 3,570 というこ

とですね。で、自家消費 3 割で計算して自家消費に

対して今オール電化の料金だったら 42 円なので掛

け算すると 45,089 円。 

売電は今 17 円なので 7 割。7 割は売電しますと

いうことで掛け算して 42,483 円。足し算すると

87,572 円。このへんの計算をきちっとしてさしあげ

ることが大事ということです。 

 

■容量別シミュレーション 
ザックリ言うと、神奈川県で 2kW 載せた場合 10

年だとさすがにまだ全然元が取れません。20 年でほ

ぼとんとん。30 年だと 60 万～30 万ぐらいプラスで

損はしない程度。これから電気代がもっと上がれば

もっとメリットがあるという話ですね。 

 それからパワーコンディショナーは 15～20 年で

1 回 20 万円交換になります。15 年以内で壊れたら

概ね無料で交換してもらえます。メンテナンスは 0

～3 万円と入れてるんですが、3 万円というのは国

の建て付けは 4 年ごとに 3 万円ぐらい外注して見て

もらってねということなんですが、そんなことして

る人は 1％もいなくてほとんどの人は自己点検です。 

私はお客様に対しては「発電量と売電の金額を前

年同月比でエクセルか何か表にして確認してくださ

い」と話をしています。前年同月比で大きく 1 割 2

割 3 割落ちてたら故障というふうに考えてください

という説明をしているので、うちのお客様はメンテ

ナンス 0 なんですけど、3 万円かかるところもあり

ますね。 

そういったことを計算すると 10 年、20 年、30 年

の費用が出てきて、こちらが節電と売電のメリット

ということで、2kW でも市民セミナーではこういう

説明をしました。この金額が変わってくればちょっ
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と説明を変えないといけないと思います。3kW の場

合は 20 年で元を取って、4kW の場合は 10 年でほ

ぼ元が取れると。 

これは神奈川県の発電量で計算してますけれども

地域によってこの発電量は変わるので、何 kW で説

明するかは変わってくるし、それによってきちっと

一度社内で落とし込んで、まず社員が納得すること

が大事かなと思います。 

 

■電気代のお得な前払い 
 経済メリットがあって、かつ、環境貢献になり、

未来の子どもたちに負の遺産を残さないということ

になります。結局、これは太陽光発電の費用という

のは電気代の前払いなんですね。建築費用ではない

です。太陽光発電の費用は建築費とは別腹であって、

電気代のお得な前払いにすぎません。そのことをお

客様にきちっとお伝えすることが必要ではないかな

と思います。多くのお客様はこの説明にはとても共

感をいただいて、なるほどということでエコワーク

スでは 97％。たぶん契約時点では五分五分ぐらいな

んですけれども着工の時には 97％ということにな

ります。 

 

■自家消費を上げるライフスタイル 

 先ほどもちらっと言いましたけれども、パネルの

値段が下がってるという話。これ 2012 年頃は kW

当たりだいたい 50 万円ぐらい（税込み）しました。

今はそれが 28 万前後になってる。 

あと、経済メリットをさらに拡大するコツが大き

く 2 つありまして、１つが自家消費です。売電が 17

円、買電が 26～41 円になってますので、というこ

とは売電していない夜に使う電気をできるかぎり昼

間の売電している時間帯に使うと差額の 9 円～24

円はお得なんですね。だからオール電化で洗濯機を

夜まわしてるご家庭は、日中、太陽光の余剰電力を

使った方が圧倒的にお得なんです。ですから自家消

費率を上げるライフスタイルを目指しましょうとい

うことです。 

これ同じ電気を使う、同じエネルギーを使うとい

う意味では同じなんですけど、要は電気を使う時間

帯によってお得度が変わってくるということが新し

い概念として始まっているということです。特に今

年からですね。燃料費調整額が上がったのでここが

フォーカスされているということ。 

 

