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はじめに
＜背景と目的＞
近年のエネルギー・セキュリティや地球環境問題への意識の高まりを受け、世界各国で新エ
ネルギーや再生可能エネルギー利用システムの導入が活発化しています。
我が国においても、太陽光発電については２００９年４月に発表された「未来開拓戦略」に
おいて「太陽光発電世界一プラン」として「太陽光発電の２００５年比の導入量を２０２０年
に２０倍にする」との目標が示されました。２０１０年６月に閣議決定された「新成長戦略」
と「エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギーの導入拡大を明確に位置付けており、太
陽光発電はその柱の一つとなっています。
また、この度の東日本大震災により電力需給両面の対策が検討されており、供給面の対策の
ひとつとして再生可能エネルギーの導入促進が求められています。
このような中、我が国における太陽光発電システムの導入は、住宅用を中心として普及が進
んでおり、導入量全体の約８割を占めています。一方、公共・産業分野については、従来独立
行政法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が太陽光発電フィールドテスト

事業（※）
（以下、「FT 事業」という）を実施し普及を図ってきました。2012 年 7 月からは
再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行され、普及拡大が進んでいます。
本ガイドラインは、今後の公共・産業用太陽光発電の更なる普及拡大を図ることを目的とし
て、実用的な手引きとなることを目指して作成しました。
（※）
：公共産業用等太陽光発電フィールドテスト事業・産業用太陽光発電フィールドテスト事業・太陽光発電新
技術等フィールドテスト事業

＜本ガイドラインの想定読者と特徴＞
FT 事業では、公共・産業分野の需要家の自家発電設備として、主に数十 kW～数百 kW クラ
スの太陽光発電システムの導入を行ってきました。本ガイドラインでは、引き続き公共・産業
分野の需要家による太陽光発電の普及拡大を目指し、特に施主側視点での初歩的なガイドライ
ンが求められていることを考慮して、主要読者を次のように想定（※）しました。

「企業や自治体などの企画部や総務部など、太陽光発電導入の検討・取りまとめの中心となる
非専門家」
（※）メガソーラー等、発電設備のみのケースは、本ガイドラインの対象としておりません。

本ガイドラインは一般的な導入手順の他、あまり情報が得られていないメンテナンス等の運
用段階の情報を掲載し、既存文献とは一線を画した特徴あるガイドラインを目指しました。
本ガイドラインが、公共・産業分野への太陽光発電導入の際の参考図書として、多くの皆様
に活用頂ければ幸いです。
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＜本ガイドラインの策定経緯＞
本ガイドラインは、
「太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン基礎編（２０１
2 年度版）
」の内容を、最新の動向や FT 事業者の皆様へのヒアリング調査を反映して、一部改
訂したものです。
2012 年度版は、2011 年度版を基に必要な改定を行ったものであり、2011 年度版の策定
に際しては、外部有識者からなる「太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン基
礎編（２０１１年度版）作成委員会」による審議を行いました。また、FT 事業者の皆様へのア
ンケート調査・ヒアリング調査も実施しました。
このように本ガイドラインは、多くの FT 事業者の皆様からのご協力を賜り策定することが
できました。
ご協力頂いた皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

＜太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン基礎編（２０１１年度版）作成委員会＞
【委員長
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【委員】
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小島 盛利
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第１章

太陽光発電の導入の進め方

太陽光発電を設置するためには、設置場所や事業予算、発電規模などの検討、工事発注や
スケジュール管理、工場や店舗などの業務活動への影響の排除・低減、関係法令などへの
対応、運転開始後の維持管理など、様々なことに配慮しながら進める必要があります。
本章ではこれらの項目に対して、施主側としてどのような点に留意しつつ進めていく必要
があるのかを解説します。
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1．太陽光発電とは

太陽光発電システムとは、太陽の光を太陽電池が受けることによって、電気を発電す
る設備のことです。はじめに設備の概要や太陽電池の種類、導入事例を見ていきましょ
う。

1-1．太陽光発電システムの概要
太陽光発電システムは、主に太陽電池、架台、接続箱、パワーコンディショナから構成
されます。それぞれの役割は次の通りです。

太陽電池
架台
接続箱

パワーコン
ディショナ

太陽の光エネルギーから電気を作り出す装置です。太陽電池に使用する原料
により、様々な種類があります。
太陽電池のモジュールを取り付ける台のこと。
太陽電池からの複数の配線を、一つにまとめるための箱です。太陽電池の保
守・点検など使用する開閉器なども、接続箱の中に納められています。パワ
ーコンディショナと一体の場合もあります。
太陽電池により作り出された直流の電気を、交流に変換する装置です。停電
時に太陽光発電システムを利用できる自立運転機能を備えたものもありま
す。

（※）平成２４年７月１日より施行された固定価格買取制度において、高圧・特別高圧連系にて全量買取
りを選択する場合には、専用連系のための昇圧設備や開閉装置などが、需要側設備としての受配電
盤とは別に必要となります。

図表 １-1 太陽光発電システムの基本的な構成

架台

受変電設備

出典）「太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（基礎編）」（NEDO、
2008.3）より一部改
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1-2．太陽電池の種類
現在実用化されている太陽電池は、おもにシリコン系と化合物系と呼ばれるものです。
見た目の色や発電効率、価格など、それぞれ次のような特徴があります。

図表 １-2 実用化されている主な太陽電池の種類
分類

外形例

主な特徴

単結晶

・ １６０～200μm 程度の薄い単結晶シ
リコンの基板を用いる
・ 変換効率や信頼性は高いが、値段が比較
的高く、低コスト化が課題
・ 発電効率（※）は～20％程度
・ 低温特性に優れるが、温度上昇に伴い出
力性能が下がる。
・ 小さい結晶が集まった多結晶の基板を
使用
・ 単結晶より安価で製造しやすく、現在の
太陽電池の主流となっている
・ 発電効率（※）は～15％程度と単結晶
より劣る
・ 低温特性に優れるが、温度上昇に伴い出
力性能が下がる。
・ アモルファス（非晶質）シリコンや微結
晶シリコン薄膜をガラスなどの基板上
に形成
・ 結晶系と比較して発電効率（※）が～
9％程度と劣るが、大面積で量産が可能
である
・ 夏場の高温特性が優れる
・ 銅・インジウム・セレン等を原料とする
薄膜型で、製造工程が簡単で省資源・量
産可能・高性能の可能性がある
・ 発電効率（※）は～1４％程度
・ 結晶シリコンと薄膜シリコンの中間的
な温度特性である

結晶系
多結晶

シリコン系
薄膜系
ＣＩＳ系

化合物系

（※）モジュール変換効率
出典）
「NEDO 再生可能エネルギー技術白書」（201３.１２）などをもとに作成
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1-3．導入事例
ＦＴ事業では様々な需要家が様々な場所に太陽光発電システムを設置しています。ここ
では代表的な設置事例として、（１）屋上架台設置、（２）勾配屋根設置、（３）壁面設置、
（４）建材一体型設置、
（５）地上設置の例を示します。

1-3-1．屋上架台設置
屋上架台設置とは、屋上が水平の屋根面に設置するタイプです。発電効率を考慮して
架台によって傾斜を付ける場合も多く、架台の設置のためにコンクリートの基礎工事が
必要な場合があります。その際、屋上の防水処理にも注意が必要です。
下図表は長野県の高等学校に設置された、50kW の屋上架台設置の太陽光発電システ
ムです。太陽電池モジュールは、新築の校舎陸屋根上に傾斜角 20 度で架台上に設置され
ています。平成 20 年 5 月に運転を開始し、照明および空調機器用として導入されてい
ます。校舎屋上は周囲に陽射しの障害となるものがなく、屋上全面を広く活用でき、効
率よく設置できています。またモジュールの枠に切り込みを入れることにより、表面の
汚れを雨水とともに排出する、汚れ防止対策もとられています。
図表 １-3 設置状況

