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●氾濫する健康食品との付き合い方
●太陽光発電システム〜契約トラブルも増加中〜
●太陽光発電の基礎知識！

消費者・生活者が主役となる社会へ
消費生活セミナー講演会を開催!

料

参加無

平成25年2月28日
（木） 午前10時〜正午
テレビや雑誌等の
「○○を食べると身体に良い」
「△△に効く」
などといった

「健康情報」
に振り回されていませんか？食べ物が健康に及ぼす影響を過大に
評価する
「フードファディズム」
から身を守り、健康食品を扱った悪質商法にも
だまされない正しい知識を身につけましょう！

たかはし

高橋

●講師●
く

に

こ

久仁子 氏

〈群馬大学教育学部教授〉

※詳しくは、広報ひらかた 1 月号や各公共機関で配布して
いるチラシ
（ポスター）
などをご覧ください。

消費生活センターでは、安心安全で豊かな消費生活を送っていただくために、今話題の
テーマを取り上げるなど、消費生活セミナーや講演会を随時開催しています。

枚方市立消費生活センター

■相 談 受 付／平日（月〜金）
９：３０〜１６：３０
〈祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２‐８４４‐２４３１

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階

（枚方市駅東口徒歩1分）

氾濫する

健康食品との付き合い方

健康食品は、
あらゆる年代の消費者にとってなじみが深く、
関心の高い食品です。

インターネットやテレビ・雑誌などでも盛んに話題に上がっています。一方で、製品の効果を過度に期待したり、

誤った利用法で健康被害を受ける事例も少なくありません。

健康食品は何に分類されるのでしょうか？
私たちが口から摂取するもののうち、
医薬品以外のものは食品に該当します。

医薬品
医薬品

（医薬部外品を含む）

食

品

特別用途食品

保健機能食品
特定保健用食品

一般食品

栄養機能食品

健康食品・サプリメントは、
この中に含まれます

健康食品の機能性（効果や効能）
はどこまで
表示できるのでしょうか？
購入時には効果や効能は気になるところですが、
「国が制度を創設して機能等の表示を許可しているもの」
は以

下の食品です。

「病者、妊婦、高齢者など特別な配

特別用途食品

慮が必要な人の健康保持や回復
に適する」
として認められた食品。
国の審査が必要。

食品

特定保健用食品
（トクホ）

ある一定の科学的根拠を有する
ことが認められた食品。対象は健
康が気になり始めた人。国の審査
が必要。

保健機能食品

栄養機能食品

ビタミンとミネラルの含有量が国
の基準を満たした食品。対象はビ
タミンやミネラルが不足気味の
人。国の審査は不要。

特別の用途表示ができる

《例》
「 病者用食品」
「 えんげ困難者用食
品」
などと表示。

※えんげ困難者…物が飲み込み
にくい症状の人のこと

保健の機能表示ができる

《例》お腹の調子を整える」
「コレステロー
ル が 気 にな
る方に」など

条 件 付き

と表示。

栄養成分の機能表示ができる

《例》
「ビタミンＢ2は、皮膚や粘膜の健康維
持を助ける栄養素」
「カルシウムは
骨や歯の形成に必要な栄養素」など
と表示。

【許可マークはない】

食品に対して、医薬品のように身体の構造や機能に影響する表示をすることは原則認められていません。上

記のように国の審査や許可を得た食品以外は効果や機能の表示はできません。健康食品はあくまでも食品で

す。
医薬品のような製品の審査や品質基準はありませんので、
具体的な疾病の治療を目的としていません。
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近ごろ商 品 情 報

健康食品 ここがポイント！
■誇大な広告や表示に惑わされない！
健康食品の多くはイメージ先行で販売されている。
インターネットや広告などで、利用者の体験談「○○の