■自家消費のポイント 
自家消費のポイントとして、これは皆さん方の方

で噛みくだいてほしいんですけど、エアコンの昼間

運転。これは高気密・高断熱住宅であれば日中暖冷

房しておけば蓄熱蓄冷で夜エアコンを止めても大丈

夫です。それからエコキュートの昼間湯沸かしです

ね。これも一般化していきます。オール電化で沸か

すんじゃなくて昼間湯沸かし。それから EV や PHV

への昼間充電。2030 年代には世界市場が EV 中心に

なります。ということは今建てられる人は 10 年後

に車を買い換えられる時は EV なんですね。その時

に太陽光がなくて、電力会社から割高な電気をお客

様に買わせますかという話。太陽光の余剰電力で買

えばたぶん 10 年後は 13 円とか 10 円なんですね。

電力会社から買えば 40 円とか 50 円で買うことにな

るわけで、そういったことがもう見えているのにお

客様に太陽光発電を勧めないという選択肢をどう捉

えるのかということです。 

 

■蓄電池パリティの時代へ 
それから蓄電池についてはまだ割高で、蓄電池は

今 kWh 当たり、一番安いテスラで 12 万円ぐらい、

一般的には 15 万円ぐらいするんですけど、それが 8

万円ぐらいになると蓄電パリティというんですが昼

貯めて夜使うみたいなことでメリットがある時代に

なると言われています。今から 10 年後になるとさ

すがに安くなっているので、卒 FIT で売電しても安



  SAREX  Workshop Report 2022.Oct 

 

11 

 

いその頃に提案するのが、経済的なことだけ考えれ

ば一番メリットがあると思っているんです。ただレ

ジリエンスの観点で付けたいという方もいるんでし

ょうね。セキスイハイムとかは 6、7 割蓄電池を見か

け安く差別化で出してるので実際原価はもっと高い

と思うんですけど、安く出せるメーカーは蓄電池も

セットで出してる会社もある。ただ一般流通品はま

だ高いということですね。 

 

■エコキュートは昼間湯沸かし 
エコキュートはちょっと深掘りしてご説明します。

エコキュートは、東電は昼間余剰電力で使えば 17 円

です。東電のオール電気料金プランが 29 円ですが、

これに再エネ賦課金の 3 円と燃料費調整額の今 9 円

近くあるのでこれが 42 円ぐらいになってるわけで

すね。昼沸かした方がいいという話です。 

夜沸かすと 1 日ぐらい、冷めていくので結構熱ロ

スがあって、時々実は沸かしてるんです。うちの、

ほとんどお湯使ってないモデルハウスでエコキュー

トが使用する電気の使用料を調べたところ、月々

2,000～3,000 円ぐらいかかってるんですよ。エコキ

ュートが勝手に夜沸かして、ちょっと冷めて、沸か

して、冷めて。で、お湯使ってないのに待機電力み

たいなところで 3,000 円ぐらいかかってるんですね。

昼間沸きあげると放熱ロスが少なく、コストも安い

のでメリットがあるということですね。 

かつ、九州とかはもう日中、冬を除いてメガソー

ラーの電気が晴れてる日は余ってるので出力制御が

3、4％制御されて捨てられてるんですけれども、そ

の電気をより使うということはより再エネを大量導

入できるので、メガソーラーの普及にもプラスにな

るんですね。要は脱炭素の近道を後押しするという

話なので、是非この昼の電気を使う。 

高断熱の住宅で、夕方発電しなくなった時にエア

コンを切って蓄熱蓄冷で暮らす暮らし方みたいなこ

とも今後は提案が始まると思います。こういう着目

で高断熱住宅を普及したり、ケアしたりしていく必

要性があると思っています。たぶん新しい概念だと

思うんですけどね。こういったことがとても重要な

社会になっているということです。 

 

