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【再生可能エネルギー特集】太陽熱給湯 太陽光発電 ソーラー住宅 

 
ソーラーシステム導入のための住宅建設業者への手引き(米国) 

 
 米国エネルギー省(DOE)のエネルギー効率および再生可能エネルギー局(EERE)では 
太陽エネルギーの普及政策の 1つとして、住宅へのソーラーシステム（太陽熱利用および
太陽光発電）導入推進を図っている。その推進策の一環として 2008 年 4 月には米国内の
住宅建設業者向けの小冊子を発行した（Webで公開）。NEDO海外レポートでは「再生可
能エネルギー特集」として、これを翻訳し紹介する。 
 

目次 

1. この手引きの使い方 
2. ソーラーシステムの導入に経済的利点があるか？ 
3. 経済的利点を超えるもの－ソーラーシステムを導入するその他の動機 

#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的な支援システム 
#2：設置業者を見つける 

4. ソーラー住宅を建設する 
5. ソーラー対応住宅を建設する 
6. ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅の建設を決めたら、次に考えること 
7. 情報源 

 
ソーラーシステム 1を備えた住宅（ソーラー住宅）、あるいはソーラーシステムを設置で

きるようになっている住宅（ソーラー対応住宅）を建てるという決定を下すには、幅広く

情報を収集し、その住宅の場所や周囲の状況にあわせて判断する必要がある。この手引き

は、そのような手順を進める手助けをするものである。より詳しい情報は、最終ページの

「7. 情報源」の下からダウンロードできる「High-Performance Home Technologies: Solar 
Thermal & Photovoltaic Systems」に掲載されている。 
 
1. この手引きの使い方 
「ソーラーシステム導入のための住宅建設業者への手引き(A Homebuilder’s Guide to 

Going Solar)」の目的は、ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅の建設が住宅建設業者
および住宅購入者に対してもたらす利益を評価する手助けをすることである。この手引き

に掲載されている情報は、ソーラーシステムを住宅にうまく組み込んでいる建設業者に関

する調査と、建設業者や太陽エネルギーの専門家らとの対話に基づいている。これらの調

査や対話を通して、多くの建設業者が次のような疑問を持っていることが明らかになった。 
• この地域でソーラーシステムの導入による経済的利点があるか。 

                                                 
1 太陽エネルギーを利用して給湯や発電を行うシステム。太陽熱を利用した住宅用設備のことのみを指す場合
もあるが、ここでは太陽熱利用設備と太陽光発電設備の両方を指している。 
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• ソーラーシステムの導入による経済的利点がない場合、太陽エネルギーを導入するこ

とによる利点はほかにもあるのか。 
• ソーラーシステムを住宅建設に統合するために、必要に応じて太陽エネルギーの専門

家による支援を受けられるような地域的なシステムが存在するか。 
 
 太陽エネルギーに対する建設業者の理解を深めることを目的として、これらの調査や対

話は現在も継続されている。ソーラーシステムの導入を検討する上でもっとも役に立った

情報や情報源などについてのコメントは solarbuilderfeedback@nrel.govへ。 
 
太陽熱給湯システム 
太陽熱給湯(Solar water heating：SWH)システムは、家庭用水を加熱するための信頼性

が高く経済的なシステムである。これらのシステムは通常、集熱器、コントローラ、貯蔵

タンクで構成されており、さらに米国内の多くの地域では凍結予防のための何らかの装置

が備え付けられている。 
 
 太陽熱給湯システムの価格は大きさや種類によって異なり、1,000～4,000 ドル程度と
なっている。しかし、これらを新しい住宅に設置して、その価格が住宅ローンに含まれる

場合、一ヶ月の返済額の増加は少しですむ。米国では、ソーラーシステムの導入に起因す

る住宅ローンの利子に係わる連邦所得税控除が定められているため、ソーラーシステムへ

の投資が直ちに正のキャッシュフロー2 を生み出すことも少なくない。つまり住宅を購入

した顧客は、ローン返済の最初から、毎月、支払い額よりも多くの金額を節約できること

になる可能性が高い。 
 
各メーカーがパッケージ化された製品を開発していることから、太陽熱給湯システムの

設置手順は簡素化され、住宅の建設スケジュールに組み込むことが遙かに容易になった。

これまでの調査により、住宅購入者が太陽熱給湯システムを備えた住宅を好むということ、

また、このシステムをオプションではなく標準装備にした方が建設業者の収益が上がると

いうことが分かっている。 
 
米国内のほとんどの地域では、このほかにも太陽熱給湯システムの導入に対する金銭的

な優遇制度が定められている。現在各地域で実施されている優遇措置に関する情報は

www.dsireusa.orgで確認することができる。 
 

                                                 
2 支払いよりも収益の方が多い状態。 
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ホワイトハウスにある太陽熱給湯システム