効果があった」
や有名人の「私も○○しています」
は、あくまで個人の体験や感想。根拠が曖昧で科学的な有
効性の証明にはならない。

■リスクを受けやすい人は気をつけて！
健康食品は健康な人を対象にした食品。例えば高齢者や病気の人、乳児などは健康食品やサプリメントによ

る悪影響を受けやすいので特に注意が必要。有効性よりも、
まずは安全性第一に。

■違法品に注意！
「△△が治る」
「□□に効く」
は法律（薬事法）
で禁止されている表現。

食品でありながら医薬成分が入っている製品は、重大な健康被害を受ける可能性がある。

■手軽なサプリメントには要注意！
成分が凝縮されたサプリメントは、過剰摂取による健康被害を起こすケースが多い。

特に、海外からの輸入製品（インターネットを介した個人輸入・土産品）の利用には注意。

■薬のような使い方をしない。複数の製品を同時に使用しない。
薬と併用しない！
治療を目的とする場合は医薬品や医療機関を利用する。

「何を、
いつ、
どのくらい摂取したか」
を記録しておく。

■体調に異常を感じたらすぐに使用を止め、医療機関を受診！
■健康食品について適切に判断するためにも、公的機関の情報を
積極的に活用！
◎厚生労働省

食品の安全確保に関する情報

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/houreituuti.html
国立健康・栄養研究所

健康な毎日を過ごすためには、バランスの取れた食

バランス

適度な運動

http://hfnet.nih.go.jp/

健全な食生活

◎独立行政法人

生活とともに、適度な運動と休養を心がけることが重要

です。

「健康食品」
はあくまで
「補うもの」
でしかありません。

「健康食品」の特性を理解し、上手に利用しましょう。

適度な休養
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太陽光発電システム
〜契約トラブルも増加中〜

太陽光発電は、家庭での余剰電力の固定買取制度や
公的システム設置費補助金などの導入により､契約数が急速に
増えています。一方、
「契約時の説明と違う！」
「発電量や売電収入
が説明より少ない…」
などの相談も目立ちます。

事 例 1 毎月の売電収入でローンが賄える!?
太陽光発電業者の訪問があり､太陽光パネル10枚を設置する契約をした。
「月々のローンの支
払いは、売電収入で賄える」
と言われ、250万円のローンを組んだのに、実際の売電収入は月
2,000円にしかならず､ローンの支払いには到底足りない。契約後に新聞記事で
「充分な発電量
を得るには、パネル24枚が必要」
とあるのを読み、10枚では発電量が不足すると分かった。

事 例 2 勧誘時のシュミレーションより
発電量が少ない!!

自宅に
「太陽光発電のモニター工事をしないか」
と販売会社の
訪問があった。勧誘員は、太陽光パネル設置後の発電量や電気
代のシュミレーションをして
「本日中ならモニター価格で提供でき
る。月々のローン支払額と電気代を合わせても、現在の電気代
より月5,000円得だ」
と言われ契約した。工事後シュミレーション
通りの発電量にならず､販売会社はメーカーの試算より年間6万
円以上も多い売電収入を示していたことが分かった。

問題点
どちらの契約も、勧誘時に発電量や売電収入についてメリットを強調した営業トークに誘われ
て契約していました。勧誘時の発電量や売電収入の違いは、通常は工事後気付くまでに時間が
かかったり、販売会社に解約や取消しを求めても交渉は難航する場合が多いようです。
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こちら 相 談 室

事 例 3 公的補助金が付くのでお得!?
訪問販売で
「国（太陽光発電普及拡大センター、略称：J-PEC）の補助金は、今年度申請分は
定員に達したが、今なら市の補助金が利用できてお得」
と言われて、発電システム1kW当たり65
万円の高額な契約をした。しかし、市へ補助金の申請をすると
「国の補助金を利用した人しか申
請できない」
と言われた。

問題点
市の補助金申請は、国の補助金交付決定後が条件です。国の平成24年度の補助金は、申請
受付件数に上限がなく、1kW当たり55万円以下のシステムが対象でした。国や市の補助金を
利用できないにも関わらず、販売会社は国の申請上限額を上回る高額な契約をさせるため
「今
年度の国の申請分は定員に達したので、市に申請するように」
と嘘をついていました。
国の補助金申請には上限額があることや、申請に関わる重要要件を説明せずに契約をさせた
ものです。

