
 
■ 平成26年９月24日  

 九州電力の接続への回答保留発表 

 
平成26年9月24日 

九州電力発表 

 

・今後、九州本土におい
て10kW以上の太陽光発
電システムの接続の回答
を保留する。 
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■ 平成26年９月24日  

 九州電力の接続への回答保留発表 
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■ 平成26年９月30日  

  四国電力/北海道電力の回答保留発表 
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■ 平成26年９月30日  

 東北電力の接続への回答保留発表 

 
平成26年9月30日 

四国電力、東北電力、
北海道電力の各社より
これに続く回答保留が
発表された。 
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■ 平成26年10月21日  

 九州電力の一部の回答保留解除発表 

 
平成26年10月21日 九州電力発表 

・平成26年9月24日までに申込のあった低圧
の回答保留分について回答を再開する旨発表。 
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■ 太陽光発電を巡る最新の法律問題 

 接続回答の保留問題 

九州電力・四国電力・東北電力・北海道電力で
は、10kW以上の太陽光発電システムについて、
系統連係を求めても回答が保留され、最終的に
接続を受けられない可能性が出てきている。 

つまり… 

設備認定をきちんと取得していても売電するこ
とができないかもしれない可能性が生じている。 
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■ 接続回答の保留問題 

 国や電力会社が責任をとるのか？ 

 電力買取を法律上受けられると聞いていたの
に、法律違反ではないのか？ 

 なぜ、電力会社は再エネの回答保留をするの
か？ 

 国（経済産業省）はどう言っているのか？ 

 国や電力会社に損害賠償請求 

 できますよね？ 
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■ 接続の回答保留とは？ 

 電力会社の対応の法的根拠 

・電気事業者は経済産業省令で定める正当な    

 理由があるときには接続の請求を拒絶する   

 事ができる（再エネ特措法５条１項３号）。 

・この正当な理由の中には、需給バランスに 

 関する場合も含まれると考えられているよ 

 うである（市村拓斗，NBL1009）。 
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■ 接続の回答保留とは？ 

 電力会社の対応の法的根拠 

各社は需給バランス
を理由とした接続の
請求の拒絶の検討を
行っている様である。 

…国や電力会社の対
応がただちに違法と
はいえない。 
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■ 接続の回答保留とは？ 

 系統連係はしてもらえないのか？ 

・今回、接続の回答が保留されている件は、  

 接続してもらえず、売電できないのですか？ 

 

 

・現状、系統連係出来る枠がどの程度残ってい 

 るのかの検討を行っていると思われる。すな 

 わち、接続が拒絶されるとは限らない。 
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■ 回答保留後接続される可能性 

 先行する沖縄電力のケース 

・沖縄電力では、回答保留になった後に接続
可能の回答を受けたものも存在している。 
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■ 回答保留後接続される可能性 

 そのまま待っていれば良いのか？ 

Q 接続される可能性を考慮して、工事を一度
止めて回答が出るまで待ってみようと提案しよ
うと思うのですが、リスクはありますか？ 

A 沖縄ではある程度容量が確保できましたが、
今回も同様とは限りませんので待てば接続出来
ると説明すべきではありません。なお、待機し
ている間、遅延損害金が生じるリスクもありま
す。 
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■ 接続回答の保留問題 

 締結済の契約はどうする？ 

電力買取を前提に締結した工事を巡る問題 

 １０kW未満の余剰システムに切り替えるべ
きですか？ 

 売電収入を補償する必要はありますか？ 

 回答保留になるなら解約したいというお客様
がいるのですが、応じる必要はありますか？ 
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■ 接続回答の保留問題 

 締結済の契約はどうなる？ 

10kW以上の太陽光発電システムの設置契約を
締結した住宅は、どのように対応するべきか？ 

判断のポイント 

① 今後どうなるかわからなく、接続の可能性
もゼロではない。 

② 電力会社の回答までに時間がかかる。 

③ 営業段階で10kW以上の太陽光発電システ
ムを提案してしまっている例が多い。 
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【検討事例１】 

・10kW以上の太陽光発電システムを設置す  

 る住宅の建築工事について、今回の回答保留 

 の対象となってしまいました。 

・お客様より、工事を初めないでくれと言われ 

 ています。どう対応したらよいでしょうか。 
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■ 接続回答の保留問題 

 工事停止を求められた場合の対応 



【検討事例１への対応】 

・工事を止める場合には、その後の対応を見据 

 えた上で工事を止める必要があります。 

・例えば、費用の負担や工事再開時の対応も含 

 め、覚書を作成しておくことが望ましいとい 

 えます。 
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■ 接続回答の保留問題 

 工事停止を求められた場合の対応 



 

17 弁護士法人匠総合法律事務所 



 