■EV はガソリンの７倍お得 
あとガソリン、EV の話なんですが、結論からいう

とガソリンより 7 倍お得ですという話です。同じ 1

㎞走るんだったら 7 倍お得になります。 

前提条件は 15 ㎞／ℓの車と比較してます。EV は

電費と言うんですけど 6 ㎞／kWh ぐらい走ります。

これはリーフの実電費です。余剰電力で卒 FIT 後、

売っても 9 円ですから、6,000 ㎞走る場合の費用は

1 万円ぐらいなんですね。これ卒 FIT 前で充電して

も 2 万円ぐらいですし、卒 FIT 後電力会社から買う

とこれの 4 倍ぐらいしますから 4 万円。ガソリンだ

と約 7 万円。要はこういったことが一般のお客様の

常識になります。 

今は EV の方が高いんですが、世界が EV しか作

らなくなりますので大量生産でコスト差はいずれな

くなります。そうなってくると消費者は当然こっち

を選ぶわけですね。EV の方が車検も安いんですよ。

オイル交換とかもないですし、車検の費用も何分の

１かになるので、自動車整備業が倒産するというこ

とが問題になるぐらい安くなるんですけれども、そ

ういうことで EV に移っていくということ。 

そういう時代がもうわかってる状況の中で屋根と

いう資源を太陽光発電にしない選択肢をどう考える

かということになります。 

 

■過積載という概念を取り入れる 
あともう 1 つ、お得にするポイントの 2 つ目。過

積載という概念です。たくさん載せるということな

んですけれども、長州産業さんの資料をもらってる

んですが、太陽光発電は 5kW であればピーク 5kW、

実際は雲とかちょっとあるので 4.5 とかにしかなら
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ないんですが、理論上雲 1 つ無く直角に当たったと

仮定すると 5kW 発電します。パワコンが 4.5 だと

この 0.5 はピークカットしてるんですね。だから一

般的にはパワコンが 5kW でパネルも 5kW みたいな

ことが多いんですが、実際曇りの日とかは別にパワ

コンは小さくても 4.5kW でも十分なんですね。 

それとこのピークカットというのはパネルの量が

3 割とか 4 割大きくても、パワコンが 5kW でパネ

ルが 8kW でも年間でピークカットされるのはだい

たい数％しかないんです。こんなに発電条件がいい

状態というのはめったにないので。だからそういっ

た時にはパワコンを 2 台設置するんじゃなくて、例

えば 7kW のパネルですと 6.8kW のパネル。じゃあ

今までだったら 4 と 3 と 7kW パワコンを付けてま

した。そうでなくて、5.5kW 1 台でも済むっていう

話ですね。 

5.5kW 1 台にすることで損する電気代が 20 年間

で 10 万円ぐらいです。1 年で 5,000 円。が、設置費

用がイニシャルと 20 年目の更新で 2 回安くなりま

すので 30 万円ぐらいこっちの方が得するんですよ。

だから差し引きお客様はこちらの方がお得というこ

とで、結論からいうと、パワコンが 4kW とか 5kW

ぐらいですが、パネルは 150％ぐらいまで、7、8kW

ぐらいまでらくらく載せて構いませんという話です。

それを知っててください。 

パネル屋さんは高く売りたいのでパワコンもう 1

台いりますよって言ってくる人もいるんですが、い

らないと。過積載でいいというふうにすれば、これ

が一番お客様にとってはお得な仕組みになりますの

で、そういったことも応用編として知っておかれる

とお客様に対する経済メリットを最大化できます。 

ですからエコワークスの場合社長だったらどうさ

れますかって聞かれた時は、私だったらパワコンを

4.8kW を 2 台で 9.6kW にして、パネルを 14～15kW

載せますという話をします。パワコンかパネルのど

っちかが 10kW 未満であれば住宅用の認定で 10 年

高値なので、両方 10kW 超えると産業用になってい

ろいろ面倒なので 9.6kW のパワコンで 14kW 前後

のパネルというのが経済メリットについては極大化

するというのは知ってていただきたいなと思います。 

 