の設置された建物では、SunEarth社の太陽熱集
熱器が、時代に合ったターンめっき銅板のは

ぜ継ぎ式 3 屋根に溶け込むように設置されて

いる。(Solar Design Associates/ PIX15609) 

                   

 
太陽光発電システム 
太陽光発電(Photovoltaic：PV)システムには、日光に当たることで電気を発生させる太

陽電池で構成される複数のモジュールが組み込まれている。これらのモジュールには可動

部品が使われていないため、ほとんどメンテナンスなしで何十年間も利用することができ

る。太陽電池によって作り出される電気は直流(DC)であるため、インバータ 4によって交

流(AC)に変換されて利用される。 
 
今日利用されている太陽光発電システムには、さまざまな能力を持つ、さまざまな形態

のものがある。屋根上にモジュールを設置するという従来の方式が今のところまだ主流で

はあるが、建物と一体型のシステム(building integrated photovoltaic：BIPV)も人気が上
昇してきている。BIPV の場合、太陽電池モジュールは、電気を作り出す役割と建築材料
（通常は屋根材）としての役割の両方を果たす。 
 
太陽光発電システムの価格は発電容量 1ワットあたり約 8ドル、つまり住宅用に 3キロ

ワット(3,000W)の容量をもつシステムを設置すれば約 24,000 ドルとなり、一見高価に思
える。しかし太陽光発電システムを導入する場合には、連邦政府や州、地域、また電気ガ

スなどの公共事業者から金銭的な優遇措置を受けることができるため、実際にかかる費用

は半分以下となる。現在実施されている各地域の優遇措置に関する情報は

www.dsireusa.orgで確認することができる。 
 
また、太陽光発電システムが標準装備されたエネルギー効率のよい新築住宅を購入し、

システムの価格が住宅ローンに含まれている場合、ローンの第一回目の支払いから正のキ

ャッシュフローが実現されることも少なくない。より詳しくは次項の「2. ソーラーシステ
ムの導入に経済的利点があるか？」に掲載されている。 
 

                                                 
3 2枚の金属板の端を折り曲げ、引っかけ合わせて継ぎ合わせる工法のこと。 
4 直流電力を交流電力に変換する回路、あるいはそのような回路を持つ変換装置。 
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カリフォルニア州サクラメント近くの住宅地

域。ここではすべての住宅に BIPV システムが標
準で装備されている。(Premier Homes/PIX 15610) 

 
 
2. ソーラーシステムの導入に経済的利点があるか？ 
住宅ローンの支払いが最初から正のキャッシュフローを生み出すことが分かっていれ

ば、ソーラーシステムを導入するという決断は容易であり、簡単に購入が決まるだろう。

太陽エネルギーの専門家は、ある住宅が必要とするエネルギー量と、そのうちの一部ある

いは全部を太陽エネルギーで賄うために必要なシステムの導入にかかる費用を、コンピュ

ータモデルを使って計算する。着工前に住宅のエネルギー設計を済ませておく方が費用の

節約になるが、コンピュータモデルはそのための最適なツールである。このサービスを提

供している専門家を見つける方法はこの冊子の「#1：ソーラーシステムの導入に対する地
域的な支援システム」の項に掲載されている。 
 
コンピュータモデルは次のような可変要素を計算に入れて生成される。 

 
①割引や税額控除などといった金銭的な優遇措置 

太陽熱給湯システムの場合も、太陽光発電システムの場合も、これらの優遇措置の内

容は地域によって大きく異なる。各地で実施されている優遇措置の内容については、次

のような情報源で確認することができる。 
 
・再生可能エネルギーおよびエネルギー効率関連の州レベルでの優遇措置のデータベー

ス (Database of State Incentives for Renewables and Efficiency：DSIRE)5 
DSIRE は、再生可能エネルギーの導入およびエネルギー効率の向上を促進するため
に連邦政府や州、地域、および電気ガスなどの公共事業者が実施している金銭的な優

遇措置に関する総合的な情報サイトであり、定期的に内容が更新されている。 
 
• 各地の電気ガスなどの公共事業者 
太陽エネルギー設備の導入に対して割引や優遇措置を定めている組織については、

www.dsireusa.orgで確認するか、あるいは該当する地域の組織に問い合わせる。 
 

                                                 
5 www.dsireusa.org 
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• 各地のグリーンビルディング 6関連組織や太陽エネルギー関連組織 
詳しくは本冊子の「#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的な支援システム」の
項を参照。 

 
• 地方自治体および電気ガスなどの公共事業者 
建築許可手続きの迅速化や、グリーンビルディングや太陽エネルギーの導入に対する

優遇措置を受けられる場合がある。 
 

コロラド州など米国の多くの地域では多額の優遇措置が

実施されており、ソーラーシステムをより安価に導入でき

るようになっている。(Namaste Solar Electric/PIX15611) 

