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はじめに

本書は太陽光発電投資に興味をお持ちいた

だいた方、購入を検討中の方にむけた、１冊

ですべてのことがわかるガイドブックです。

太陽光発電投資をはじめる前に必要な、

知識や情報を網羅しました。

トラブルに巻き込まれないように、リスク

回避の方法をご理解いただいた上で、投資を

スタートしてください。

太陽光発電所のオーナーを目指してぜひ

最後までお読みいただければ幸いです。
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太陽光発電投資とは?

太陽光発電投資は、郊外や地方にある約300坪の

土地に太陽光パネルを並べ、そこで発電した電気

を、大手電力会社に買い取ってもらい利益を得る事

業投資です。

住宅の屋根についている太陽光パネルと違い、発電

した全ての電気を販売します。

事業用の太陽光発電所は、2018年３月末時点で

約80万件も国から認定を受けています。

電気の買取価格は、法律によって国に保証されてお

り、20年間固定収益が約束されます。その制度の

おかげで太陽光発電が投資商品になりました。

購入の際にローンを組んでいただいた場合にも、事

業資金のご返済、諸経費が売電収入で賄えます。最

終的な利益は、例えば約2,400万円の物件をご購

入いただくと、20年間の総売上高は約4,700万円、

経常利益が約2,300万円となります。
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43

01



まるわかり太陽光発電投資ガイドブック

5 6

太陽光発電投資が大人気の理由

国が保証している売電制度
他の金融商品のように相場変動がないことに加え、集客の手間もなく

一定期間固定で収益が生まれる仕組みにより、高い安定性を保った

運用が可能。その「安定性」が他の投資商品にはない最大の特徴です。

シミュレーション通りの
安定収益
太陽光発電のパネルは経年劣化率が低いことに加え、電気の買取価

格も固定です。さらに日照率なども大きく変動しないため、シミュレー

ション通りに運用できます。

頭金などの初期費用が少額
投資を始める時は手元資金が必要です。しかし、太陽光投資の場合は

初期費用は土地代のみ。全国にある太陽光発電用地を50～100万円

と安価で購入します。発電所のシステムはローンで購入可能です。

消費税還付が受けられる
太陽光発電投資は物件を購入する際に支払った消費税の還付を受け

ることができます※。これは不動産投資にはないメリット。１年目の

キャッシュフローが格段に違います。

※ 課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業　者選択届出書」  
    を提出し、先3カ年分の納税義務　を追うことが条件。
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太陽光投資が向いている人とは?

太陽光発電投資は圧倒的に初心者向きの投資とい

えます。金融投資や不動産投資ほど学ぶことが多く

なく、購入時点で一定の注意点をクリアすることが

できれば、引き渡し後に追加で勉強をすることは不

要です。

また、本業以外に時間を割けない方にもおすすめで

きます。「メンテナンス契約」、「土地の選定」など重

要な方針を理解し、きちんと行っておけば、後に心

配することは非常に少なく、トラブルになってから

勉強をすることもなく、安心した20年間の売電を行

えます。

さらに、他の投資・運用をされている方にも、株や

FX等に比べ、太陽光発電投資の「シミュレーション

通りの安定収益」という特徴が、貴方のポートフォリ

オの安定性向上に寄与するでしょう。
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災害時などに流れた、太陽光発電に関するニュース

をネットやテレビのニュースでご覧になった方は「危

険」「災害に弱い」というイメージをお持ちかもお持

ちかもしれません。しかし、正確な知識をもって適切

な対応を取ることができれば、回避できるリスクと

言えます。

例えば、西日本で続いた豪雨災害時、山の斜面ごと

滑落した太陽光発電所のニュースが報道されまし

た。本件は、山の斜面に建設されていることが問題

であり、太陽光発電自体が危険だったということで

はありませんでした。利回りだけでなく、土地の造

成状況や太陽光パネルの並べ方もチェックポイント

の１つになります。

次に大きな災害として、地震が挙げられます。2016

年に大地震が起きた熊本県は、日照条件がよく多く

の太陽光発電所が設置されているエリアです。大き

な揺れにより家屋が倒壊することもありますが、太

陽光発電所には大きな被害がありませんでした。な

ぜなら太陽光発電所は家屋などと違い、地面からの

高さがなく揺れに強いからです。もう１つは施工前に

地盤や周辺状況をしっかり確認していたからです。

上記は当然ですが、いずれの自然災害も、大きなリ

スクをヘッジするためには事前の知識と適切な対応

が必要だという事例でした。さらに「自然災害保

証」に加入することで、安心して太陽光投資を運用

できるようになります。

まるわかり太陽光発電投資ガイドブック
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前のページでは「災害リスク」についてご説明しまし