出典）共同研究業務成果報告書（NEDO）

1-3-2．勾配屋根設置
勾配屋根設置とは、傾斜のある勾配屋根に沿って太陽電池を設置するものです。屋上
設置と異なり大型の架台が不要であるため、コストや屋根荷重の面から優位な場合があ
りますが、取り付け方位が屋根面と同一となるために、屋根面の方位が重要となります。
下図表は青森県の文化施設に設置された、20kW の勾配屋根設置の太陽光発電システ
ムです。太陽電池モジュールは、屋根の傾斜をそのまま利用して、傾斜角 16.7 度で設置
されています。平成 21 年 1 月に運転を開始し、施設内動力電源用として導入されてい
ます。施工の際に、既築の傾斜屋根に貫通孔を空けずにすむよう、架台の固定金具を挟
み込む特製のステンレス製金具が使用されています。また運転状況の表示装置を見やす
い場所に設置し、施設利用者への環境意識改革、普及啓発も行っています。
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図表 １-4 建物全景

出典）共同研究業務成果報告書（NEDO）

1-3-3．壁面設置
壁面設置型は建物の壁面に太陽電池を設置するために、屋上や屋根設置よりも太陽電
池を目立たせることができ、意匠性にも富んだ例が多くなります。
下図表は茨城県のショッピングセンターに設置された 128kW の壁面設置の太陽光発
電システムです。太陽電池モジュールは、新築ショッピングセンタービルの外壁面に垂
直に設置されています。平成 21 年 5 月に運転を開始し、発電した電力は空調および冷
蔵庫用として利用されています。設置に当たっては、システム全体の効率向上とコスト
低減のために、可能な限り標準化した機器や部材が使用されています。またモジュール
を取り付ける壁面の架台は、鋼材の使用量を極力抑えるなどの工夫がされてます。
図表 １-5 建物全景

出典）共同研究業務成果報告書（NEDO）

1-3-4．建材一体型設置
建材一体型とは、屋根材や壁材などを太陽電池が兼ねる設置形態です。
下図表は熊本県の中学校に設置された、50kW の建材一体型（屋根材一体型）太陽光
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発電システムです。新築３階建校舎の傾斜屋根上に傾斜角 20 度で設置されています。屋
根材一体型のため基礎や架台が不要で重量低減につながり、屋根工事と太陽電池設置工
事が配線工事を含めて同時に施工できるというメリットがありました。また太陽電池モ
ジュールが屋根材兼用となるため、自然な外観に仕上がっています。本システムは、平
成 21 年 12 月に運転を開始し、照明および空調等電力用として利用されています。運転
状況表示装置を生徒昇降口横の多目的ホールに設置し、発電量を常時表示することで、
生徒の環境問題に対する関心を高めています。
図表 １-6 建物全景と拡大写真（中央の黒い部分が太陽光発電モジュール部分）

出典）共同研究業務成果報告書（NEDO）

1-3-5．地上設置
地上設置とは、未利用地などに架台を設置して太陽電池を設置する方法です。地上に
設置するために、施工性が高くなります。ただし、建物の影などを考慮する必要がある
こと、架台が必要であるためコンクリートの基礎を設置する場合があることなどから、
地盤の状況も考慮する必要があります。
下図表は、群馬県の物流センターに設置された、11kW の地上設置の太陽光発電シス
テムです。敷地内約 70 ㎡の地上に傾斜角 10 度で設置されています。平成 20 年 2 月
から稼働し、主に空調用として利用されています。自立運転機能付きインバータを設置
し、災害時や長期停電時の太陽光発電の活用が想定されています。
図表 １-7 設置状況

出典）共同研究業務成果報告書（NEDO）
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2．太陽光発電導入の流れ

太陽光発電の導入を進めるにあたっては、電気的な側面、建築的な側面、法規的な側
面をはじめとして、様々なことを考慮しながら進めていく必要があります。そのため、
施主の立場としては、社内外における専門家と連携し、全体を上手くマネジメントしな
がら進めていくことが必要です。
太陽光発電の基本的な導入の手順は下図表のようになります。

図表 １-8 太陽光発電の基本的な導入手順
施主としての主な実施事項

導入前の
概要検討

設置目的の明確化
設置候補地の検討・環境把握
費用の概算

立案・企画

概算見積りの依頼
概略設計の実施
収支検討
関係法令の確認・対応準備

企画・計画
段階
（第１章－３）

設

計

工事面・メンテナンス面での
留意事項の確認・調整
工事計画届出書の提出

施

工

施工管理
使用前自主検査への対応

設計・施工
段階
（第１章－４）

運用段階
運用段階
維持管理

（第２章）

系統連系事前相談、接続検討、
および接続契約申込み
設備認定申請

工事契約

使用前安全管理審査への対応

運転管理・点検
環境啓発活動

また、法規等については事前の対応が必要なものが多いことから、特に注意する必要
があります。図表 １-9に主な手続きとその実施時期を示しましたので、参考にしてくだ
さい。これらの法規は、太陽光発電の規模や条件により対応の有無が決まるものが多い
ため、ここでは規模や電気工作物の種類に応じて、どのような手続きが必要かを図表
１-10に整理しました。
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図表 １-9 主要な手続きの概要
項目

１カ月

２カ月

３カ月

４カ月

５カ月

６カ月

工事会社
関連

概略見 系統連系
積依頼／ 資料作成
会社選定

７カ月

８カ月

工事
契約

工事着工

９カ月

10カ月

11カ月

設備工事期間

12カ月

13カ月

14カ月

15カ月

設備完成

法規
関連

関連法規の確認・対応 （農地法、土壌汚染対策法、航空法、都市計画法、森林法 など）
電力会社関連

系統連系関係

経済産業局関係

設備認定関係

事前相談

接続検討

接続契約申込・受理

検討手続き
３カ月程度

工事費負担金納入

認定準備 認定申請
・認定通知

買取単価決定
（認定及び接続契約
申込受付完了日）

買取開始
工事実施
電力受給契約書締結
給電運用申合書締結 ほか
連系開始

設置費用年報提出
（買取開始後１か月以内）
事務手続き
１カ月

使用前自主検査実施
安全管理審査申請

工事計画届出
（着工30日前まで）

安全管理審査受審
安全管理審査評定通知

主任技術者

産業保安監督部関係

工事計画・
安全管理審査

工事計画準備

電力量計設置報告書
（型式確定後遅滞なく）

選任届出（着工前までには選任し、遅滞なく）／
兼任・許可・外部委託申請（着工前２週間前まで）
（主任技術者による保安監督）

保安規定

保安規定届出
（着工前までに）

工事期間の目安：規模や設置場所、工法などにより異なります。500kW 未満の太陽光発電システムの場合は、概ね１カ月～4 カ月が目安。
出典）九州産業保安監督部資料などより作成
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図表 １-10 主要手続きと実施時期の目安

名称

提出期限

工事計画届出

工事着工 30
日前
工事開始前

保安規程届出
保安規程届出
電気主任技術者
工事開始前
（※1
（※1）
使用前自主検査
—
使用前自主
使用前安全管理 検 査後 に遅
審査申請
延なく（30
日程度）