■太陽光発電 Q＆A 
これはよくある 10 の質問です。私が ZEH 協やっ

てた時にいろんな方から太陽光のアンチの意見を聞

きましたし、YouTube で公開するといっぱいアンチ

な意見が書き込まれます。丁寧に全部答えてるんで

すけど、その代表的なアンチな意見を整理してます。 

近くに高い建物が建った場合や、敷地が南向きで

ない場合の説明の仕方。これは屋根のかけ方を考え

ればだいたい南東か南西の間には入ると思うんです

が、4％しか落ちませんという話です。 

それから搭載容量はたくさんがいいという話。そ

の背景として EV の話をいつもしています。因みに

エコワークスの実例としては 5、6、7、8、9 で平均

が 7.5kW です。 

それから蓄電池の話は卒FITでいいんではないか

なと思ってますが、レジリエンスで導入する人がい

てもいいとは思っています。 

 

■レジリエンスの視点 
あと停電時はコンセント１ヵ所使えますので

1,500W ですけれど、本当の停電時は自宅が避難所

になりますので、熊本地震でも数日間は停電になり

ましたので地域によっては 1 週間ぐらい停電のとこ
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ろもありましたのでこういったものの利便性。ここ

は私、関東の方は首都直下地震の対象の方、南海ト

ラフの対象の方はとても心配してます。熊本地震で

わずか数万人ぐらいのエリアでもあれだけ大変だっ

たので、数百万人、数千万人があの状況になるかと

いうとゾッとするんですね。避難所は地獄になって

るんです。まず水が来ない、トイレが流せない、水

が足らない、食糧もない。避難所が地獄になると思

います。首都直下地震の時に。その時の備えをどう

しているのか、そこは今後の業界の課題ではないか

なと思っています。 

 

■メンテナンスはどうするか 
雨漏れも現実にはリフォームでは事例がそこそこ

あると思うんですが、新築ではほとんどないという

説明をしています。それから「地震・台風・ひょう・

落雷」。JIS 規格の話とかそういった話をしています。

火災時も問題なく消火できますという話ですね。 

それから定期点検、メンテナンスの話。中には塗

り替える時にパネルを下ろさないといけないと言わ

れる方もおられるんですけれども、うちはガルバな

んですがパネルの下は塗り直さなくていいと私は思

ってます。周辺の 2 回目の塗り直しの時に 30 数年

先か 40 年前後の時に、20 年先に 1 回塗り直すと仮

定して 40 年目では、その時にパネルの交換と同時

に塗り直すというのはあると思うんですが。 

 

■寿命と保証 
それから「システム保証、寿命」ですね。機械が

壊れないことの保証はだいたい 15 年ぐらいです。

発電することの保証はだいたい今 20 年か 25 年が多

いです。 

パワコンは 15 年以内で壊れたらラッキーという

ことで無料で交換されます。平均 20 年で 20 万円ぐ

らいがかかるという説明になります。 

パネルは 25 年の出力保証がだいたい 7、8 割の保

証なんですね。ということは 25 年で終わるわけじ

ゃないんですよ。一番古い太陽光は今 30 数年経過

して稼働中です。これサンヨーの太陽光発電の開発

者の家に載ってるんですけれども、今一般論として

は 25 年で 7、8 割の保証なので 25 年から先は劣化

のスピードが速くなっていくので 30～40 年ぐらい

のイメージかなと思っています。お客様にどう説明

するかはケース・バイ・ケースだと思うんですが、

30 年ぐらいは使えますと。25 年で 7、8 割はあるの

で 30 年で 5、6 割ぐらいはあるんじゃないかなとい

うふうに思っていまして、完全にゼロになるまでは

捨てる必要もないし、下ろす必要もないし、別にず

っと載せたままでもかまわないということですね。 

 