 

 
②エネルギー効率ローン(Energy Efficient Mortgages：EEM)7 

現在、米国の 50 州すべてで EEM が導入されている。この制度は、ローン審査の基
準に一ヶ月のエネルギー費の削減を含めることなどにより、太陽エネルギー設備を備え

た住宅の購入を促進するものである。連邦政府によるガイドラインに基づいて、太陽光

発電システムと太陽熱給湯システムの両方がこの制度の対象として認められている。 
 
③電気および天然ガスあるいはプロパンガスの費用。 

現在の電力価格およびガス価格では、住宅ローンを利用してソーラーシステムを設置

した場合、第一回目の支払いから正のキャッシュフローを実現できる場合が少なくない。 
 

                                                 
6 資源を浪費せず環境への悪影響を抑えた持続可能な建築のこと。 
7 米国連邦住宅局(Federal Housing Administration)による債務保証制度のひとつであり、エネルギー効率の
高い住宅を購入する際の住宅ローンの債務保証を行うもの。 
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追加費用  

太陽光発電システム 26,445ドル

太陽熱給湯システム 7,808ドル

エネルギー効率 5,848ドル

合計 40,101ドル

奨励金 (11,370ドル)

純費用 28,731ドル

一ヶ月のローン支払い金額の増加* 191ドル

節約された経費  

太陽光発電システム 430ドル

太陽熱給湯システム 172ドル

エネルギー効率 1,985ドル

年間合計 2,587ドル

一ヶ月の節約経費 216ドル

キャッシュフローへの影響  

最終的な月々の収支の増加 +25ドル

*30年で償却される金利 7%のローン        （2006年時点での分析とエネルギー費） 

 
この表は、マサチューセッツ州ハドリーの一家庭の例を示している。この住宅には太

陽光発電システムと太陽熱給湯システムの両方が装備されており、住宅ローンの一回目

の支払いから正のキャッシュフローが実現された。この分析が行われた後、公共料金の

値上がりが続き、利益は増加している。住宅建設前のエネルギー分析では、太陽光発電

システムを装備したこの家庭のエネルギー消費量はビルディングアメリカ・プログラム
8で標準とされる住宅と比べて 41%減になると予測されていたが、実際には初年度の消
費電力は標準比 66%減となった。この成果の一因は、住宅所有者のエネルギー意識の高
さであった。より詳しい情報は、最終ページの「7. 情報源」の下からダウンロードでき
る「High-Performance Home Technologies: Solar Thermal & Photovoltaic Systems」に掲載さ
れている。 

 

                                                 
8 Building America. 米国エネルギー省(DOE)の実施するプログラムであり、産官パートナーシップにより

2020年までにエネルギー消費量がゼロの住宅を建設することを目指すもの。 
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我が社と我が社の顧客にはソーラーシステムの導入による経済的利

点があるか？ 
 

 YES・・・ソーラーシステムの導入による経済的利点がある。ソーラーシステムを導入す
る準備はすでに整っている。【「#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的
な支援システム」および「#2：設置業者を見つける」の項を読んでから、「4. ソ
ーラー住宅を建設する」へ。】 

 
 NO・・・この地域では太陽エネルギーの導入による充分な経済的利益は期待できない。

ソーラーシステムを導入する動機には、このほかにどのようなものがあるか。

【「3. 経済的利益を超えるもの」へ。】 
 
 
3. 経済的利益を超えるもの－ソーラーシステムを導入するその他の動機 
建設業者にとっての動機 
・早く売れる 
ソーラー住宅は、従来の住宅と比べて、速いものでは 2倍のスピードで売れる。これま
ででもっとも好調なデータはカリフォルニア州のものであるが、ソーラーシステムを備

えた住宅はその他の地域でも人気があり、この傾向は住宅市場が低迷した状況において

も変わらない。 
 

米国内の特定の地域（特にカリフォルニア州）

では、ソーラー住宅はそれ以外の住宅よりも早

く売れる。(BP Solar/PIX15612) 

 
・高い顧客満足度 
ソーラー住宅の購入者はそれ以外の住宅の購入者よりも満足度が高いということが、こ

れまでの調査により分かっている。さらに、満足度の高い住宅所有者は普通の満足度の

所有者と比べて 2倍の頻度で、その住宅を建設した業者を周囲に紹介するということも
分かっている。また、周囲の住宅が省エネ住宅である場合であっても、ソーラー設備を

備えた地域で住宅を購入した顧客はより満足度が高いという。 
 
・能率の良い販売プロセス 
住宅にソーラーシステムが標準で装備されていることにより、購入者がより簡単に意志

決定できるようになる。ソーラーシステム（太陽熱給湯と太陽光発電の両方）が標準装
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備となっている住宅の方が、購入する際の憶測や迷いが少なくてすむため、消費者に好