系統連系協議
申込み（※
申込み（※2
（※2）

—

年 2 回（四
自家用発電所運
月末日およ
転半期報
び十月末日）

一般用電
気工作物
50kW
未満

50kW
未満

50kW
50kW 以上
500kW 未満

500kW 以上
1MW 未満

1MW 以上
2MW 未満

2MW 以上

×

×

×

×

×

○

所轄の産業保安監督部

×

○
外部委託が
可能
×

○
外部委託が
可能
×

○
外部委託が
可能
×

○

所轄の産業保安監督部

選任

所轄の産業保安監督部

×

○
外部委託
が可能
×

×

×

×

×

×

○

所轄の産業保安監督部

×

自家用電気工作物
届出先・備考
届出先・備考

○

—

○

○

○

○

○

○

各地域の電力会社
商用系統と連系する場合
必要
事前相談：１ヶ月程度
接続検討：３ヶ月程度

×

×

×

×

○

○

所轄の経済産業局

（凡例）○：必要、×：不要
（※1）電気主任技術者を外部委託する場合は、保安管理業務外部委託承認申請書の提出が必要。
（※2）自家消費を行ったり固定価格買取制度で電力を販売する場合など、ほとんどの場合は必要であるが、電力会社の系統と連系をしない
独立形設置の場合は不要。
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3．企画・計画段階

3-1．導入前の概要検討
3-1-1．設置目的の明確化
太陽光発電の導入を検討する場合、導入の目的＝得たい効果を明確にして関係者間で
共有することが、計画をスムーズに進めるために重要です。
例えば、
・ 省エネルギー法対応のための自家消費（エネルギー消費量の低減）
・ 防災対応とする
・ パネルによる断熱効果を得る
・ 環境対応（CO2 削減、ISO14000 対応など）
・ 環境配慮に対する姿勢・啓発
・ 固定価格買取制度を前提とした売電目的
などによって、設備構成や投資判断が変わってくると思われます。複数の目的のために設
置する場合は、その優先順位を付けることも大切です。

3-1-2．設置候補地の検討・環境把握
太陽光発電を設置する場所をあらかじめ検討しておくことが必要です。啓発目的で設
置するのであれば、人の目につきやすいなどの場所とする必要があるでしょうし、売電
目的であれば見栄えよりも日射の良い場所のほうが望ましいなど、設置目的によっても
場所の選定は重要となります。
また設置場所の環境を確認することが必要です。影（受光障害）の有無、積雪の程度
の把握、塩害の可能性の検討などがポイントとなります。

設置候補地の広さから、設置規模（何 kW の太陽光発電を設置するか）の目安を付け
ることができます。逆に目標とする設置規模がある場合は、それに見合った広さの場所
を選定することが必要です。
設置規模、または設置面積は、下図表に示すように、
・発電容量（kW）の目安は設置面積（㎡）の 1／10
・設置面積（㎡）の目安は発電容量（kW）の 10 倍
より、概ね求めることができます。
詳細には、太陽電池の発電効率、設置場所、設置角度等によって異なりますし、メン
テナンス用の通路等も別途必要になります。
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図表 １-11 発電容量・設置面積の目安（結晶系モジュールの場合）

出典）
「太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編）
」
（NEDO、2010.3）

3-1-3．費用の概算
予算や事業承認を得るためには、太陽光発電の導入に係る費用を概算しておくことが
必要です。
なお、固定価格買取制度の適用を受けて運転開始した設備について報告されたデータ、
及び報告徴収のデータに基づく規模別の太陽光発電のシステム費用の平均値は下図表の
通りです。これに設置規模（kW）を乗じることで初期投資費用が概算できます。

図表 １-12 規模別のシステム費用
システム規模
システム費用（平成
25 年 10 月-12 月期）

10～50kW
未満

50～500kW
未満

500kW～1MW
未満

1MW 以上

36.9 万円

32.4 万円

29.4 万円

27.5 万円

出典）第 13 回調達価格等算定委員会配布資料（資源エネルギー庁、平成 26 年 2 月 17
日）
（※）システム費用

10～1,000kW 未満：運転開始後の設備から報告されたコストデータ
1,000kW 以上：報告徴収のデータ

（※）設置形態や設置条件などによって価格には幅があることから、詳細検討が必要です。

-11-

また、１kW あたりの年間発電量はおおよそ 1,１００kWh ですので、これに自家消費
の場合は電気料金を、固定価格買取制度を活用する場合は買取価格を乗じることで、お
およその収益を見積もることができます。
図表 １-13 都道府県別の１kW あたりの年間発電量（kWh／kW／年）
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県

1,048
853
－（※１）
1,049
－（※２）
1,063
1,015
1,156
1,075
1,152
1,084
1,099
1,078
1,030
922
847

石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県

972
1,084
1,236
1,218
1,115
1,239
1,191
1,122
1,066
926
1,080
1,099
935
1,091
1,115
1,039

岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
全国平均

1,118
1,139
1,159
1,134
1,148
1,074
1,033
1,096
1,016
1,005
1,077
1,106
1,154
1,094
1,049
1,097

（※１）設置サイトはあるがデータが有効なサイトがない、
（※２）設置サイトなし
出典：
「平成２３年度 新エネルギー技術フィールドテスト事業 太陽光発電新技術等
フィールドテスト事業に関する運転データ分析評価等業務 発電性能等の分析・評価
報告書」（経済産業省、平成２４年２月）

3-2．立案・企画
3-2-1．概算見積りの依頼
収支検討を行うために、太陽光発電メーカーや販売店、施工店などに概算見積を依頼
します。設置場所や設置規模が明確化できてない場合は、あわせて概略の設計も依頼す
ると良いでしょう。
見積として依頼する項目は、設備費等の以下の項目が挙げられます。

図表 １-14 概算見積りの取得項目（例）
項目

概算見積

その他

概要
・設備費
・工事費
・維持管理費とその内容
・配置図
・工事スケジュール
・保証内容、保証期間
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3-2-2．概略設計の実施
想定している設置場所に実際に太陽光発電の導入が可能かどうか、設備規模はどの程
度になるか、（系統連系する場合）連系点はどのあたりが適当か、などを明確にするため
に、概略設計を実施します。太陽電池アレイは、一般的には単位面積あたり 2０～
50kg/m2 程度の荷重となります（※）。そのため、屋根や建物の構造耐力、地面の地耐
力なども考慮する必要があります。
設計には専門的な知識が必要なことから、社内の当該部署（電気・設備系の部署）に
依頼したり、太陽光発電メーカーや販売店、施工店などに問い合わせると良いでしょう。
（※）ただし、架台の基礎工事部分（コンクリート等）は除きます。積雪地域や強風地域などは、部材
強度の関係上、重量が増加します。また、太陽電池種類や設置角度によっても荷重は変化します。

3-2-3．収支検討
見積りの取得などにより、収支の検討を行います。
検討に必要な項目としては下図表に示す項目が挙げられます。まずはそれぞれの情報
を取得し、それらの情報を元に収支計算を実施します。収支計算の際には、投資回収年
数や内部収益率（IRR）、割引現在価値（NPV）などを検討するケースが多いです。
試算式を下図表に示しますが、パソコンの表計算ソフトでは必要な関数があらかじめ
組み込まれているため、容易に試算できます。
また設備費用や発電量は不確実性が伴うため、いくつかケースを設定して感度分析を
行うと良いでしょう。（感度分析とは、分析したいアウトプットが、インプット変数に対
しどの程度の影響になるか調べる方法。
）