たが、ここでは「人的リスク」とそのヘッジ方法をお

伝えします。

まずはじめに注意するべきは、購入に至る際どんな

「販売業者」かを確認することです。検索エンジン

では「太陽光投資 嘘」や「太陽光投資 詐欺」などと

いったネガティブなキーワードも多く検索されてい

ます。残念なことに、実際に太陽光投資で詐欺に

あっている人が多数存在するというのが現実です。

また良しとされている会社でも、倒産することが多

くあります。

このリスクをヘッジするには、ご自身でどんな販売

業者かを確認する必要があります。信用調査会社

の情報を取得したり、真摯な営業マンであるか、ま

た会社の規模が充分であるかなど、ご自身の目で

確認することが有効です。

次の「人的リスク」は盗難です。太陽光発電所は郊

外や地方にある300坪ほどの土地に、野ざらしに設

置されています。改正FIT法に則ってフェンスで囲い

をつくっても盗難被害はゼロではありません。当然

保険加入することが必須ですが、知らずに未加入で

契約をすると、運用に大きく影響してしまいます。

最後の「人的リスク」はメンテナンスです。メンテナ

ンスについては、前述の「フェンス設置」と同様、太

陽光発電投資に関わる法律で義務付けられていま

すから、メンテナンスを必須契約としている販売会

社もあります。法律で義務付けられていることを知

らないと運用に支障をきたすので、義務としてどの

ような作業が必要なのかを把握しておきましょう。

また、草刈りや定期的なパネルの掃除を怠ると、発

電効率の低下を引き起こしますので、ご自身でメン

テナンスが難しい場合は、販売業者と契約すること

でリスクヘッジが可能です。
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太陽光投資における8つの勘違い
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Q1. 太陽光発電の
       電気買取終了？

 A.現在固定価格買取制度で運用して 
    いる、または運用している発電所に
    は100%影響ありません。
    →詳細は19ページへ

Q2. 20年間の運用が
         終了したら撤去？

A.パネルは30年程度の耐久性があり
   ます。将来的には固定価格とは別に、
   電力会社と直契約で売電事業が
   可能だと予測されています。　　

Q3. 雨や曇りの日は
         発電しない？

A.曇りの日でも発電します。快晴の日を 
   100とすると曇りの日は40～60％、
    雨の日は10％程度の発電となります。

Q4. 気温が高いところが
         発電量が高い？

A.そうではありません。気温が高すぎる  
    と、発電量が落ちることがあります。
    例えば沖縄県よりも宮崎県のほうが
    平均発電量は高いのです。

Q5. 手出しを０円で
          始められる？

 A.例外を除き０円では始められません。   
    ただし他の投資商品と違い最低50      
    万円からはじめられ、売電システムは
    全額ローンを組むことが一般的です。

Q6. 近隣住民からの
       クレームが多い？

A.業者次第です。近隣の住民に説明
   会を開催をして事前にご理解いた
   だいている販売会社を選ぶように
　しましょう。

Q7. 太陽光パネルは
　　 国産のものがよい？

 A.国産でも海外産でも大きな差はあり
   ません。中国製でも国際的品質保証
   の最高指標を得てるメーカーもあり
   ます。　

Q8. 太陽光投資は
       キワモノ？

A.すでに約80万件の発電所が国から 
    認定を受けています。国が保証して  
   いるれっきとした投資商品です。
    →詳細は6ページへ

コラム

① 金額も大きい長期的事業投資なので、購入前にきちんと理解しましょう



表面利回りが高い物件には注意
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コラム

② 利回りの数字は操作が可能。20年ものあいだ運用するので、しっかりとした理解が不可欠　

投資用太陽光発電所を購入検討する際に、材料となる指標のひとつが「表面利回り」で

す。表面利回りは発電所の性能以外にもメンテナンスや保険など参照する項目により数

値が変わってきます。どんな計算をしても、指標として一番重要なのが「年間想定発電

量」です。計算するためには、太陽光発電投資ならではの算出方法が必要です。

しかし、販売業者のなかには、残念ながらそれを逆手に取り、表面利回りが高くなるよう

に「損失係数」という項目を除外して算出している業者もあります。利回り計算には公式

があり、計算自体は非常に簡単です。トラブルを回避するため、購入検討時にご自身でも

計算できるよう、公式を認識しておくことが必要です。

用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 年平均日射量

    太陽光発電を設置する場所の１日あたりの日射  量を指します。この数字はNEDO 
    （国立研究開発 法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が発表している「年間 
    月別日射量データベース」 で、近隣地の数値取得が可能です。