まれるということが調査によりわかっている。 
 
・高い収益性 
住宅建設業者のこれまでの経験から、ソーラーシステムを設置する場合、オプションに

するよりも標準装備にする方が収益性が高いということがわかっている。カリフォルニ

アのある住宅地域では、306 戸あるすべての家に太陽熱給湯システムが設置され、うち
120 戸には太陽光発電システムも完備された。この開発を行った建設業者の経験から、
ソーラーシステムをオプションではなく標準装備にする方が高い収益性を実現できる

ということが分かった。 
 
購入者にとっての動機 
・資産価値の上昇が早い 9 
ソーラー住宅は、従来の住宅よりも資産価値の上昇が早い。カリフォルニア州の Shea 
Homes社が開発したソーラーシステムの完備された住宅地域では、住宅の価格が最高で
55%以上も上がった。このとき従来の住宅地域における住宅価格の上昇は 45%程度であ
った。 

 
・安定したエネルギー費 
太陽エネルギーを利用して給湯と発電を行うことにより、エネルギー価格が高騰した場

合のリスク管理が可能になる。ソーラーシステムの完備された住宅では、そのソーラー

設備の寿命が来るまでの期間はコストの一部に固定エネルギー価格の部分を含むことに

なる。すなわち燃料が無料（太陽エネルギー）という固定価格である。 
 

Shea Homes 社は、このカリフォルニア州の住宅
地域で太陽光発電システムを標準装備として導入

した。(GE Energy/PIX15614) 

 

 
・光熱費の節約 
 ソーラーシステムの装備された住宅では、光熱費を節約することができる。公共料金を

分析した結果、カリフォルニア州にあるソーラーシステムの完備された住宅地域では、

                                                 
9 米国では日本とは異なり、一般的に中古住宅の価値が下がることは少ない。むしろ年数を経ることで住宅価
格が上がり、売却時に利益が出る場合が多い。 
参照サイト： 

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/g/68/index1.html 
http://allabout.co.jp/house/longlifehouse/closeup/CU20040414A/ 
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そのほかの地域と比べて光熱費が 14～54%低いということがわかっている。 
 

 

経済的利益を超えるものへの準備は整っているか？ 
 
YES・・・太陽エネルギーを導入する準備はすでに整っている。【「#1：ソーラーシステ

ムの導入に対する地域的な支援システム」の項を読んでから、「4. ソーラー住
宅を建設する」へ。】 

 
NO・・・今のところ太陽エネルギーを導入する段階にはないが、ソーラーシステムに対

応した住宅には興味がある。【「#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的
な支援システム」の項を読んでから、「5. ソーラー対応住宅を建設する」へ。】

 
#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的な支援システム 
ソーラーシステムについてよく知らない場合に、情報を得たり専門家による支援を受

けたりできる所を見つけるために、太陽エネルギーの推進に務める人々を探すヒントを

以下に示す。 
 
①地域内の太陽エネルギーに関する情報提供やソーラーシステムの市場販売支援など

を行う、グリーンビルディング関連のグループなどを探す。地域によっては、グリ

ーンビルディングに取り組む建設業者と関連企業が協力して、役立つものとそうで

ないものについての情報共有を進めている例もある。 
 
②グリーンビルディング・プログラムに関して、地域の行政や建築管轄部署に問い合

わせる。アメリカ建築家協会(American Institute of Architects：AIA)が 2007年後半に発
表した調査結果 10によれば、米国民の 40%近くがグリーンビルディング・プログラ
ムの採用されている都市に住んでいるという。11 

 
③全国的な組織の地方支部を利用する。地方支部を持つ組織には次のようなものがある。

 

                                                 
10 www.aia.org/release_112807_grcities 
11 http://www.aia.org/release_112807_grcities 

「257戸の住宅は市場に出た最初の年に完売した（計画では 3年間かけて販売される
ことになっていた）。当初これらの住宅の価格は 379,000～499,000ドルとされていたが、
実際には 600,000ドルという価格で販売された住宅もあった。」 
（Clarum Home社、John Suppes社長のコメント） 
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• 米国太陽エネルギー学会(American Solar Energy Society：ASES) 
ASESの地方支部 12では、会員および一般聴衆を対象とした教育イベントを頻繁

に開催している。 
 

• 米国太陽エネルギー産業協会(Solar Energy Industries Association：SEIA) 
SEIAの地方支部 13の会員にはソーラーシステムの設置業者やその他の太陽エ