図表 １-15 収支検討に必要な情報項目
項目

情報の取得方法

設備・工事費
設備維持費
人件費（電気
主任技術者）

概算見積り
概算見積り

保険料

保険会社等より

減価償却

定額法・定率法により設定

固定資産税率

都道府県・市町村に確認
・ 発電電力の販売金額（固
定価格買取制度の場合）
・ 自家消費に伴う購入電力
の削減分

保安協会等より

備考

外部に委託する場合

費用

租税公課

収入
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保険金額の 1.5～3.5％程度
（第２章 1-4．を参照）
太陽光発電システムの法定
耐用年数は 17 年
標準税率は 1.4%

図表 １-16 経済分析の計算式
計算式
投資回収年
投資回収年＝初期投資額÷Σ（初期投資額までの年間キャッシュフロー）
割 引 現 在 価 NPV＝Σ（キャッシュフローの現在価値）-初期投資額
値（NPV
＝Σ（CFn/（１＋r）n）-CF0（※）
値（NPV）
NPV）
内 部 収 益 率 Σ（キャッシュフローの現在価値）-初期投資額
（IRR）
＝Σ（CFn/（１＋r）n）-CF0（※）＝０となるｒを求める。
IRR）
（※）n＝１～N（太陽光発電の運用年数。一般的に、法定耐用年数である 17 年などを用
いる）
。CFn は、毎年のキャッシュフロー。CF0 は初期投資額。ｒは割引率。

図表 １-17 感度分析のイメージ
8.00%
7.00%

年間発電量

ＩＲＲ

6.00%

Ａ kWh／年

5.00%

Ｂ kWh／年

4.00%
3.00%

Ｃ kWh／年

2.00%
1.00%
0.00%
Ｘ

Ｙ

Ｚ

建設費（万円/kW)

3-2-4．関係法令の確認・対応準備
設置場所、設置規模等が概ね明らかになった段階で、必要な関係法令を確認して、必
要な対応の準備を行います。特に、太陽光発電の規模が大きくなると、対応すべき事項
も増えてくるので、注意が必要です。
電気主任技術者は、工事の設計や工事計画届、保安規程の作成にも通常は関与するこ
とから、特に 2,000kW 以上などの大規模の太陽光発電を設置する場合は、工事着工の
3 ヶ月程度前から選任または外部委託承認を行っておいた方が良いでしょう。
また設置場所や事業形態によっては、太陽光発電の設置に際して関連する法規がある
場合もあるため、専門家や自治体等に確認することも必要となります。
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図表 １-18 関連する主な法令
法令名称
建築基準法
農地法
土壌汚染対策法
航空法
都市計画法
森林法

関連事項
・ 建材一体型の場合、構造耐力、防火性、耐久性、安全性等につい
ての基準を満たす必要がある
・ 農地に太陽光発電システムを設置する場合、農地法による転用許
可等が必要となる
・ 3,000m2 以上の土地の形質変更となる場合、事前の届出や土壌
汚染状況の調査が必要となるケースがある
・ 空港近辺の土地を利用する場合、制限表面以下への設置やパネル
の反射への考慮が必要となる
・ 都市計画区域における開発行為となる場合、原則として首長の許
可が必要となる
・ 森林計画対象民有林の開発の場合、都道府県知事等の許可が必要

3-2-5．系統連系の事前相談、接続検討、及び接続契約申込
商用電力系統に接続（系統連系）する場合、まずは電力会社に対して事前相談を行い
ます。事前相談では、想定している連系点において想定規模の太陽光発電の連系が可能
かどうかが、配電用変電所の変圧器の逆潮流の有無や送変電設備の熱容量といった容量
面から判断されます。事前相談は、概ね１ヶ月程度の期間を要します。
事前相談の後、接続検討の申込みを行います。接続検討では、他の電力需要家や上位
系統に影響が無いかなどの技術的な検討が行われます。設置業者やメーカー、電気主任
技術者を委託する保安協会などが設置者に代わって手続きを行うケースが多くあります。
申込みに際しては、2１万円の検討手数料を支払います。検討期間は、概ね３ヶ月程度で
す。
接続検討の回答を得た後、接続契約の申込みを行い、電力会社に受理（※）されます。

3-2-6．設備認定申請
固定価格買取制度に基づき売電するためには、設置しようとする設備が法令で定める
要件に適合しているかどうか、事前に国の確認を得る必要があります。これを設備認定
といいます。
具体的には設置場所エリアを管轄する経済産業局へ申請し、経済産業大臣名で発行さ
れる認定通知書を得ます（※）
。設備認定手続きに有する期間は、申請書類が整ってから
１ヶ月程度です。

（※）買取価格は、以下２点のうちいずれか遅い時点での価格が適用されます。
・接続契約の申込みの書面を電気事業者が受領した時
・経済産業大臣の設備認定を受けた時
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4．設計・施工段階

設計・施工段階は、技術的な検討が主となることから、電気や建築の専門家の活躍が
主となります。施主としては、工程管理や関係者間の調整などに留意する必要がありま
す。

4-1．設計
4-1-1．工事・メンテナンス面での留意事項の確認・調整
工事のスムーズな進行のため、本来事業への影響の低減・排除などのための留意事項
を確認し、必要に応じて関係部署と協議・調整します。また、設置後のメンテナンスを
考慮した設計も必要となります。

例えば、
太陽光発電の工事に伴う停電の可否や、停電工事の実施日（休日等）を協議する
クレーン車等の大型車の搬入・搬出経路を確認する
必要な資機材置き場を確保する
メンテナンスを比較的容易に行える位置に太陽電池や接続箱、パワーコンディシ
ョナを設置する
地上設置等の場合、砂利敷きだとカラスが砂利を加えてパネルに落下させ、パネ
ルが破損する被害となる可能性があるため、留意が必要

等が挙げられます。
また、工事に際して必要な申請等（道路占有許可申請等）が必要な場合、工事業者と
行政側との調整を行います。

4-1-2．工事計画届出書の提出
2,000kW 以上の太陽光発電システムの場合、工事着工の 30 日前までに工事計画届け
を所轄の産業保安監督部に提出する必要があるため、工事業者や電気主任技術者と相
談・調整し、確実な提出を行いましょう。

4-1-3．工事契約
相見積りなどにより選定した工事業者との契約を行います。この際、太陽光発電シス
テムの調達から据付工事までを一括して一つの業者に発注する方法や、太陽光発電シス
テムの調達、架台の調達、据付工事、などをそれぞれ分割して発注する方法もあります。
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4-2．施工
4-2-1．施工管理
施工中は、工事業者の安全管理体制や、工事の進ちょく状況などを確認・管理し、不
都合があれば施工業者と協議します。

4-2-2．使用前自主検査への対応
2,000kW 以上の太陽光発電システムでは、工事後に設置者が使用前自主検査を実施し
ます。使用前自主検査に際しては、事前に電気主任技術者等が中心となって、法定事業
者検査要領書を作成して、工事計画届出どおりに工事が行われているか、技術基準に適
合しているか、を確認します。
使用前自主検査には、概ね 1 週間程度かかります。

4-2-3．使用前安全管理審査への対応
安全管理審査は、設置者が実施した使用前自主検査が適切に実施されているかを、国
が評価することで、設置者の自主保安の改善に繋がることを目的として実施されます。
使用前自主検査後に、所轄の産業保安監督部に遅延なく（30 日程度）申請して、審査
を受ける必要があります。