アドバイス
1. 発電量や売電収入についてメリットばかりを強調する説明や、不正確な説明
を信用しないで！

▶発電量はパネルの性能や品番、設置規模、条件、技術などにより発電効率に違いが出ます。
勧誘時の説明はメモをとり、目先の割安感やセールストークに惑わされないよう、メーカーや
太陽光発電協会のホームページなどで確認し、事前に比較検討してから契約しましょう。

2. 契約を急がせる、お得感の強調、長時間勧誘など、冷静な判断を妨げる勧
誘には要注意！

▶長年使用する製品ですので、数年毎のメンテナンスも必要です。事前に情報を収集したり、業
者から詳細に説明を求めましょう。同時に複数社から詳細な見積りを取り、納得できる事業者
と契約するようにしましょう。

3. 保証の内容を充分に確認！

▶ひと口に
「保証」
と言っても、メーカー保証や販売店保証によって、保証内容
や期間も異なります。何に対しての保証か、記載事項を確認しましょう。

4. 公的補助金の内容も事前に国や自治体のホームページで確認！

▶国の補助金は工事着工前の申請が必要で、年度により申請期間や条件が異なります。市は、
国の補助金の交付決定通知後の申請となりますので、事前に、国（J-PEC）
や市のホームペー
ジで確認をしましょう。

5. 事業者まかせにせず、おかしいと思ったらすぐに枚方市立消費生活センタ
ーに相談を！
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太陽光発電の基礎知識!

近年の地球温暖化や節電意識の高まりをうけ、太陽光発電が大きな関心を集めています。
しかし、

太陽光発電には様々な種類があり、価格や機能もそれぞれ異なるため、発電量は確定されたも
のではありません。ここでは、太陽光発電の基本的なしくみを紹介します。

1 太陽光発電とは？
太陽光発電とは、太陽の光エネルギーを電力に変換する発電方式で、太陽電池を用います。

2 太陽電池とは？

太陽光
シリコン

太陽光発電システムの中心になっているのが、太陽電池です。
太陽電池は、太陽の光エネルギーを吸収して直接電気に変えるエネルギー
変換器です。

電極

電流

3 太陽電池の種類
太陽電池は、「シリコン系」
と
「化合物系」
に大きく分かれます。
住宅向けなどで主流となっている
「シリコン系」
は、性質の異なる2種類の半導体を重ね合わせた構造によって発電
します。単結晶シリコン系、多結晶シリコン系、アモルファスシリコン系の3種類あり、シリコンの使用量によってコ
ストと変換効率が異なります。アモルファスシリコン系は、シリコンの使用量が少ないため安価に生産でき、また高温
環境下でも出力が落ちにくいなど、今後の利用の伸びが見込まれています。また、異なる性質の材料を組み合わせ
たハイブリッド型のタイプもあります。
「化合物系」のうち単結晶化合物系では変換効率が高いのですが、高価なため人工衛星などの特殊用途に限られて
います。一方多結晶化合物系は、大面積化や量産化に向いています。

「モジュール」
「アレイ」とは？
4 太陽電池の「セル」
アレイ

太陽電池は、その構成単位によって呼び方が変わるため、覚えておくと便利です。
●モジュール／セルを必要枚配列し、樹脂や強化ガラスなどで保護し、屋外で利

セル

●セル／太陽電池の基本単位で、太陽電池素子そのものをセルと呼びます。
用できるようにパッケージ化したものです。また、このモジュールは、太陽電
池パネルとも呼ばれます。
●アレイ／モジュール（パネル）
を複数枚並べて接続したものです。

モジュール

5 発電量の目安
太陽光発電の発電量は、モジュールの大きさや枚数に比例します。ただし、発電効率そのものは、モジュールの
大きさや枚数によって変わることはありません。
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6 太陽光発電のしくみ〈イメージ図〉
住宅用の太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを受けて太陽電池が発電した電力を、パワーコンディショナ
により電力会社と同じ交流電力に変換し、家庭内の様々な家電製品に電気を供給します。
①太陽電池