■撤去費用 
「撤去」の話。当面は屋根に残して建物解体時に

同時に廃棄。ただ新しいパネルを載せ換えたりする

ために、産廃に出す時は 25～35 万円、リサイクル

で30～40万円、このぐらいが福岡県での相場です。 

これも一時 70 万ぐらいかかるっていう噂があっ

たんですが、それって全部丸投げしてるんですよね。

うちだったら解体の見積りは電気屋さん、撤去屋さ

ん、解体屋さんに分離発注して見積りとって私これ

算出してるんですが、あるところに丸投げすると凄

い高く言ってくる人がいて、それがネットで 50 万

ぐらいで工務店が乗せて 70 万ぐらいみたいなそう

いう試算を聞いたことがあるんですけども、分離発

注すればお客さん出し価格でこのぐらいということ

なので、そんなに大きな問題ではないということに

なります。100 万、200 万単位でメリットがあるの

で、30 万ぐらいというのは 2 年分ぐらいの経済メリ

ットで償却していく話ということになります。 

 

■LCCM の提案 
ここから先はエコワークスのお客様向けセミナー

の内容です。エコワークスは ZEH より LCCM を提

案していますという話をして、お得になって CO2 が

減るわけですからこっちを選びませんか？ まして

や EV になるんですよって話をしてます。因みに

ZEH は住んでる時は横ばいですね。LCCM は住み

ながら減らしていく。解体の時にマイナス。 

片流れはうちは 1 割ぐらいですけど、への字が 7

割ぐらい。普通の切り妻でも平屋だと 7～8kW 載り

ますので。 
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■LCCM は難しくない 
今 LCCO2 計算は、CASBEE で判定するものと、

補助金のためのエクセルの簡易な適合判定ツールと

いうのがあります。簡易判定というのは難しくなく

て、わずか 8 つの項目だけ入力するんですね。 

まず BEI、エネルギー計算をします。太陽光発電

量を入れます。それから劣化対策等級を入力。外壁

材の種類を入力。屋根材の種類を入力。それぞれに

合わせて何年で交換するというのは載ってるんです

ね。メンテナンスの計画。長期優良住宅の維持、保

全計画。そういったことを入力します。あと節水設

備かどうかを見る。たったこれだけで判定されるん

です。 

で、判定の結果が出ます。これ冒頭にお話した建

物で日本最初の SDGs5 ランク。赤星は 46 項目評価

するので凄い大変なんですけど、緑星はわずか 8 つ

の項目だけなので実は､LCCM 住宅というのは簡単

ということですね。 

LCCM って難しいというイメージをお持ちの方

も多いんですが、今日皆さんに見ていただいた建物

が LCCM ですからもう普通の建物なんですね。太

陽光が 7.5～8kW ぐらい載ればもう LCCM ライン

にかかってきますので。実は簡単ということをお伝

えしたいと思います。 

 

■脱炭素経営 
ここから先は会社の企業経営に関する話で、会社

の二酸化炭素排出量を減らしますということでこれ

から EV のトラックの導入を始めます。電気は全部

再生可能エネルギーで、うちは現場の電気も含めて

再エネです。あとはトラックだけなので EV のトラ

ックを今年から計画的に買ってゼロにします。いず

れこういう会社を社会は応援しようということで今

議論がされているということですね。議論だけされ

て誰もしてなければ旗が振れないので、やってると

こあるよと旗が振れるようにお手本になろうという

ことで再エネ 100％は既にやってますと。 

脱炭素、気候変動イニシアティブに「うちは脱炭

素しますよ」と登録したりしています。福岡県初の

ZEB 認定をいただいたり。 

あと中学校、高校とかからの講演とか、修学旅行

での視察とかも増えています。自治体、公的機関か

らは過去にいろいろ講演とか協力依頼を受けてるん

ですけども、そういったことが社会制度に反映し、

お客様の価値観も変わり、住まいづくりも脱炭素に

向けて変わっていくのかなあと実感をしています。 

 