-17-

第２章

太陽光発電の運用

太陽光発電は電気設備ですので、点検などを通じて適正に維持・管理する必要があります。適正
な維持・管理を行うことで、トラブルの早期発見にも繋がり、危険の回避やトラブルによる発電
停止期間を減らすことができます。不慮の事故などへの対応としては、保険に加入することも可
能です。
また、太陽光発電システムを用いて環境啓発活動を行うことで、環境への意識を高めたり、社会
に対して取組みをアピールすることなどが可能です。
本章では、維持・管理の内容や留意点、環境啓発活動事例について紹介します。
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1．維持・管理

1-1．点検
太陽光発電システムは“メンテナンスフリー”ともいわれますが、適切な点検を行うこ
とで、故障の早期発見や発電性能の維持が可能です。
良好な維持・管理を行うためには、安全な点検ルートの確保、タラップ・階段・手摺等
の設置、また接続箱やパワーコンディショナが点検しやすい場所に設置されていることが
必要ですから、設計の段階から留意しておく必要があります。メンテナンスを考慮した設
計をしておくことは、点検時の無駄な手間を省くことができるため、点検費用の低減の観
点からも有効です。

1-1-1．定期点検
自家用電気工作物（高圧連系の太陽光発電システム）の場合は、保安規程に基づく定
期点検が法的に義務づけられていますが、50kW 未満の低圧連系設備（一般用電気工作
物）の場合は自主点検となります。
保安規程に基づく点検の場合、選任された電気主任技術者が実施するか、2,000kW 未
満（※）の太陽光発電システムの場合は、電気保安協会などに外部委託することも可能
です。
（※）平成 25 年 6 月の電気事業法改正により、外部委託を可能とする範囲が従来の「1,000kW 未満」
から引き上げられました。

定期点検の点検項目は、太陽電池や接続箱、パワーコンディショナ、系統連系保護装
置、接地装置などの外観点検や接地抵抗測定、絶縁抵抗測定などが実施されます。
外部委託の場合、年 2 回の点検を需要設備と合わせて実施する場合、太陽光発電シス
テムの規模や設置場所（点検の容易さ）にも依存しますが、概ね数万円/年～数十万円/
年の委託費用となります。
点検で異常を発見した場合は、メーカーや施工会社等へ相談します。

1-1-2．日常点検
日常点検は、目視による点検と、発電量の確認・記録による異常の発見を中心に行い
ます。下記チェックリストなどを参考に、毎月 1 回程度実施することが望ましいです。
アンケート結果からも、トラブルの発見に日常点検が大きな役割を果たしていることが
分かります。実際に毎月発電量を記録していたことで異常を発見した例も多くあります。
点検で異常を発見した場合は、メーカーや施工会社等へ相談します。
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図表 ２-1 日常点検チェックリストの例

出典）
「太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編）
」
（NEDO、2010.3）

図表 ２-2 トラブル発見のきっかけ（N=206）

•

発電量の減少

•

警報アラーム

•

メーカー自主点検

等

１．定期点検
21%

３．その他
33%

２．日常点検
46%

出典）「太陽光発電フィールドテスト事業に関する実態調査アンケート」（資源エネルギー
庁、2012.2）

1-2．発電量の多いサイトに見られる傾向
発電量の多いサイトでは、設置条件が良い（方位・傾斜角、周辺建物条件等）ことや、
故障等によるシステム停止がなく順調に稼働していることがその要因として挙げられます。
設計の際には、日照条件に配慮した設計とすることが重要です。例えば、設置方位や傾
斜角については適切な方位・傾斜角を採用した方が発電量は多くなります。また、周辺の
建物等による日陰も発電量には大きく影響するため、設計時に日陰にならないよう検討す
ることも重要です。
また、毎日・毎月の発電量確認等により、トラブルがあった場合には、いち早く見つけ
て対応することが重要です。例えば、毎月の発電量を記録しておき、前年同月比や前月と
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比較して当月の発電量の妥当性を確認するなど、設置者が主体的に発電量の確認を行って
おくことが重要です。

1-3．トラブルの実態
太陽光発電システムのトラブルとして、アンケートやフィールドテスト事業における報
告からは PCS（パワーコンディショナ）の停止や発電量等の計測関係のトラブルが比較的
多く挙げられています。
具体的なトラブルとして、PCS のフィルタの詰まりによる温度異常の報告が多く見られ、
通風孔フィルタの清掃やフィルタ交換で対処されています。しかしながら PCS の停止に気
付くのが遅いなどにより、数ヶ月の間、発電が停止している事例もありました。また、PCS
の基板やパワー半導体の故障などでメーカー工場検査等の対応となり、数ヶ月間発電が停
止する事例もありました。
このようなトラブルを回避するため、もしくはトラブルが起こっても発電停止期間を短
くするためにも、毎日の発電量確認や日頃のメンテナンスが重要となります。

図表 ２-3 直近一年のトラブル（N=470）

ア．太陽光パネルの破損･腐食
イ．ＰＣＳの停止
ウ．直流側の地絡･短絡
エ．交流側の地絡･短絡
オ．系統側事故
カ．計測関係
キ．その他
0%

5%

10%

15%

20%

25%

トラブル発生割合

出典）「太陽光発電フィールドテスト事業に関する実態調査アンケート」（資源エネルギー
庁、2012.2）

図表 ２-4 パワーコンディショナのフィルター（赤線部分）

出典）株式会社創建資料

-21-

図表 ２-5 トラブル事例の内容と対応

項目

ＰＣＳ
のフィ
ルタ詰
まり

復旧に要
した期間

内容

対応

・ PCS 盤の給気フィルタ詰まりによ
り、盤内温度が上昇したため、PCS
が停止

・ 給気フィルタの清掃を実
施し、運転を再開

2日

・ PCS の冷却ファンが停止して内部の
温度上昇により、出力を絞って運転

・ ３号機パワコンの冷却フ
ァンを交換して復旧

3 週間

・ 冷却ファンのフィルタ目詰り・ファン
停止による温度上昇

・ フィルタの清掃を行い、正
常運転

3.5 ヶ月

・ PCS 温度上昇による保護機能の動作
により停止

・ フィルタの清掃を行い再
起動

3 ヶ月

・ PCS のフィルタ詰まりによる温度上
昇、冷却ファンのベアリング劣化によ
る故障

・ フィルタ清掃を実施
・ 冷却ファンを交換して復
旧
・ メーカー引取調査、修理に
より復旧
・ 塩害の可能性

・ PCS 内部のショート、冷却ファンの
停止による温度異常により停止

１ヶ月

5 ヶ月

・ 温度上昇により停止
・ 収納盤内の強制ファンのヒューズ損
傷、基板素子がかなりの数、焼きつい
ていた

・ メーカー移送・修理により
復旧作業

2 ヶ月

・ PCS２号機過電圧により基板を損傷
し系統連系不能となる

・ 故障基板はメーカー工場
にて修理。修理完了までは
予備品取り付け

4 ヶ月

・ PCS 制御回路の基板の腐食が原因で
通信異常となり停止

・ 応急修理を行い復旧

1 週間

・ PCS のケーブルの絶縁不良により停
止

・ メーカーに依頼して復旧

3 ヶ月

パネル

・ 太陽光パネルに野球のボールが当た
り、破損したため地絡が発生した

・ パネルの破損部位のブレ
ーカを遮断し、健全なパネ
ルのみにして、運転を再開

1 週間

日射量
計

・ 日射量計の故障（機械的損傷）により、 ・ 日射量計の取寄せ・交換
日射量の計測ができなくなった。
（その間、発電は継続）

その他
ＰＣＳ
トラブ
ル

2 ヶ月

出典）平成２４年度、平成２５年度 「新エネルギー技術フィールドテスト事業太陽光発電
新技術等フィールドテスト事業に関する運転データ分析評価等業務
評価報告書」（経済産業省、平成 25 年３月、平成２６年 2 月）
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発電性能等の分析・