② 損失係数

    パネルで発電した電気はパワーコンディショナー（電気の変換器）とケーブルを通り 
    ます。その際に失われる電力を割合で表します。それを「損失 係数」と呼びます。
　　一 般的にはNEDOが公表している78％を用いて計算します。

③ システム容量

    購入を検討されている太陽光発電所のパネル容量を用います。
     例）年平均日射量3.50kWh、売電単価１８円、80kWのパネルを搭載した発電所

    年間想定発電量
    ▶3.50×0.78×100×365÷１＝99,645kWh/年

    売電収入
    ▶99,645×１８円＝1,793,610円/年
   この場合、損失係数を抜いて計算しなおすと３% ほど利回りが変わります。
    お手元で試してみてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●年間の売電収入を計算するための公式

   売電収入（円）＝売電単価（円）×年間想定発電量（kWh/年）

    売電単価は購入対象の物件ごとに決まっているので、それを代入します。

●年間想定発電量はまた別の公式　　　　

   年間想定発電量＝年平均日射量（kWh/日）×損失係数（%）×システム
    容量（kW)×365日÷１（標準時における日射強度）

   ※「Ep=H×K×P×365÷１」と略されて記載されることが  あります。
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売電収入の仕組み

大手電力会社と太陽光発電所を送電線とシステム

でつなぎ、発電した電力を20年間価格変動なく大

手電力会社が買い取りを行います。これは国が保証

しているシステムで、「改正FIT法」と呼ばれる法律

で定められています。

電気の買取価格を売電単価といい、太陽光発電設

備が認定を受けた年度によって発電所毎に決まって

います。

2019年6月に「太陽光発電買い取り終了へ…」とい

うニュースが流れましたが、政府で検討に入った段

階で、法改正の具体的な内容はまだ公表されていま

せん。2020年以降に改正された法律が施行された

あと、固定価格買取制度に依存した太陽光発電所

の新設がなくなる可能性はあります。しかしながら、

現在運用中・販売中の発電所の認定が取り消され

ることは100%ありません。
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必ず疑問が湧く、自己資金やファイナンスについて