②接続箱

⑤電力量計

④分電盤
③パワーコンディショナ

キーワード
①太陽電池／太陽の光エネルギーを電力に変換する装置。
②接 続 箱／太陽電池からの直流配線を一本にまとめ、パワーコンディショナに送るための装置。
③パワーコンディショナ／太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換するための装置。
④分 電 盤／家の配線に電気を分ける装置。
⑤電力量計／電力会社に販売した電力や、購入した電力を計量するメーター。売電用と買電用の2つ
の電力計が必要となります。

メリット

7 太陽光発電の主なメリット・デメリット
■大気汚染物質を発生させないため、空気がきれい。
■日射量さえ確保できれば、設置場所をえらばない。
■屋根、壁などの未使用スペースに設置できるため、新たな用地の確保が必ずしも必要ではない。
■構造的にシンプルなため、保守管理が容易である。
■停電時の緊急非常用電源として、あるいは山奥や離島での活用が期待できる。
■導入者のニーズや予算などに応じて、その規模を自由に決めることができる。など

デメリット

■導入時のコストが高い。
■気候条件（設置する方角や角度、ビルや木の陰）
などにより、発電出力が左右される。
■蓄電式でない限り、蓄電する機能が備わっていない。など

※太陽光発電の導入については、価格も高額なため、業者の説明を鵜呑
みにせず十分に情報収集し、納得した上で導入するようにしましょう！
《参考資料》太陽光発電協会
（JPEA）
・経済産業省・資源エネルギー庁
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ひとりで悩まず、お電話ください。相談は無料です!
消費生活センター相談案内
◆相談受付 ０７２‐８４４‐２４３１

◆消費生活センター付近図
至大阪

◆受付時間 午前９：３０〜午後４：３０

枚方市駅

至京都

東口

至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

と一緒に解決の方法を考えます。対象は、枚方市
在住・在職・在学の方です。なお、メールでのご
相談は、受付していません。

サンプラザ
1号館

サンプ
2号 ラザ
館

気軽にご相談ください。専門の相談員が、あなた

近畿
ビルディング

ネット販売やキャッチセールスのトラブルなど、

サンプラザ3号館
2階202号室

枚方市立
消費生活センター

土・日の相談窓口 消費者問題の専門家が実施する週末電話相談があります。
（年末年始を除く10時〜16時）
◆土曜日 ☎06‐４７９０‐８１１０ （公益社団法人）
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
◆日曜日 ☎06‐6203‐76５０ （公益社団法人）全国消費生活相談員協会

賢 い 消 費 者 を め ざ し て…
消費生活センターでは、安心安全で豊かな消費生

活を送っていただくために、今話題のテーマを取り上
げるなど、消費生活セミナーや講演会を随時開催して
います。

■くらしの赤信号（月刊）
やシグナル
（季刊）
を発行しています

消費生活に関する情報や相談事例などを盛り込んだ

機関紙です。

■各種パンフレットなどを提供しています

消費者庁や国民生活センター、大阪府・市が発行し

ている冊子や悪質商法、食品表示、金融商品、住宅
などのパンフレットを配布提供しています。

■講師を派遣しています（出前講座）

消費生活について学習したいグループのために、相

談員を地域に派遣しています。

高齢者宅を狙っての訪問販売で被害を受けた
というケースが後を絶ちません。そこで、消費
生活センターでは、「悪質な訪問販売お断りス

■貸出します

消費生活に関するビデオ・DVD・書籍などの貸出を

行っています。

■パソコンが使えます

ステッカー（直径８㎝）
を配布しています。
必要な方は、消費生活センターまで

悪質な
訪問販売お断りステッカー

■講座を開催しています

テッカー（8 ㎝）」
を消費生活センターと枚方警察
署との連名で作製し、配布しています。必要な
方は、消費生活センターまたは市役所市民課・

消費生活情報の検索ができます。ただし、文書作

各支所でお受け取りください。

成やメールの送受信はできません。

枚方市立消費生活センター

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202号 ひらかたサンプラザ3号館2階
TEL & FAX 072-844-2433
（枚方市駅東口徒歩1分）