ネルギーの専門家なども含まれている。 
 

• グリーンビルディング・イニシアティブ 14に加盟している全米住宅建設業者協会

(National Association of Home Builders：NAHB)。 
NAHB 地方支部では、それぞれの地域における太陽エネルギー関連の経験的

な知識を得たり、ソーラー関連の専門家と接触できたりする可能性もある。 
 

• 米国グリーンビルディング協会(U.S. Green Building Council)15 
米国グリーンビルディング協会は、地方支部を持っているほか、「エネルギー

と環境デザインのリーダーシップ (Leadership in Energy and Environmental 
Design：LEED™) 」という住宅向けのプログラムを現在実施している。 

 
「ソーラーシステムが設置されたとき、我々は全員そこに立ち、後ろにある電気計器

の回転を見た。ソーラーシステムの導入を検討する建設業者に対するアドバイスは、優

れた設置業者を見つけるべきだということだ。」 
（Bob Ward社住宅製造部門の Joe Gregory部長のコメント） 

 
ソーラーシステムを導入する利点についての理

解が建設業者および消費者の間で広まるにつれて、

ソーラー設備はより一般的なものになってきた。 
(Photo courtesy of SunPower/PIX15615) 

 

 
#2：設置業者を見つける 
ソーラーシステムの導入を成功させるためには、信頼できる経験豊かな設置業者の協

力を得ることが最も重要である。 

                                                                                                                                                 
12 http://www.ases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14 
13 http://www.seia.org/cs/state_issues 
14 www.thegbi.org/residential/ 
15 www.usgbc.org 
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①その地域内の経験豊富な設置業者を選ぶ。グリーンビルディングや太陽エネルギー

関連の地方組織は、定評のある設置業者を見つけるための貴重な情報源となりう

る。また、同じ地域内のほかの建設業者の話を聞いて、そこから浮かび上がった傾

向に基づいて、もっとも専門的かつ信頼性の高い会社を特定することもできる。 
 
②全国的な組織によるソーラーシステムの専門家のデータベースや会員名簿を利用

する。そのようなデータベースや名簿を作成している組織には次のようなものがあ

る。 
 
• 米国太陽エネルギー学会(ASES) 

ASES は米国内における太陽エネルギーの利用を促進することを目的とした全国
規模の非営利組織である。ASES の地方支部に問い合わせて、その地域における
太陽エネルギーの優れた専門家を教えてもらうことができる。  

     
• 太陽エネルギーの専門家の全国的なデータベースである Findsolar.com16 

  Findsolar.com は、ASES、米国太陽エネルギー電力協会 (Solar Electric Power 
Association)、DOEから提供された資金で運営されている。 

 
• 米国太陽エネルギー産業協会(SEIA) 

SEIAは、太陽エネルギー産業の全国的な事業者団体である。SEIAの地方支部に問
い合わせてその地域のソーラーシステムの設置業者を教えてもらうことができる。 

     
③地域のソーラー企業に、北米公認エネルギー実務者委員会(North American Board of 

Certified Energy Practitioners：NABCEP)による認証を受けた設置作業者がいるかど
うかを尋ねる。NABCEP は太陽熱給湯システムと太陽光発電システムの両方に対
して認証を行っており、NABCEP の Web サイト17では、地域ごとに認証取得者を

調べることができる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
16 www.findsolar.com 
17 www.nabcep.org 

 

ワシントン州オリンピアの Garst 住宅に太陽
光発電システムを設置した Puget Sound 
Solar社には、NABCEPの認証を受けた設置
作業者がいる。(Sam Garst/PIX15616) 
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④太陽エネルギーの専門家を対象とした認証や教育プログラムについては、コミュニ

ティカレッジ18、グリーンビルディングの組織や業界団体、ソーラーシステムメーカ

ーなどに問い合わせて確認することができる。どのようなトレーニングを受けたか、

あるいはどのような認証をこれまでに受けているかを設置業者に尋ね、Web サイト
www.irecusa.org/courseCatalog.php?action=Search で、各地で実施されているトレーニ
ングプログラムを調べる。 

 
⑤利用を検討しているソーラー企業に関する証明書や、それらの企業が持つ専門的な

資格、所属などを確認する。DOEのソーラーアメリカ・イニシアティブ(Solar America 
Initiative)など太陽エネルギー産業に協力しているプログラムでは、太陽エネルギー
産業と共に、法体系の整備や標準化などの取り組みを積極的に進めている。ソーラ