低資金で
はじめられる投資

投資を始める際には大きな原資が必

要となります。太陽光発電投資の場

合は、その多くをローンとして組むこ

とが 可能です 。物 件の 価 格 帯は

1,500万円～3,000万円ですが、ど

の物件においてもイニシャルコストが

50～10 0万円程度で収まります。

3,000万円規模の不動産投資を行う

場合は、おおむね150万円以上の頭

金が必要になりますから、その少なさ

がお分かりいただけるでしょう。

融資を
受ける方法は３つ

太陽光発電投資の融資を受ける場合

は、銀行・政策金融公庫・信販会社の

３種類から選ぶことが可能です。ただ

し銀行の太陽光発電投資に対する評

価が低く金利も変動、新規取引では

まず通りません。公庫は担保を求めら

れたり審査に１ヶ月ほどかかったり、

希望の物件があってもタイミングが合

わず買えず終いということがありま

す。それに比べ信販会社は書類提出

の数も少なく、審査期間も最長1週間

なのでお勧めしています。

信販会社が
お勧めの理由

審査にかかる時間や申込みまでの時

間的コストのほかにもお勧めできる

理由があります。それは抵当権とは違

う担保型「質権設定」が可能であるこ

と。支払いが滞ったときに、太陽光発

電所の売電収入だけを一定期間差し

押さえるもの。住居やほかの物件に抵

当権までつけて融資を受けたくない

方や、返済が滞ったときに太陽光発

電所の差し押さえを受けずに済みま

すし、質権設定を入れることでローン

が通りやすくなります。

ソーラーローン
利用時の注意点

信販会社のソーラーローンを使う際

に一番注意したい点は、販売会社ご

とに金利設定が違うということです。

0.1%の違いでも、長期に渡る運用で

大きな差が生まれます。購入の申し込

みをする際には、金利がいくらに設定

されているかを必ず確認しましょう。



 太陽光発電投資は設置される場所によって、収益

を大きく左右します。一番肝心なのは太陽がどれだ

け当たるかです。北側を除いた三方に太陽光を遮る

ものがない場所で、冬至でも６～７時間、太陽が当

たることが基準になる条件です。

ただし、三方が拓けていても近隣住民から理解を得

ていないと、20年間の長期運用中にトラブルになる

ので、販売業者によく確認しましょう。

地盤も太陽光発電所にとって重要です。太陽光パ

ネルは１枚あたり20Kg弱あり、アルミ製の架台で

支えますから、軟弱地盤だと傾きや倒壊がおきま

す。強固な地盤で平地であることが良い土地の条件

です。

さらに、投資用の太陽光発電所は300枚程度のパ

ネルを並べる必要があります。ですから広さも300

坪程度必要になります。地価の安い地方や郊外で

探すことが、投資のイニシャルコストを下げる意味で

も重要です。
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土地選びの重要性



シミュレーションとひと口にいっても、大きく分けて２つあります。１つは16ページでご説

明した「年間想定発電量」を用いた売電収入と表面利回りのシミュレーション、もう１つ

は全体損益を予測した20年間の「収支シミュレーション」です。

16ページでは「年間想定発電量」には「損失係数」の有無で大きく計算結果がことなるこ

とを説明しました。「収支シミュレーション」についても、販売会社からもらうシミュレー

ションには、含まれるべきものが含まれていないことがあります。

そうは言っても、出されるシミュレーションを全て疑うわけにもいきません。では、どのよ

うにシミュレーションを見るのが正しいのか。

それは算出する際に、含まれているものと含まれていないものを確認することが重要で

す。「年間想定発電量」の計算が正しいものだったとしても、それを基に計算される収支

のシミュレーションが正しいとは限りません。なにを含んで計算するべきかを確認しま

しょう。

事業として運用していくために、事前に計算に組み込める経費は下の通りです。

・土地代　

・遠隔監視システム代金　

・メンテナンス費用　

これらの項目以外にも、運用前に計算できない項目である「電気代」や「修繕費」なども

必要になります。販売業者から提示された収支シミュレーションに、これらが含まれてい

るかどうかを確認しましょう。

例えばメンテナンス費用が組み込まれていない場合や、土地代は別途計算されている

と、最終収支や表面利回りが大きく変わってきます。含まれずに計算されている場合は、

含んで算出したシミュレーションを提示してもらしましょう。
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安心できるシュミレーションとは

・減価償却費 ・償却資産税　

・固定資産税　

・ローン返済額元本と利息



太陽光発電投資の大きな特徴は、20年間固定価格で電気を買い取ってもらうシステムを

国が保証しているということは、もうご理解いただいていると思います。したがって、株式

やFXのような変動相場制の金融投資商品よりも、不動産投資のような安定性の高い事

業投資とよく比較されます。

不動産投資と比較してみると、競合がいないことは優位な特徴。どれだけ近隣に太陽光

発電所が多くても、改正FIT法に則って大手電力会社が必ず電気を買い取ってくれます。

そのおかげで集客できないリスクも収入源の価格下落リスクもなく「空室のないマン

ション経営のようだ」と例えられるほど、安定的な運用が可能。ほぼシミュレーション通り

の収益をあげることができます。

他の投資と比べてもこの高い「安定性」の商材はほぼ皆無です。利回りについても8～

10%と不動産投資よりも優位ですが、唯一の不動産投資より劣るのは物件の売却益が

見込めないことです。ただし、20年間の固定価格買取制度終了以降も、直接電力会社と

契約をすることで売電事業を行える環境が整いつつあります。

よく比較される投資商品との比較

まるわかり太陽光発電投資ガイドブック
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コラム

③

投資商品 太陽光発電 新築ワンルーム 都内中古不動産 駐車場

価格帯 2,000万円

利回り例 8～10% 5%前後 5～６% 4～６%

競　合 発生せず 多くの場合存在 多くの場合存在 多くの場合存在

収益シュミレーション
の実現度 ほぼ想定通り 想定だが

サブリース有
想定だが

サブリース有 想定でしかない

問題が
発生した際の対策

メンテナンス
体制にて担保

可能
ただし内装工事など
コストアップ要因有

可能
ただし内装工事など
コストアップ要因有

可能
低価格競争による
収益減リスク含む

特　徴
20年間で安定的な

投資が可能
ただし流動性は
現在は低い

毎月のキャッシュ
フローが赤字の
物件が多数
また土地価格
下落リスク有

土地価格
下落リスクと
空室リスクが
つきまとう

利回りは
立地に左右される

1,500～3,500万円 3,000万円前後 1,000万円～
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お問い合わせ
物件資料請求