18 弁護士法人匠総合法律事務所 



■ 締結済の契約はどうなる？ 
 10kW未満の余剰に変更する場合の注意 

【検討事例２】 

・当社は10kW以上の太陽光発電システムを搭  

 載した住宅の建築請負契約を締結しました。 

・今回の回答保留を受け10kW未満に仕様変更 

 をするべきなのでしょうか。 

・また、変更する場合どのようなリスクが有り 

 ますか？ 
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【検討事例２への対応】 

・状況を説明文書をもって、説明しましょう。 

・説明にあたっては、以下の点に注意下さい。 

－回答保留になっているからといって、接続で 

 きないと決まったわけではありません。 

－工事を進捗させるために、10kW以下に設計 

 変更して工事を進めることも考えられます。 

－最終的に10kW以上でも接続できる可能性も 

 ゼロではありません。 
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■ 締結済の契約はどうなる？ 
 10kW未満の余剰に変更する場合の注意 



【検討事例２への対応】 

・仕様変更に当たっては次の点に注意下さい。 

－その後、当該地域において住宅用の10kW以 

 上の太陽光発電の接続が認められた場合に責 

 任追及されないようにする必要があります。 

－また、仕様変更により生じる工事差額をどの 

 ように清算するのかに注意が必要です。 

…お客様はシステムが小さくなれば安くなるはずと考
える一方、余剰への変更で追加費用が生じる場合も… 
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■ 締結済の契約はどうなる？ 
 10kW未満の余剰に変更する場合の注意 
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■ 接続回答の保留問題 

※ 回答再開案件はどうする？ 

回答が再開された案件を巡る法律問題 

 10kW未満の余剰システムに切り替え手続を
進めていたのですがどうしたらよいですか？ 

 売電収入を補償合意をしていたのですが、ど
うしたら良いですか？ 
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■ 接続回答の保留問題 

※ 回答再開案件はどうする？ 

【余剰システムに切替手続を進めていた案件】 

 ポイントはお客様にどういう説明をしていた
か？ 

 当事務所提案の書式では「10kW以上のシス
テムの再開がされた場合お客様負担」と説明
している。 

 この場合、お客様が再度10kW以上というな
ら、お客様負担。 
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■ 接続回答の保留問題 

※ 回答再開案件はどうする？ 

【余剰システムに切替手続を進めていた案件】 

 お客様に接続再開のリスク説明なく10kW未
満の余剰システムに切り替えていた場合でも、
原則はお客様負担と考えて良いだろう。 

※ 原則、仕様変更の問題である。ただし、説
明が不足していたなどと言われるであろう。 

 ただし、お客様からは譲歩を強く求められる
のではないか？ 
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【検討事例３】 

・お客様からは電力会社が悪くないのだとした 

 ら、建築会社の対応が遅かったから巻き込ま 

 れたのであろうと指摘を受けています。 

 確かに、契約と同時に接続の申込を行ってい 

 ませんが、法的責任があるのでしょうか。 
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■ 損害賠償責任の有無 
 接続申込に遅滞なかったと言えるか？ 

弁護士法人匠総合法律事務所 



【検討事例３への対応】 

・“結果論”ではなく、事業者としての注意を 

 尽くしていたといえるか問題となります。 

－契約と同時に接続申込するべきか？ 

－反面、接続申込をしていた負担金請求書が送 

 付される前の案件も回答保留とされている。 

… 個別事案毎に判断を要する事項である。 

… 仮に営業損失を補償するのであれば次の通り。 
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■ 損害賠償責任の有無 
 接続申込に遅滞なかったと言えるか？ 

弁護士法人匠総合法律事務所 
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・蓄電池の設置による個別協議のトライ？ 

 → 費用負担の問題には注意。 

 → どのような仕様であれば承認されるか 

   要協議である。 
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Ｈ 
■ 接続回答の保留問題 

 （応用）特殊な解決方法 



■ 接続回答の保留問題 

    今後の動きはどうなる？ 

接続可能な余力を検討の上で接続の可否
が回答されることになる。接続可能な余
力の検討方針は、2014年10月16日から
資源エネルギー庁のワーキング・グルー
プで検討を開始することになった。 

ワーキング・グループで示された検討の方針は
次の通り。 
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■ 接続回答の保留問題 

    今後の動きはどうなる？ 
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■ 接続回答の保留問題 

    今後の動きはどうなる？ 
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■ 接続回答の保留問題 

    今後の動きはどうなる？ 

39 

弁護士法人匠総合法律事務所 



■ 接続回答の保留問題 

  接続可能量を決定するポイント 

回避措置（火力・揚水式水力の出力想定、
取引の活用） 

回避措置（３０日の出力抑制） 

※500kW以上の太陽光については、      
30日まで無補償で出力抑制可能。 

回避措置（揚水式水力の揚水運転） 
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■ 接続回答の保留問題 

  今後のスケジュール 

今後のスケジュールは未定。第3回ワーキ
ンググループが完了した頃に方針が見え
てくるのではないだろうか。 
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■ 接続回答の保留問題 

   今後締結する契約の注意事項 

Q 九州電力・四国電力・北海道電力以外は大丈
夫と考えてよいでしょうか？ 

A 同様の問題が生じる見込みが高いため今後の
契約には十分な説明を取るべきでしょう。 
説明文例 

昨今の再生可能エネルギーの急速な普及を受けて、北海道電力、四国電力、
九州電力などの電力会社は１０ｋＷ以上の太陽光発電システムの接続につ
いて回答保留しており、最終的に接続拒絶し電力を買い取らない案件が生
じる可能性もあります。今回の工事については、現在、上記取扱の対象外
ですが、法律上、接続の回答を受けるまでは将来的に同様の取扱の対象と
なる場合もありえます。これは法律上やむをえないものですのでお客様の
ご負担となります。ご理解頂いた上でご契約頂ますようお願いします。 
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■ 接続回答の保留問題 

