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2016 年 11 月 2 日
株式会社グッドフェローズ

【タイナビ総研】太陽光発電の設置状況と設置後の満足度に関するアンケート調査を実施
過去最高 967 人が回答！95.5％が太陽光発電の設置に満足！
タイナビで太陽光発電設置検討者の 75％が実際に設置！設置金額下がり導入しやすく！
パナソニック設置メーカー2 年連続トップ！

この度、太陽光発電をはじめとする次世代エネルギー業界の調査・研究を行う「タイナビ総研」
( http://www.tainavi-soken.com/ )を運営する株式会社グッドフェローズ(本社：東京都品川区、代
表取締役：長尾 泰広)は、全国の太陽光発電を検討したユーザー967 人を対象に第 3 回目となる「太陽
光発電の設置状況と設置後の満足度の調査」を実施しました。
今回アンケート調査に協力してもらった人のうち、726 人が「太陽光発電を設置している」と回答し、
75.1％の人が太陽光発電の設置を検討後、実際に設置していたことがわかりました。また、「太陽光発
電を設置している人」のうち、95.5％が「太陽光発電を設置して満足している」と回答しました。

■調査概要
■有効回答

： 太陽光発電の設置状況と設置後の満足度の調査
： 太陽光発電を設置または設置を検討したことのある
全国の戸建てユーザー967 名
■調査方法
： インターネットによるアンケート調査
■調査期間
： 2016 年 8 月 11 日～2016 年 8 月 18 日
■タイナビ総研： http://www.tainavi-soken.com/
※グラフについて四捨五入の関係上、合計が 100％とならない場合がございます。

(1) 太陽光発電を設置した人の満足度 95.5％！3 年連続 9 割以上の人が満足と回答！
太陽光発電を設置した人に、「太陽光発電を設置して満足してますか」と質問したところ、95.5％の人
が「満足している」と回答し、3 年連続で 9 割以上の人が満足していることがわかりました。昨年の
98.4％と比べて 2.9％下がりましたが、以前 9 割以上と高い結果となりました。また、「期待した以上
の発電量は出ていますか」という質問に対して、77.3％の人が「期待以上の発電量が出ている」と回答
しました。

(2) 太陽光発電を設置金額が下がった！7 割以上が 200 万円以下でより導入しやすく。
今回アンケートに回答した太陽光発電設置者の 37.6％が 2016 年度に設置していました。
そこで、
2015
年度以前と 2016 年度で購入金額の分布の変化を調査しました。
＜太陽光発電設置時期：回答数と全体における比率＞
2010 年以前
16／2.2％
2010 年度
7／1.0％
2011 年度
11／1.5％
2012 年度
36／5.0％
2013 年度
48／6.6％
2014 年度
130／17.9％
2015 年度
203／28.0％
2016 年度
273／37.6％
その他
2／0.3％
「購入金額(工事費を含む総額)を教えてください」と質問したところ、太陽光発電システム設置価格の
相場は年々下がっていることがわかりました。アンケート結果によると、200 万円未満の設置者の割合
は、2014 年度以前は 50.2％だったのに対し、2016 年度(2016 年 8 月 18 日現在)は 74.5％と 24.3％
も増加していました。購入金額は設置規模にも比例しますが、システム価格自体が年々安くなり、以前
に比べて太陽光発電システムの導入のハードルが低くなっていることがわかります。2016 年度に「電
気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が改正されたことにより大幅に下
落した産業用太陽光発電の買取価格と比較して、余剰電力の買取価格は大幅な値下げはされていないた
め、設置のメリットはあると言えます。