メディオテックでは、日本全国に太

陽光発電所を施工しております。

弊社が運用している太陽光発電投

資サイト「売電王」に、毎週新しい

物件を掲載しております。物件ごと

にお問い合わせが可能ですので、

ぜひご利用ください。「売電王」に

ついては次のページをご覧ください。

ご希望ヒアリング
ご面談

弊社のコンサルタントが、お客様の

ご都合に合わせて、ご希望の場所

にお伺いいたします。遠方にお住ま

いの方でも、お電話やテレビ電話

でご商談が可能です。ご不明点な

どございましたら、遠慮なくお話く

ださい。ご紹介した物件にご納得

いただきましたら、いよいよローン

のお申し込みです。

ご契約
物件お引渡し

ローンの審査が通り、ご契約となり

ます。晴れて太陽光発電所オー

ナーに。

お引渡し後、大手電力会社のシステ

ムにつなぎ、いよいよ発電を開始し

ます。

売電開始
売電収入受け取り

発電開始後は、弊社でも遠隔監視

システムを確認し、お客様の発電

所に異常がないか確認しておりま

す。なにかございましたらカスタ

マーサポートセンターまでご連絡く

ださい。

売電で得た収益は毎月ご指定の口

座に契約した電力会社より振り込

まれます。

ローンお申し込み
ローン審査完了

弊社提携信販会社のソーラーロー

ンのご紹介が可能です。お申し込

み用紙のご記入と数点書類をお出

しいただくだけでお申し込みいただ

けます。法人でのお申込も可能で

す。その場合は2期分の決算書をご

用意ください。

無事審査を通過しましたら、物件

購入・お引渡しになります。
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太陽光発電投資について情報をお伝えしてきましたが、リスク回避の注意点などご理解いただけたことでしょう。
「実際に物件の情報を見てみたい」「詳しく話が聞きたい」とお考えでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。
今後の流れは上の５段階となります。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5
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メディオテックの太陽光発電投資サイト『売電王』では、販売中の物件詳細のほか、ご
購入いただいたお客様の声や、弊社コンサルタントが太陽光投資を解説する「プロの
視点」などを掲載しております。太陽光発電投資に関するご相談のお申し込みも可能
ですので、投資にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度ご覧ください。

■会社商号　株式会社メディオテック Mediotec Co.,Ltd

■設立　　　1996年7月17日

■代表者　　代表取締役 松本 秀守

■役員　　　取締役　松永 秋博
　　　　　　取締役　浅野 瑞基
　　　　　　監査役　今野 信二

■所在地　　［本社］ 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11小杉ビル8階
　　　　　　　　　 電話 :03-3226-5500（代表）
　　　　　　［浅草支店］ 〒111-0042 東京都台東区寿1-11-6 SMKビル602

■事業内容　再生可能エネルギー事業
　　　　　　住宅販売事業
                建設業界向けサービス事業

■免許登録　［特定建設業］東京都知事許可（特 -27）第117283号
　　　　　　　 　　　　　　　　（建築工事業、大工工事業、屋根工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業、タイル・れんが・ブロック工事業）

　　　　　　［一般建設業］東京都知事許可（般 -28）第117283号（電気工事業、電気通信工事業）
　　　　　　［小売電気事業者］経済産業大臣登録 A0588
                ［有料職業紹介事業］厚生労働大臣許可 13-ユ -309732

■株式会社ハコブネ
■福島県かつらお胡蝶蘭育成事業株式会社
■株式会社 FRP/株式会社 GRP

グループ会社

■株式会社ダイレクトパワー
■ふくのしま電力株式会社
■一般社団法人 全国建設請負業協会
■ジャパントラベルガイド株式会社

会社概要

新電力サービス事業
情報機器事業
福島復興支援事業

代表取締役
松本 秀守

この度は当社の投資用太陽光をご検討いただき、誠にありがとうございます。

当社では投資用太陽光発電の販売を始めて以来、社訓でもある「素直であれ。
真面目であれ。そして正直であれ。」をモットーに、お客様一人ひとりにきちんと
説明をし、納得してご購入いただくことを大事にしています。

太陽光投資は20年にわたる長期投資です。当社はその間、投資家の皆さまが
安定して売電事業が行えるよう、しっかりと最後までフォローをさせていただく所存です。

押し売りは致しません。
もし当社営業マンの説明にご納得いただけなければ、遠慮なくお断りください。

代表より投資をご検討いただいているお客様へ

0120-966-052
営業時間 平日9:30～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く） 売　電　王

info@baiden-king.com

お問合せ