ー シ ス テ ム の 導 入 を 決 定 し た 場 合 、 感 想 な ど の コ メ ン ト は

solarbuilderfeedback@nrel.govへ。 
 
 
4. ソーラー住宅を建設する 
ソーラー住宅を建設する場合、標準装備にするかオプションにするかに関わらず、次に

示す簡単な注意事項に従うことでシステムの設置が容易になる。建設業者の多くは標準装

備にする方が高い収益性を実現できるということに気付いている。また、購入者はより楽

に意志決定できるという理由で標準装備にする方を好む。 
 
太陽光発電システムと太陽熱給湯システムに共通の基本事項 
・エネルギー効率の向上を常に最優先に考える。エネルギー効率が向上すれば、光熱費

を抑えつつ生活の質を向上させることが可能となり、最もコスト効果の高い方法で節

約できるようになる。また、必要とされるエネルギー量が少ないほど、設置するソー

ラーシステムも小型でより低価格なもので済むことになる。 
 
・用地の選定や建物の設計を行っている間にソーラーシステムの導入計画もたてる。利

用可能な太陽エネルギーを最大限に活かすことができるように道路や住宅を配置する。 
 
・ソーラーシステムの設置業者や関連下請け業者を互いに紹介する。できれば工事に参

加する下請け業者をすべて集めて打ち合わせを行うのが理想的である。 
 
・ソーラーシステムの設置された屋根に注ぐ日光が遮られないようにする。システムの

設置に最適なのは、南向きで、日射量のピーク時間（大体午前 9時から午後 3時頃）
に日射しが遮られることのない場所であるが、最適な方向や傾斜が実現されていない

                                                 
18 地域（コミュニティ）の住民に対して教育の機会を提供することを目的とした公立の 2年制大学であり、主
に地域住民の税金によって運営されている。 
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場合であってもシステムは充分に機能する。より詳しい情報は、「7. 情報源」の下か
らダウンロードできる「High-Performance Home Technologies: Solar Thermal & 
Photovoltaic Systems」に掲載されている。住宅所有者向けのマニュアルの中に、日
陰解析によるサンチャート19と現場評価の結果も入れておく。 

 
・現状で日陰になる場所、また将来的に日陰になる可能性のある場所を注意深く見極

める。樹木の成長や近所で建物が建設されることによる日陰の増加は、システムの向

きや傾きが最適なものでないという問題よりも遙かに重大な影響をシステムの性能に

与える可能性がある。 
 
・性能、システムサイズ、経済性を明確にするためにプロジェクトをモデル化するか、専門

家に依頼してモデル化してもらう。無料あるいは有料のモデル化ツールや推定ツールに

どのようなものがあるかは www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory で確認す
ることができる。 

 
・品質保証検査を実施する。太陽熱給湯システムの場合は特に、検査を受けることにより

不良発生率が大幅に減少する。 
 

南向きが最適ではあるものの、それ以外の角度で設

置されていてもソーラーシステムは適切に機能すると

いうことが、Ohio住宅の例でわかっている。 
(Sam Garst /PIX15617) 

 

 
・集光器／集熱器を設置する場所にスプレー塗料などで印をつけて、他の作業をする業者

にも分かるようにしておく。屋根通気孔、煙突、通気孔などの日光を遮る障害物は、ソ

ーラー装置の設置場所よりも北に配置する必要がある。 
 
・可能であれば、屋根と塗装の工事が終了してから集光器／集熱器を設置する。それが不

可能である場合には、塗料がかからないようにこれらの装置をビニールシートで保護し、

後でそのシートを外す担当者をきちんと決めておくこと。 
 
・ソーラー設備はルーフデッキに沿って設置する。注意深く設計・設置することにより、

景観への影響と風による負荷の両方を減らすことができる。 
・できるだけパッケージ製品を選択する。これらの製品を利用することで経済的な利点が

                                                 
19 ある場所に対する太陽の方向や高さの変化を季節ごと、時刻ごとに図に示したもの。 
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あるほか、部品が前もって製造されているという点も便利である。「プラグアンドプレ

イ20」な接続部品を提供することで、システムの設置の加速化と耐久性の向上を実現し

ているメーカーもある。 
 

SunPower 社の SunTile®は屋根と一体化できるタイ
プのソーラータイルであり、フラット屋根およびソー

ラータイル屋根に対応している。 
(Photo courtesy of SunPower/PIX15615) 

 

 
太陽光発電システムを導入する場合 
ソーラー資源の地域差や利用可能な屋根面積の広さ、またその地域の企業が提供してい

る製品の種類などに対応して、今日、太陽光発電技術にはさまざまな選択肢がある。 
 
 たとえば建物一体型の太陽光発電(Building-integrated Photovoltaic：BIPV)システムは、
建築材の役目も果たす。BIPV 製品は、建築材（通常は屋根）として機能しつつ発電もす
ることから、便利で経済的なものだといえる。 
 