＜設置者の購入金額(工事費を含む総額)：回答数＞
(購入金額 2014 年度以前／2015 年度／2016 年度)
100 万円未満
6／3／13
100 万円以上 200 万円未満
110／111／182
200 万円以上 300 万円未満
64／41／51
300 万円以上 400 万円未満
24／26／11
400 万円以上 500 万円未満
11／5／3
500 万円以上 600 万円未満
4／2／1
600 万円以上 700 万円未満
4／0／0
700 万円以上 800 万円未満
2／0／0
800 万円以上 900 万円未満
1／3／0
900 万円以上 1000 万円未満
0／0／0
1,000 万円以上
5／1／1
合計
231／192／262
＜設置者の購入金額(工事費を含む総額)：数値分布＞
(購入金額 2014 年度以前／2015 年度／2016 年度)
100 万円未満
2.6％／1.6％／5.0％
100 万円以上 200 万円未満
47.6％／57.8％／69.5％
200 万円以上 300 万円未満
27.7％／21.4％／19.5％
300 万円以上 400 万円未満
10.4％／13.5％／4.2％
400 万円以上 500 万円未満
4.8％／2.6％／1.1％
500 万円以上 600 万円未満
1.7％／1.0％／0.4％
600 万円以上 700 万円未満
1.7％／0.0％／0.0％
700 万円以上 800 万円未満
0.9％／0.0％／0.0％
800 万円以上 900 万円未満
0.4％／1.6％／0.0％
900 万円以上 1000 万円未満
0.0％／0.0％／0.0％
1,000 万円以上
2.2％／0.5％／0.4％

(3) 設置メーカー人気ランキングは今年もパナソニックがトップ！
太陽光発電を設置した人に「どちらのパネルメーカーを設置しましたか」と質問したところ、48.3％の
人が「パナソニック」と回答し、昨年の 40.3％から 8％増加して連続トップ記録を更新しました。理由
としては、
『性能がいいから』
『価格が安かったから』『国産メーカーで安心だから』などがあげられま
した。

［設置したメーカーランキング］
(順位：設置したメーカー／回答数／比率)
1 位：パナソニック／351／48.3％
2 位：シャープ／66／9.1％
3 位：ソーラーフロンティア／62／8.5％
4 位：東芝／50／6.9％
5 位：Q セルズ(ハンファ Q セルズ)／39／5.4％
6 位：長州産業／38／5.2％
- ：その他／120／16.5％

■タイナビ総研について
タイナビ総研( http://www.tainavi-soken.com/ )とは、株式会社グッドフェローズが PR・マーケ
ティングサービスを提供する株式会社ベイニッチ(本社：東京都港区、代表取締役：石川 友夫)の「総研・
シンクタンク構築サービス」を活用して、両社共同で、再生可能エネルギー関連をはじめとするガス・
電気エネルギー業界の発展のために、調査研究及び広報・広告活動を行うことを目的として設立した組
織です。太陽光発電の導入や電気料金の切り替えを実施もしくは検討した会員からインターネットを通
じてリアルな声を集め、調査し、ユーザーの声を社会に発信する活動などを行う以外に、「タイナビ発
電所」( http://www.tainavi-pp.com/ )や「タイナビスイッチ」( http://www.tainavi-switch.com/ )
のユーザーや登録店を対象としたセミナー企画もサービス化。セミナー開催から運営まで、オールイン
ワンのサービスを実施しています。

【『タイナビ総研』概要】
名称
：
サイト ：
事務局 ：
事業内容：

タイナビ総研
http://www.tainavi-soken.com/
株式会社グッドフェローズ内
太陽光関連をはじめとする次世代エネルギー業界の発展のための
調査研究及び広報・広告活動等

【会社概要】
名称 ：
所在地：
代表者：
URL ：

株式会社グッドフェローズ
東京都品川区西五反田 7-17-3 五反田第二長岡ビル 3 階
代表取締役 長尾 泰広
http://www.goodfellows.co.jp/