■さいごに 
最後のページをちょっと読みます。 

「脱炭素社会の実現に向けてゲームチェンジ、い

わば革命が起こってると感じています。気候危機の

問題を解決しうる最後の世代が私たちの世代とも言

われています。」 

次の世代に持ち込すと、もう温度が上がってしま

うと戻らないんですね。よく地球は寒冷化している

と、いずれ氷河期に向かうと言われる方がいらっし
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ゃるんですが、それ真実なんですね。ただ、それは

数万年先。5 万年とか 8 万年とか 10 万年先は地球

は氷期と氷河期と間氷期のサイクルをまわってるの

で寒くなるんですが、今問題になってるのはそんな

何万年先の話ではなくて、わずか 100 年、200 年先

に劇的に気候が変わって、未来の世代がえらい迷惑

すると。それが問題になってるんですね。 

「30 年後の 2050 年に、2020 年代の建築業界人

が頑張ったので脱炭素社会が実現したと、未来の世

代から感謝されるように皆さんと共に務めを果たし

てまいりたいと思います。」 

というのがエコワークスのミッションであり事業

目的であり、エコワークス社員の共通の価値観です。

そういう思いでいろいろ活動してるんですけど、何

かしら皆様方の事業活動にお役に立つ情報が 1 つで

もありましたらありがたいなと思っております。以

上で今日のお話を終わらせていただきます。ご静聴

ありがとうございました。 

 
 

Ⅱ 質疑応答 

 
■契約後の社長セミナーで価値観の共有を 

野辺 これは大変なことなんですよ。この熱弁、こ

ういうミッションでやってる会社に当然のことなが

ら客は動くと僕らも思ってるんですけど。 

小山 いや、お客様には契約段階でこういう熱は全

然伝わってないですよね。 

常務 ご存知のとおりうちは家をメインで売ってい

るので。契約前にその話をしてると頭がパンクして

しまうし、予算だとか、間取りとか、家のことって

いうのがあるので。 

ただ予算組みはちゃんとしてます。予算計画書で

太陽光の金額はざっくり入れとくんですね。お会い

した時などにちらっと下話はしますけどメインでは

ない。契約したら社長セミナーで今のような話をし

ていただいて。 

野辺 社長セミナーというのは。 

小山 設計契約後、1～2 カ月ぐらいの間に。月 1 回

なのでそれに出てもらって。今日みたいではなくも

っとやさしく簡単にしゃべってます。今日はプロの

方なので数字をいっぱい言いましたけど。ただ、そ

れで結構お客さんの価値観が人生観が変わったと言

う方もおられるぐらい。今まで家づくりというのは

自分たちの家族の幸せと思って家を考えてたけど、

子どもたちの幸せ、ひょっとしたら孫たちの幸せま

で考えることが自分の家づくりなんだということで、

ガラッと価値観が変わって家づくりが進化するみた

いなそんな感じ。 

 最初はこのへんのさわりの話を、初期商談で差別

化ですべきだと勘違いしてそれを強制したんですよ。

そうしたらえらいハレーションが起きてもう営業と

ケンカになって。で、「その話はもう社長が後からし

てください」って言われて、「わかった」と。契約し

た後この話をするということで、営業と役割分担し

たんです。 

 

■社長セミナー後のランクアップ 
関尾（あすなろ建築工房） 先に設計契約してから

だということなので、太陽光パネルを載せるのは後

からのランクアップだということなんですよね。で

も予算は決まってると思うので、その中で上げるテ

クニックを聞きたい。上がらない場合、最後の手段

は屋根貸しだと思うんですけど。 

小山 設計契約の時に一応予算だけは取っとくんで

すよ。予算 150 万取って、載せるかどうか最終的に

は社長の話を聞いてから判断してくださいっていう

ことで逃げを打っとくと、太陽光発電の迷路に入ら

ずに設計契約まで行ける。 

常務 外構とか照明、カーテンと同じように太陽光

も予算計画には出していて、ある程度話をするんで

す。凄く聞きたいっていう人にはしっかり話します、

社長に負けないように。ただ、そればっかりやるん

じゃなくて、家がメインなので、とことん詳しいの
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は社長にやってもらうということで、たぶん容量が