太陽電池に着目すると、下図表のように導入から 5 年前後と 10 年頃に交換・修理をし
ている事例が目立ちます。この原因としては、太陽電池の初期不良や何らかの理由による
性能劣化等が想定されます。メーカーの保証期間（10 年程度のメーカーが多い）内であれ
ば、初期不良や一定程度以上の性能劣化は保証の対象となるため、日常点検や定期点検に
よる着実なチェック体制が重要となります。

図表 ２-6 太陽電池の修理・交換状況（N=470）
10%
３．修理
２．一部交換
１．全て交換
累積比率（交換・修理）

2.0%

8%

1.5%

6%

1.0%

4%

0.5%

2%

0.0%

交換・修理サイト割合（累積）

交換・修理サイト割合（単年度）

2.5%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

設置から交換修理までの年数

出典）「太陽光発電フィールドテスト事業に関する実態調査アンケート」（資源エネルギー
庁、2012.2）

またパワーコンディショナは一般的に 10 年程度で交換またはオーバーホールが必要と
いわれていますが、実態としてもその頃までの交換・修理が目立ちます。
パワーコンディショナは太陽光発電システムの中ではもっとも故障が起こりやすい設備
と言えます。可動部が多く、有償での交換・修理となる例も多いことから、あらかじめ費
用を積み立てておくことなども必要となります。
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図表 ２-7 パワーコンディショナの修理・交換状況（N=470）
3.0%

15%

2.5%

１．交換
累積比率（修理)
累積比率（交換）

2.0%

10%

1.5%
1.0%

5%

0.5%
0.0%

交換・修理サイト割合（累積）

交換・修理サイト割合（単年度）

２．修理

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

設置から交換・
設置から交換・修理までの年数

出典）「太陽光発電フィールドテスト事業に関する実態調査アンケート」（資源エネルギー
庁、2012.2）

1-4．保険の概要
太陽光発電システムの不慮の事故やトラブルに対応するために、保険に加入することが
できます。アンケートによると、現在保険に加入している事業者は 35％で、65％は未加
入です。その理由としては、「太陽光発電システムが対象となる損害保険を知らない」が最
も多く 49％、次いで「保険料が高い」が 13％となっています。
以下では、太陽光発電システムが加入できる保険の概要について紹介します。

図表 ２-8 現在の保険加入状況（左、N=455）と保険未加入の理由（右、N=296）
未記入
7%

２．加入して
いない
65%

１．加入してい
る
35%

④その他：
25%
③内容が
合わない
6%

①ＰＶが対象
となる損害保険
を知らない
49%

②保険料が
高い
13%

出典）「太陽光発電フィールドテスト事業に関する実態調査アンケート」（資源エネルギー
庁、2012.2）
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1-4-1．代表的な保険と内容
太陽光発電システムが加入できる代表的な保険として、「火災保険」、「動産総合保険」、
「施設賠償責任保険」の 3 種類を挙げることができます。それぞれの保険の概要は下図表
の通りです。
特に太陽光発電システムに特化した保険があるわけではなく、通常の火災保険等に加入
することになります。火災保険の場合は、太陽光発電システムが設置されている建物に付
保されている火災保険に加入することも、一般的には可能です。また、太陽光発電システ
ムの規模による制限も特にありません。新価、時価のどちらを対象とすることも可能です。
毎年の保険料は、「保険料＝保険金額×保険料率」から求めることができます。仮に保険
金額が 3,000 万円とすると、火災保険の場合の保険料は、3,000 万円×1.5～2.5％＝45
～75 万円/年と試算されます。
ただし、これらの内容はあくまで一般的なものであり、保険会社によっては内容が異な
っている場合があります。また、すべての保険会社が太陽光発電システムを対象とした保
険を扱っているわけではありませんので、内容の詳細については必ず保険会社に問い合わ
せて確認をして下さい。

図表 ２-9 太陽光発電システムが加入できる代表的な保険の例
保険種類

対象の
範囲

対象の
範囲外
保険料率

火災保険

動産総合
動産総合保険
総合保険

施設賠償責任保険

火災、落雷、風災・雹災・雪災、落 施設の安全性の維持・管理の不備や構造
下・飛来・衝突、水濡れ、いたずら、 上の欠陥、施設の用法に伴う仕事の遂行
盗難、破損、電気的・機械的自己を が原因となり、対人事故、対物事故がお
対象とすることが可能（どの原因を こり、法律上の賠償責任を負担された場
対象とするかは選択）
合に被る損害を補償する保険
保険の対象の欠陥によって生じた損害（性能不良等）
保険の対象の摩耗、仕様による品質もしくは機能の低下、さびまたは腐食に
よって生じた損害等（劣化による故障等）
1.5～2.5％
2.5～3.5％
—

出典）ヒアリング等により作成

1-4-2．保険請求時に必要な書類
保険の請求時には、一般的には以下の書類などの提出が必要です。
①事故箇所の写真 ②修理業者による修理見積書
③修理業者による事故原因見解書 ④修理工程表（大規模な修理工事の場合）

例えば、落雷による事故の場合、雷が直撃した場合は落雷痕の写真を提供することに
なります。一方、落雷による間接的な事故の場合、基板がショートしているようなケー
スは、外部から見ても分からないものの、基板の写真を提出することになります。
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2．環境啓発活動

太陽光発電を活用した環境啓発活動では、社内の環境教育への活用もあるものの、発電
量の表示や外部見学者の受入、CSR 報告書やインターネットを活用した外部発信など、外
部向けの施策が比較的多い傾向にあります。
以下では、共同研究事業者等から提出された環境啓発活動報告書から、これらのおもな
活動事例を紹介します。

図表 ２-10 太陽光発電を活用した環境啓発活動の実施状況（N=470、複数回答）
1.CSR･Web等の外部発信
2.外部見学者の受入れ
3.ｲﾍﾞﾝﾄ開催等
4.発電量の表示
5.関係者に対する環境教育への活用
6.内部向け資料への掲載
7.その他
8.特に無し
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

実施割合

出典）
「太陽光発電フィールドテスト事業に関する実態調査アンケート」
（資源エネルギー庁、2012.2）

2-1．CSR・Web 等の外部発信
会社のＣＳＲ（※）報告書やＷｅｂサイト、会社案内などのパンフレットに太陽光発電
導入記事を掲載することで、自社の取組みのアピールになると共に、来訪者等に対する環
境啓発にもなります。
（※）CSR（corporate social responsibility）
：企業の社会的責任
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図表 ２-11 事業者の環境報告書（左）や Web サイト（右）への掲載例

出典）平成２４年度 環境啓発活動状況報告書（資源エネルギー庁）

2-2．発電量の表示
建物のエントランスや人通りが多く目立つ場所などに設置することで、建物の利用者や
地域住民の方々など、多くの方々の環境意識に訴えかけたり、自社の取組みを PR すること
ができます。
図表 ２-12 発電量表示の例