太陽熱給湯システムを建設する場合 
太陽熱給湯システムは、米国内の殆どの地域で利用可能な、家庭の給湯を賄うことので

きるコスト効率のよい技術である。このシステムは通常、ガス式の給湯システムよりも電

気式の給湯システムを備えた住宅に適している。欠陥品として回収されたりすることを避

け、太陽エネルギーを利用した経済的で故障のない給湯システムをいつまでも顧客に提供

できるようにするためのヒントを次に示す。 
 
・Solar Rating and Certification Corporation (SRCC)21による認証を受けた製品を設置

する。SRCC は太陽エネルギーを利用した給湯用および温水プール用の集熱器と集熱
システムに対して証明書を発行している独立組織である。また、州によっては固有の

認証を受けることが必要とされる場合もある（例えばフロリダ州など）。 
 
・その地域の気候に適した、もっとも単純なシステムを設置すること。米国内の殆どの

地域で、太陽熱給湯システムには凍結予防の機能を備える必要がある。 
 
 
 
                                                 
20 つなぐだけで（ネットワーク設定などを何もせずに）実行できるという意味で元来は IT用語。 
21 www.solar-rating.org 
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5.ソーラー対応住宅を建設する 
住宅を建てるときに最初からソーラー対応住宅にしておけば、購入者がソーラーシステ

ムを導入する決心をしたときに、素早く簡単にシステムを設置することができるため、喜

ばれる。また、エネルギー価格の上昇や、さまざまなエネルギー技術が環境や気候に与え

る影響に対する消費者の意識の高まりが進むにつれて、ソーラー対応住宅はより販売が容

易になる。つまり住宅をソーラー対応にするということは、顧客に対してより投資価値の

高い住宅を提供できる可能性が高くなるということだ。 
 
・「4. ソーラー住宅を建設する」の「太陽光発電システムと太陽熱給湯システムに共通の
基本的事項」の内容を再度確認する。 

・住宅の建設工程の中でソーラー設備も設置すると仮定し、その住宅の設計・計画を行う。 
・地域の太陽エネルギーの専門家に依頼し、コンサルタントとして助力を仰ぐという選択

肢を検討する。 
・集光／集熱器あるいは集光／集熱アレイを設置するために、日射しが遮られない場所を

屋根の上に残しておく。 
・予め各業者と相談し、通気孔や煙突などによって日陰ができないようにする。 
・配線や配管はすべて、末端部にはっきりわかるように印をつけておく。 
・構造補強を施した場所にはっきりわかるように印をつけておく。 
・距離の離れた場所に取付具や台を設置する必要がある場合には、最終的に屋根材を設置

する前にそれらを設置して雨押さえ22が正しく機能することを確認しておく。 
・住宅所有者用のマニュアルの中に、将来ソーラーシステムを導入する際に各設備（集光

／集熱器あるいは集光／集熱アレイ、タンク、インバータ、スイッチなど）を設置する

場所として想定されている場所を記載しておく。 
 
太陽光発電システム対応住宅を建設する場合 
・主配電盤の近くにインバータと断路器の設置場所を設けておく。 
・主配電盤の中に入力側ブレーカーを操作するための場所を残しておく。 
・屋根から主配電盤の近くまで予備配線あるいは空の金属管を設置しておく。 
・インバータの設置場所から主配電盤まで導管を配置しておく。 

 
住宅がはじめからソーラーシステムに対応するよう

に建設されている場合、ソーラー設備を後から設置する

のがより容易であり、住宅への影響も少なくてすむ。 
(Namaste Solar Electric/PIX15620) 

 
 

                                                 
22 外壁と開口部の上枠や、屋根と壁の立ち上がりの取合などに取り付ける、雨水の浸入を防ぐ板のこと。 
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・ブレーカーボックス内に 30アンペアの二極回路ブレーカー（太陽光発電による給電用）
を設置するための場所を残しておく。 

・住宅の機械室内の壁面にインバータを設置するための場所を作っておく。 
・集光アレイとインバータの距離（配線距離）をできるだけ短くしておく。 
・太陽光発電システムの導入に備えて電気断路器を設置しておく。 
・配線の記録と主配電盤内の図の写しを保管しておく。 
・主配電盤の扉にその住宅が太陽光発電システム対応住宅であることを掲示しておく。 
・システム回路図、メーカーによる資料、設置業者の連絡先、およびその他の関連資料を

すべて住宅所有者用のマニュアルの中に入れておく。 
 
太陽熱給湯システム対応住宅を建設する場合 
・冷水と温水の両方で利用するために、屋根と温水タンクの間に 3/4インチ23の銅管を設

置しておく。 
・銅管に蓋（ふた）をして屋根の上から繋がるように設置しておく。 
・銅管の下側末端は太陽熱システムが設置されるまでそのまま終端にしておく。 
・銅管に絶縁処理を施しておく。 
・必要に応じて銅管と並行にセンサー線を設置しておく。 
・今後設置されるポンプのために必要であれば電気ケーブルを設置しておく。 
・温水ヒーターの側に温水タンク、バルブ、ポンプ、熱交換器、補助タンク、およびその