名称 ：
所在地：
代表者：
URL ：

株式会社ベイニッチ
東京都港区北青山 2-7-26 メゾン青山 1001
代表取締役 石川 友夫
http://www.baynich.jp/

【関連サイト】
(1) 戸建て向け太陽光発電価格比較サイト「タイナビ」
http://www.tainavi.com/
タイナビは、国内最大級の利用者を誇る戸建て向け太陽光発電価格比較サイトです。タイナビは、お客
様のご要望にあった販売・施工企業様のお見積りをご提案いたします。物件の日当たり状況や屋根の形
などを入力するだけで、お客様の条件に合った太陽光発電システムを最適優良企業最大 5 社より、一括
で見積り依頼が可能です。
(2) 産業用太陽光発電価格比較サイト「タイナビ NEXT」
http://www.tainavi-next.com/
タイナビ NEXT は、国内最大級の利用者を誇る産業用太陽光発電価格比較サイトです。タイナビ NEXT
は、お客様のご要望にあった販売・施工企業様のお見積りをご提案いたします。物件の日当たり状況や
土地の状況などを入力するだけで、お客様の条件に合った太陽光発電システムを最適優良企業最大 5 社
より、一括で見積り依頼が可能です。
(3) 土地付き(分譲型)のソーラー投資物件検索サイト「タイナビ発電所」
http://www.tainavi-pp.com/
タイナビ発電所とは、100 万人以上の利用実績を誇る、太陽光発電導入ナビゲーション「タイナビ」の
姉妹サイトであり、全国の土地付き太陽光発電所と投資家様をマッチングする日本初の太陽光専門の投
資物件検索サイトです。販売企業様は、広大な土地に建設する大規模太陽光発電所を 50kW 未満単位に
分譲し、サイトに掲載／販売活動ができます。一方、投資家様は、簡単検索によって希望にあった太陽
光投資物件を容易に探し、無料でお問い合せできるサービスです。
(4) 個人・法人向け蓄電池システムの一括見積り依頼サイト「タイナビ蓄電池」
http://www.tainavi-battery.com/
タイナビ蓄電池とは、蓄電池の購入を検討している法人または個人と、全国の販売企業をマッチングす
る一括見積り依頼サイトです。タイナビ蓄電池では、当サイトが厳選した全国の蓄電池販売企業最大 5
社へ、一括で見積り依頼が可能です。相見積りを取る手間が大幅に省けるのに加え、実績のある企業ば
かりが登録していますので、安心して蓄電池をご購入いただける画期的なサービスです。

(5) 太陽光発電所の一括売却査定サイト「タイナビ発電所一括査定」
http://www.tainavi-sell.com/
タイナビ発電所一括査定とは、太陽光発電所の売却を検討している個人または法人と、全国の査定会社
をマッチングする太陽光発電所売却の専門サイト。発電所所有者様は発電所の所在地、区画数とシステ
ム容量を入力することで、条件に合った優良査定会社最大 5 社へ一括で査定依頼が可能です。
(6) 業界の調査研究・広報広告活動「タイナビ総研」
http://www.tainavi-soken.com/
タイナビ総研は、太陽光関連をはじめとする次世代エネルギー業界の発展のために、調査研究及び広
報・広告活動を行うことを目的として設立した組織です。太陽光発電を導入したもしくは検討した会員
からインターネットを通じてリアルな声を集め、調査し、お客様の声を社会に発信する活動などを行う
以外に、産業用の太陽光発電を導入、もしくは検討した投資家や企業が利用する「タイナビ NEXT」や、
「タイナビ発電所」のユーザーを対象としたセミナー企画もサービス化しております。
(7) 電気料金比較サイト「タイナビスイッチ」
https://www.tainavi-switch.com/
タイナビスイッチは、全国の電力会社の料金プランを比較できる電気料金比較サイトです。「タイナビ
スイッチ」の高精度シミュレーションシステムにより、お客様はカンタンな質問に答えていくだけで、
ご自宅に最適なプランの診断を無料で表示します。さらに、プラン診断だけに留まらず、各電力会社の
有益な情報や、電力小売全面自由化の最新ニュース、省エネ術などの様々なお役立ち情報も提供してい
きます。
(8) 電気料金比較サイト「タイナビスイッチビズ」
https://www.tainavi-biz.com/
タイナビスイッチビズは、全国の高圧・特別高圧の電気料金を比較できる高圧電気料金一括見積もりサ
イトです。
「タイナビスイッチ Biz」は、電力会社の切り替えを検討する高圧・特別高圧の需要家様に代
わって、最大 5 社から需要家様のニーズに合った見積もりを取得し、提示します。
(9) 海外専用サイト「TAINAVI JAPAN」
http://www.tainavi.asia
「タイナビ」の海外を対象とした新ブランド「TAINAVI JAPAN」。太陽光発電をメインとする日本の再
生可能エネルギー技術、省エネ商材に強い現地の施工パートナーを紹介しています。

【本件に関するお問い合せ】
PR 担当(株式会社ベイニッチ内) 石川・中村
TEL：03-6447-4440
FAX：03-6447-4442
Mail：info@baynich.jp
画像一括ダウンロード URL
https://www.atpress.ne.jp/releases/115260/image115260.zip