出典）平成２４年度 環境啓発活動状況報告書（資源エネルギー庁）

2-3．関係者に対する環境教育への活用
太陽光発電を教材として、設置者の関係者や地域住民などを対象に、温暖化防止や自然
エネルギー普及をテーマとした環境学習会などに活用することができます。特に未来を担
う子供達に、環境に対する関心を持ってもらうことは重要です。近隣の小中学校の社会科
見学などの受入に活用することができます。
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図表 ２-13 環境教育への活用例

出典）平成２５年度 環境啓発活動状況報告書（資源エネルギー庁）

2-4．その他
その他の例として、太陽光発電推進事業として、企業独自の従業員向け補助金制度を設
けている例があります。

図表 ２-14 A 社における企業独自の従業員向け補助金制度の概要
期間
平成２２年度から３年間、上限 4ｋW まで
補助額
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度

７万円／kW
５万円／kW
３万円／kW

補助実績
平成 22 年度は３件、10.4kW に対して補助
出典）平成２２年度 環境啓発活動状況報告書（NEDO）
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関連法規
主な関連法規を記します。詳細な内容は国や自治体の担当部局に問い合わせて下さい。

＜電気事業法（法）、電気事業法施行規則（則）＞
①太陽光発電システムの扱い（法第 38 条、則第 48 条）
一般住宅・小規模事業所などに設置される低圧配電線との連系で、かつ出力 50kW 未満
の太陽光発電システムは、一般用電気工作物となります。
商用電力系統への連系区分については、一設置者あたりの電力容量（受電電力の容量、
または系統連系に係わる発電設備の出力容量のうち、いずれか大きい方）が原則として
50kW 未満の発電設備は低圧配電線（電圧 600V 以下）と、2,000kW 未満の発電設備は
高圧配電線（電圧 600V を超えて 7,000V 以下）と連系することができます。
これらの規定により、電気工作物の扱い（自家用か一般用か）、および諸手続が異なるた
めに留意が必要です。下図表に、その分類を示します。
参考図表１ 太陽光発電システムの分類
一設置者当たりの電力容量
太陽光発電システム
受電電力の容量
の出力容量
（契約電力）
50kW 未満
50kW 未満
2,000kW 未満
50kW 未満
50kW 以上
2,000kW 未満
50kW 以上
2,000kW 以上

系統連系の区分

電気工作物の種類

低圧配電線との連系

一般用電気工作物

高圧配電線との連系

自家用電気工作物

特別高圧線との連系

自家用電気工作物

②太陽光発電システムの技術基準適合義務（法第 39 条、56 条）
一般用電気工作物、自家用電気工作物ともに、電気設備の技術基準に適合させることが、
電気事業法で定められています。

（ａ）保安規程（法第 42 条、則第 50 条）
自家用電気工作物の場合は、自主保安体制の整備、確立をはかるために保安規程を作成
し、使用開始前に経済産業大臣へ届け出る必要があります。保安規程には、主任技術者の
電気工事の保安業務分掌、指揮命令系統などの保安管理体制、および保安業務の基本的な
内容が記載されています。
（注）保安規程の作成、届出などの手続きは、主任技術者（委託の場合は電気保安協会など）が行います。
なお、電力会社の商用電力系統へ連系する場合は、系統連系技術要件について電力会社と協議した系
統連系技術要件適合状況表、および電力会社の承諾を得た旨の承諾書などの写しを添付する必要があ
ります。
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（ｂ）主任技術者（法第 43 条、則第 52 条）
自家用電気工作物として太陽光発電システムを設置、運用する場合は、保安の確保とい
う観点から主任技術者を選任する必要があります。しかし、出力が 2,000kW（※）未満の
場合には、主任技術者は選任しなくても良く（不選任）
、電気保安協会などに委託すること
ができます。
（※）平成 25 年 6 月の電気事業法改正により、外部委託を可能とする範囲が従来の「1,000kW 未満」
から引き上げられました。

③手続き関係
電気事業法にかかる手続きとして、以下のものがあります。
・工事計画（法第 47、48 条、則第 62、68 条）
・使用前検査（法第 49 条、則第 65 条） ・保安規程（法第 42 条、則第 50 条）
・主任技術者（選任、または外部委託承認）
（法第 43 条、則第 52 条）

＜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（法）、
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施行規則
（平成二四年八月三一日経済産業省令第六四号）（省令）＞
①調達価格・調達期間について
（ａ）買取価格及び買取期間決定のプロセスについて（法第３条）
買取価格及び買取期間は、経済産業大臣が毎年度、当該年度の開始前に定めます。経済
産業大臣は、買取価格及び買取期間を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意
見を聴き、その意見を尊重します。また、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協
議するとともに、消費者問題担当大臣の意見を聴きます。

（ｂ）買取区分について（法第３条、省令第 2 条）
買取価格・買取期間は、再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態、規模ごとに
定められます。現在太陽光発電設備については、次の 2 区分となっています。
・出力 10kW 未満のもの
・出力 10kW 以上のもの

（ｃ）買取価格について（法第 3 条、法附則第 7 条）
買取価格は以下の２点を基礎として算定されます。
・効率的に事業が実施された場合に通常要する費用
・１キロワット時当たりの単価を算定するために必要な、１設備当たりの平均的な発電
電力量の見込み（「当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量」
）
その際には以下の３点が勘案されます。
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・再生可能エネルギー導入の供給の現状（「我が国における再生可能エネルギー電気の供
給の量の状況」(※)）
・適正な利潤
・これまでの事例における費用（「法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用い
て電気を供給する者の供給に係る費用」
）
(※)法律上、再生可能エネルギーの導入目標や導入見込量に基づいて買取価格を定めることとはされて
いません。

なお、以上の算定プロセスにおいては、以下２点への配慮を行う。
・施行後 3 年間は利潤に特に配慮
・賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないこと

②特定契約の締結・接続義務について（法第４条、５条）
特定契約の締結及び接続いずれに関しても、法律上、電気事業者は、法律又は省令に定
める正当な理由（拒否事由）がない限り、拒否してはならないと規定されています。
拒否事由については、限定列挙であり、電気事業者が拒否する場合における説明責任を
課すこととしています。

③設備認定について（法第 6 条）
再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする場合、固定買取価格制度の対象
となるためには、経済産業大臣から設備の認定を受けることが必要です。
認定の要件として、以下が求められます。
・発電設備が、調達期間にわたって安定的かつ効率的に発電することが可能であると見
込まれるものであること、その他の経済産業省令で定める基準に適合すること
・発電の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること

（ａ）各電源共通の基準
1）調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を安定的に維持できるようなメンテナ
ンス体制が確保されていること（メンテナンス体制を示す書類（※）を添付すること）
。
※当該設備のメンテナンスをメーカーや外部に行わせる場合には、当該メーカーや外部に国内メンテナ
ンス体制が常時確保されていること及び問題が生じてから３ヶ月以内に修理作業を開始できること、
それぞれを証明する書面をいう。また、発電事業者自らがメンテナンスを行おうとする場合には、発
電事業者が上記と同様の対応が可能であることを説明したメンテナンスを行う国内社内体制（技術者
の配置状況）を証明する書面をいう。

2）電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を
用い適正に計量することが可能な構造となっていること（配線図及び構造図を添付す
ること）。
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3）発電設備の内容が具体的に特定されていること（製品の製造事業者及び型式番号等当
該認定設備の内容を特定することのできる記号・番号を証する書類、又は、設備の設
計仕様図若しくはそれに準じる書類を添付すること）。
4）次年度以降の調達価格の算定に当たり、各再生可能エネルギーのコスト構造を把握す
るため、当該設備の設置にかかった費用（設備費用、土地代、系統への接続費用、メ
ンテナンス費用等）の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、
かつ、それを毎年度１回提出すること。
５）既存の再生可能エネルギー発電設備の発電機その他の重要な部分の変更により当該
設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあって
は、当該変更により再生可能エネルギー電気の供給量が増加することが確実に見込ま
れ、かつ、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること。