上がっていくんだと。4、5kW ぐらいまで考えて

ZEH ぐらいは予算に載せておきます。LCCM とか

っていうのは社長の話を聞いてからになる。 

関尾 屋根貸しはどうですか？ 

小山 屋根貸しは年に１組ぐらい。本当に借り入れ

限界の方だけやってますのでほとんど販売です。 

関尾 やっぱりちゃんと予算取ってるからいけるん

ですね。あと ZEH から LCCM に上げるための費用

数十万を最後出してもらえるかという。 

小山 そうですね。あとは、補助金使えば逆におつ

りが来るので。補助金のスケジュールに合えば。 

関尾 LCCM の補助金はどうですか。 

小山 今年から期間が限定になったのでちょっと厳

しくなったんですけど。ただうちは補助金でクロー

ジングしてないんです。補助金使いますからって資

金計画に入れることはしてなくて、使える時は使い

ましょうなので、補助金なしでやってます。 

 

■世界情勢と中国産パネル 
迫（シンケン） 昔はシャープとか京セラとかがつ

くってたんですね。今そこはもう止めて撤退してほ

とんど中国なんですね。80％くらい中国ですか。 

小山 世界生産の 7～8 割が中国ですね。 

迫 僕はそれってちょっと面白くないなあというか

ね。小山さんはそこをどう思ってますか？ 

小山 そのこともよく話題になる話で、2 つの論点

があると思っています。1 つは中国に依存すること

の是非なんですが、ただ日本の国際貿易の中で輸入

の最大は中国なんですね。だから中国を太陽光だけ

止めるっていうことであればほぼ全ての業界で何も

輸入できなくなるので、そこはちょっと違うかなと

いうふうに思っています。 

 エネルギー安全保障のことで、中国が止めたらど

うするんだっていう話なんですけど、石油・石炭・

ガスは止められたらもう直ぐ止まるんですが、太陽

光発電は止められても別に 1 回輸入してしまったも

のはずっと発電しますからエネルギー安全保障上は

その間に他の輸入元を探すということでそんなに大

きな問題ではない。 

 あともう 1 つはウイグル族の問題をよく言われて

いて、シリコン生産においては世界のシリコンの 8

割が中国で、その内半分がウイグルなんですね。強

制労働でつくってるからけしからんっていう意見が

あるんですけれど、シリコンって半導体全部使われ

てて、じゃあ半導体製品全部使わないっていうこと

になるのか。この世界は原子力推進派の人たちとか、

もしくは石油化学産業の人たちが再エネが普及する

と困るので意図的に中国の話、ウイグルの話を流し

てる活動があって、その影響で間違った世論形成が

されているというふうに私は思ってます。 

 そういう世論の影響で何故か太陽光発電が悪者に

なる。中国からはいっぱい他にも買ってます。あと

廃棄リサイクルのことでも、自動車の廃棄リサイク

ルだってもっと大きな問題なんですね。10 年おきに

何百万台も売れてるわけで、太陽光は 30 年おきと

かの話なのに何故か太陽光の時だけそういう部分が

着目されるのは政治的な悪意のある宣伝活動が実は

明確にあるんですよ。石油・石炭・ガスの人たちか

らしたら死活問題なんですよね。 

 