他の必要な機器を設置するための場所を作っておく。 
・システム回路図、メーカーによる資料、設置業者の連絡先、およびその他の関連資料を

すべて住宅所有者用のマニュアルの中に入れておく。 
 

SunCache のような新しい低価格の太陽熱給水
器が市場に登場している。SunCache は、Davis 
Energyグループが SunEarth社と協力して、National 
Renewable Energy Laboratory (NREL)による多大な
支援を受けて開発した製品である。 (Eric 

Lee/PIX15621) 

 
 
6. ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅の建設を決めたら、次に考えること 
ソーラー住宅／ソーラー対応住宅の販売 
ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅を建設することを決めたら、次に、ソーラーシ

ステムに関するより細かい点に関して社員（特に営業スタッフ）を教育する必要がある。

この手引きを出発点として利用し、より詳しい情報については最終ページの「7. 情報源」

                                                 
23 1インチ=25.4mm. 給湯、給水のための建築用銅管の場合、3/4インチは通常 22.23mm。 
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の下からダウンロードできる「High-Performance Home Technologies: Solar Thermal & 
Photovoltaic Systems」を参照のこと。 
 
次に示す戦略はソーラー建設業者にとって有用な営業テクニックである。 

 
・社内の営業部員と顧客の両方に対して、現場検証、モデルハウスなどを教育や営業のた

めのツールとして利用する。また、ブラウザで利用できるソーラーシステムのサンプル

をお試し用に提供する。さらに、その地域でネットメータリング(net metering)24が利用

可能である場合には、後部にある電気計器の回転を見せることで人々をより喜ばせるこ

とができる。 
 
・資料を配布する。太陽エネルギー導入による恩恵に関する記事（特に自社や自社の経営

者について掲載されているもの）の引用は強力な営業ツールとなる。 
 
・広告を出す。広告による宣伝についての情報は energystar.govに掲載されている。エネ
ルギー効率の高さとソーラーシステムの特性を強調し、ライバル社と差をつける。 

 
カリフォルニア州にあるこの地域では、目立たない太

陽熱発電システムによってひっそりとクリーンなエネ

ルギーが作られている。(Clarum Homes/PIX15623) 

 
・Webサイトを活用する。エネルギー効率の向上とソーラー技術に対する自社の貢献につ
いてWebサイトに掲載し、潜在的な顧客の理解を深めるように務める。 

 
・プレスリリースを発信する、マスメディア（出版、ラジオ、テレビ）による専門家イン

タビューなどを通してサービス内容を示す、メディア関係者を一般公開日などのイベン

トや催し物に招待するなど、無料の宣伝方法を利用する。記事の中で紹介される方が、

広告による宣伝よりも遙かに大きな宣伝効果がある。 
 
・エネルギー効率を保証する。一定の金額を限度額として定め、顧客の光熱費が限度額よ

りも低く維持されることを保証している建設業者もある。www.eflhome.com にはこの

ような例が紹介されている。 
 

                                                 
24 太陽光を使って発電された電気を家庭が電気を買うのと同じ金額で電力会社が買ってくれる仕組み。買った
電気と売った電気の差し引きで電気料金が計算される。 
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・グリーンビルディングや太陽エネルギー関連の組織に加盟していることを宣伝する。そ

のような組織に加盟しているということにより、顧客の信頼度が増す。 
 
 
7. 情報源 
Building America Best Practices Series第 6巻「High-Performance Home Technologies: 
Solar Thermal & Photovoltaic Systems」の無料ダウンロード 

www.eere.energy.gov/buildings/building_america/pdfs/41085.pdf 
 
この文書に関する感想やソーラーシステムに関する経験などのコメントの送付先 

solarbuilderfeedback@nrel.gov 
 
Database of solar and energy efficiency incentives               www.dsireusa.org 
Study of green building programs            www.aia.org/release_112807_grcities 
American Solar Energy Society                                    www.ases.org 
Solar Energy Industries Association                                www.seia.org 
Findsolar.com                                               www.findsolar.com 
The Green Building Initiative                                   www.thegbi.org 
U.S. Green Building Council                                     www.usgbc.org 
North American Board of Certified Energy Practitioners          www.nabcep.org 
ソーラー教育プログラムの一覧  www.irecusa.org/courseCatalog.php?action=Search 
エネルギーモデルとソフトウェアの一覧 

www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory 
Solar Rating and Certification Corporation                  www.solar-rating.org 
エネルギー効率の保証プログラム                               www.eflhome.com 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：A homebuilder's  Going Solar 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/43076.pdf 