   今後締結する契約の注意事項 

Q 10kW未満は大丈夫？ 

A 同様の問題が生じる可能性は十分ある
ため説明すべきです。 

説明方法としては、前頁の説明と同様の
説明が考えられます。 
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■ 紛争に至ってしまった場合  
    契約の無効取消を争われたらどうする？ 

【検討事例４】 

・当社はお客様から「太陽光発電が出来ないの  

 であれば契約を取りやめたい」との請求を受 

 けています。 

・当社はこれに応じる必要があるのでしょうか。 
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考えられる法律構成として次の構成を考えます。 

①錯誤無効 ②消費者契約法による取消権 



請負契約が無効・取り消された場合 

 

 

…契約が最初からなかったことになる。 

→ ① 既にお客様から支払われている            

    工事代金の返還 

→ ② 残工事代金の請求不可 
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■ 紛争に至ってしまった場合  
    契約の無効取消を争われたらどうする？ 



■紛争に至ってしまった場合 
 錯誤無効とは？ 

・本件で問題となる「錯誤無効」とは 

「思っていたとおりではないから、契約はな
かったことにする」という主張。 

→ 主張の成否は以下の点がポイント 

① どの程度重要な勘違いであったか 

② 契約をする「動機」を建築会社がわかるよ 

  うに話していたか？ 
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■紛争に至ってしまった場合 
 錯誤無効とは？ 

・錯誤による無効の主張の例 

「太陽光パネルによって得た電力を売って利益
を上げることを前提にして契約をしたのである
から、それが出来ないのであれば契約は無効」
という主張。 

①将来確実に売電利益が得られるということが 

 請負契約の最も大きなポイントであるケース 

②動機が明示されているケース 
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【消費者契約法4条1項2号】 

・消費者契約の目的となるものに関し、「将来 

 において消費者が受けるべき金額その他将来 

 における変動が不確実な事項につき断定的判 

 断を提供」した場合には、その契約を取り消 

 すことができると定めている。 
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■ 紛争に至ってしまった場合  
    消費者契約法に基づく取消権とは？ 



法令上電気事業者が接続の請求を拒絶する可能
性があることからすれば、 

例えば、 

「何があっても太陽光発電で得た電力を売って
月に○○万円を得ることができる。これは確実
です」 

など、断定的判断の提供をしていた場合には、
消費者契約法で契約が取り消される可能性があ
る。 

49 弁護士法人匠総合法律事務所 

■ 紛争に至ってしまった場合  
    消費者契約法に基づく取消権とは？ 



■ 紛争に至ってしまった場合  
 説明義務違反に基づく金銭賠償請求 

【検討事例５】 

太陽光発電でローンを返す前提の工事を契約したので 

①太陽光発電による売電で得られたはずの利益 

 を支払ってほしい。 

②１０ｋｗ未満の太陽光発電システムを設置す  

 る設備変更を行ったことによって得られる売 

 電利益と本来得られた売電利益との差額を支 

 払ってほしい。 と請求されました。  
50 
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①・②の請求根拠 

 

 

法令上「九州電力が接続請求を拒絶する可能性
があること」の説明義務違反に基づく損害賠償
請求 

… このような請求は認められるのか？？ 
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■ 紛争に至ってしまった場合  
 説明義務違反に基づく金銭賠償請求 



■ 当事務所が扱った事案 

  住宅会社の説明義務違反に消極的 

・顧客Xが住宅会社Yとの間でXの新築住宅に太陽光 

 発電とガス発電を併用したシステムを設置するとの 

 請負契約を締結したが「太陽光発電単独の場合と 

 比べガス併用の発電では売電価格が減少すること」 

 について説明をしなかった事案 

・XがYに対して、太陽光発電単独の場合に得られた 

 はずの売電価格と実際に得られる売電価格の差額に 

 ついて、損害賠償を求めた。 
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①住宅会社は売電価格については専門家では 

 なく説明義務を負わない。 

②顧客が容易に知ることのできる事項につい 

 て住宅会社が説明責任を負うことはない。 

 

裁判所に当方の主張は概ね認められ，解決金と
して７万円を支払う内容で和解 
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■ 当事務所が扱った事案 

  住宅会社の説明義務違反に消極的 



・以上を踏まえれば、当然には、法令上「九州 

 電力が接続請求を拒絶する可能性があるこ 

 と」の説明義務を負うものではなく、請求が 

 認められる可能性は必ずしも高くありません。 

・ただし、「絶対儲かります」「住宅ローンを 

 売電収益で返しましょう」というような説明 

 をしている場合には、別途検討が必要です。 
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■ 紛争に至ってしまった場合  
 説明義務違反に基づく金銭賠償請求 
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 THE END 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ご静聴ありがとうございました。 
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