■国産メーカーの競争力は？ 
迫 その国産というのはもう競争力ないんですか？ 

小山 国産は価格競争力がないんじゃない。ただ住

宅用パネルは、うちは長州産業なんですが、長州が

一番国産生産比率が高いんですね。長州はセルだけ

は輸入してるんですが、そこから先は全部国内でや

ってるので、今唯一の国内メーカーみたいな感じな

んですけど。うちは長州の値段、もっと中国製にす

ればさらに 2、3 割安くなりますが FIT が高いので

十分お客さんにメリットがあるので、うちは長州で

FIT が高いので、中国メーカーではなくても大丈夫

ですという説明をお客さんにはしてます。 

迫 もうちょっと国を挙げて長州を応援するという

方向ってないんですか。国産でやっぱり使いたいと

いうようなね。国策であれば。 

小山 それは言い始めてます。アメリカが実はウイ

グルのシリコンが入ってたら使用禁止が今年法律で
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決まったんです。だからどうやってかいくぐるのか

なと思うんですけど、アメリカでは中国のウイグル

シリコンはずしが法律で動いてるので、今年になっ

てからロシアの戦争のこともあったので太陽光発電

とかそういうサプライチェーンを中国とかロシアに

依存しないサプライチェーンをつくらなければいけ

ないという考え方が急速に浮上してまして今凄い議

論されてます。だからマレーシアとかインドとかベ

トナムとかそういったところで流通網をつくるべき

じゃないかということの議論が戦争で始まりました。

まだそれを見ながらの様子見ですね。 

 

■新しいライフスタイル提案 
迫 小山さんは長州産業さんを使ってるじゃないで

すか。それを先に言っていただくともう。どうせ中

国製を使ってるんだろうなあと（笑）。でも僕は長州

産業だったら一生懸命使いたいなあと思います。 

小山 そうですか。迫さんからそういうお話が聞け

たのは。ニュースになりますね。 

迫 興味は凄くある。中国かあ、ちょっと待てよと

かって気持ちが半分あるわけです。蓄電で売ったり

買ったりするんじゃなくて、もう自分で電気つくっ

て自分で使えばいいんじゃないの。そこらへんのと

ころはどうなんですか？ 

小山 そういう価値観でもいいと思います。せっか

くお日様のエネルギーを昼余るので貯めて使う。特

に九州では日中は数％捨ててますからね。それはも

う未来から喜ばれるライフスタイルだと思いますね。 

迫 そういうやり方を勧めていく。電線をそんなに

引っ張らなくてもいいんじゃないの。そのうち電線

なくてもいいんじゃないかという。 

九電は原発を動かしてるからあんまり喜ばないで

しょ、太陽光発電。 

小山 いや、太陽光発電は日中の石油・石炭・ガス

を減らせるので九電としてのモチベーションはある

んですよね。一部で消極的なエリアはありますけど、

太陽光発電は電力会社は概ね観念してるというか、

もう普及しないとしょうがないという感じですかね。 

迫 僕、長州産業をやってるって聞いて、内心それ

ならいいなあと。どっから来るのかわからんものを

あまり使いたくないね。長州産業を応援します。 

小山 うちは元々パナソニックを使ってたのを止め

て長州にしたんです。3 年ぐらい前にパナソニック

が生産を止めたんですね。それでもう長州というこ

とに。 

 パナソニックは今中国産なんだけどそれでもパナ

ソニックが一番高いんですよ。ブランド力で。長州

はブランド力がないので安いんですよ。中国産にす

るとさらに安くなるんですけどね。そこまでしない

です、私は。 

野辺 今日は、まさかこういう展開になるとは思わ

なかったね。じゃあ時間がきました。小山さん、ど

うもありがとうございました。 

（文責：SAREX 事務局） 

 
【WS・10 月】展開・エコワークスのキーワード 
 
■日時：2022 年 10 月 19 日（木） 

エコワークス本社にて開催 
■講師：エコワークス株式会社 小山貴史氏 
 

 

 
 

NEXT 

WORKSHOP 

2023年  

２月 16日（木） 
13：30～17：00 

『創建舎。大工の存在価値と会社の成長戦略』 
２月は、東京都大田区のメンバー工務店、創建舎さんにお伺いします。 
是非ご参加ください。 
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