（ｂ）太陽光発電（１０ｋＷ未満、１０ｋＷ以上共通）
太陽光パネルのモジュール化後のセルの変換効率が、以下のパネルの種類に応じて、そ
れぞれ定める変換効率以上のものであることについて確認できるものであること。（破壊
することなく折り曲げることができるもの及びレンズ又は反射鏡を用いるものを除く。）
・シリコン単結晶系１３．５％以上
・シリコン多結晶系１３．５％以上
・シリコン薄膜系７．０％以上
・化合物系８．０％以上

④調達価格等の適用時期
適用される調達価格等については、接続契約に係る申込みの書面を電気事業者が受領し
た時又は国の設備認定時のいずれか遅い時点を基準時として、当該年度の調達価格・調達
期間が適用されます。ただし、調達期間の起算時期は、特定供給契約に基づき、電力会社
に電気の供給を開始した時点からとなります。

【環境アセスメント】
１万kW以上の風力
中小水力、地熱、
バイオマス（木質専焼）

接続契約申込書面受領時or設備認定時
接続契約申込書面受領時 設備認定時
いずれか遅い方の価格・期間を適用
いずれか遅い方の価格・期間を適用

供給開始

試運転

建設

設備完成
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工事着工

設備の発注

接続協議

接続契約のののの締結

設備認定

設備の選定

場所の選定

案件の立案

事業計画
詳細立案

資金調達

特定契約のののの締結

計画段階

調達期間の
起算の開始

＜その他の関連法規＞
太陽光発電の設置場所等に応じて、以下のような法規が関連する場合もあるため、詳細
な内容は国や自治体の担当部局に問い合わせて下さい。

＜建築基準法＞
建材一体型設置（屋根材や壁材などを太陽電池が兼ねる設置形態。1-3-4 節参照）の
場合には、建築基準法が定める「構造耐力」、「防火性」、「耐久性」、「安全性」等に関す
る要求基準を満たすことが必要となります。
また、太陽光発電システムに係る建築基準法の取扱いについて、次が示されています。
① 建築基準法が適用される工作物からの除外
電気事業法など他の法令の規定により、建築基準法の規定と同等の規制を受けると
判断される場合に、建築基準法が適用される工作物から除外する。
② 土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い
太陽光発電システムの架台下を屋内的用途に供しない場合などに、建築基準法が規
定する建築物に該当しないものとする。
③ 建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備の高さの算定に係る取扱い
建築物の高さに算入しても建築基準関係規定に適合する場合は、建築基準法施行令
が規定する「建築物の屋上部分」以外の建築物の部分として取り扱う。

＜農地法＞
農地に太陽光発電システムを設置する場合、農地法による転用許可等が必要となり、
原則として都道府県知事の許可が必要です。また原則として 4ha を超える場合は大臣許
可（地方農政局長等）が必要です。
農地は現状５つに区分されています。「 農用地区域内農地 」、「甲種農地」、「第一種農
地」は農地転用は原則不許可となっており、「第二種農地」（※）は周辺の他の土地に立
地することができない場合等は許可、「第三種農地」
（※※）は原則許可となっています。
※

鉄道の駅が 500m 以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

※※

鉄道の駅が 300m 以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

＜土壌汚染対策法＞
太陽光発電システムの設置に伴い、3,000m2 以上の土地の形質が変更される場合には、
土壌汚染対策法第に基づき、工事着手日の３０日前までに届出が必要となります。ただ
し、次のいずれにも該当しない土地の形質の変更については、届出は不要です。
① 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
② 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
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③ 土地の形質の変更に係る部分の深さが５０cm 以上であること
なお届出された土地において、特定有害物質による汚染のおそれがあると認められる
ときは、法に基づき、当該土地の汚染の状況について調査命令がかかることがあります。

＜航空法＞
空港近辺の土地を利用する場合、制限表面以下への設置やパネルの反射への考慮が必
要となります。航空機の安全な離着陸の確保を行うため、空港周辺に制限表面を設定し
て、制限表面の上に出る高さの建造物等の設置等は禁止されています。

出典）国土交通省東京航空局 Web サイト

＜都市計画法＞
都市計画区域における開発行為となる場合、原則として首長の許可が必要となります。
太陽光発電パネルおよびその付属設備（パワーコンディショナ等）の設置については、
原則として開発行為にはあたりませんが、建築物等と一緒に設置する場合は開発許可や
建築許可が必要となります。

＜森林法＞
地域森林計画の対象となる民有林（保安林等を除く）において１ヘクタールを超える
開発行為を行う場合は、知事又は権限委譲を受けた市町村長の許可が必要となります。
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用語集
本ガイドラインに登場する専門的な用語について、解説を記します。法律関係の用語など、
一部の用語については、太陽光発電システムに特化した記載としていますので、ご留意く
ださい。

一般用電気工作物

太陽光発電システムの場合、一般住宅などに設置される低圧配
電線との連系で、かつ 50kW 未満のもの。

架台

太陽電池のモジュールを取り付ける台のこと。

系統連系

太陽光発電システムを、商用電力系統に接続すること。

工事計画

電気事業法にもとづき、500kW 以上の太陽光発電システムは、
工事着工の 30 日前までに工事計画届けを所轄の産業保安監督部に
提出する必要がある。

固定価格買取制度

正式名称は「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」。2012 年 7 月 1 日より施行された法律
で、太陽光発電や小水力、バイオマス発電等の再エネ電源から
の電気を、一定期間・固定価格で買い取る制度。長期の収入の
目安が付けられるため、安定した事業計画が策定可能。

自家消費

太陽光発電で発電した電気を、自らの施設で利用すること。

自家用電気工作物

電気事業の用に供する電気工作物（一般電気事業者等が設置す
る一般電気事業等の用に供する電気工作物）及び一般用電気工
作物以外の電気工作物のこと。

自家用発電所運転半 1,000kW 以上の太陽光発電システムの場合、電気関係報告規
期報
則第２条に基づき、発電電力等を年２回「自家用発電所運転半
期報」を所轄の経済産業局に提出する必要がある。
使用前安全管理審査

使用前自主検査が適切に実施されているかを、国が評価する審査。
設置者の自主保安の改善に繋がることを目的として実施される。

使用前自主検査

2,000kW 以上の太陽光発電システムにおいて、工事後に設置者が
工事計画届出どおりに工事が行われているか、技術基準に適合して
いるか、を確認する検査のこと。

絶縁抵抗測定

電線間や大地との間の絶縁性（絶縁抵抗）を測定すること。絶
縁抵抗が低くなると、感電や火災等の原因となる。

接続箱

太陽電池からの複数の配線を、一つにまとめるための箱。太陽
電池の保守・点検など使用する開閉器なども、接続箱の中に納
められている。パワーコンディショナと一体の場合もある。

接地抵抗測定

アース端子が大地との間に持つ接地抵抗を測定すること。感電
防止のために、接地抵抗を適切な低さに保つ必要がある。

太陽光発電システム

太陽電池やパワーコンディショナなどを用いて、太陽の光を電
気に変換する発電システム。
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太陽電池

太陽の光エネルギーから電気を作り出す装置。太陽電池に使用
する原料により、様々な種類がある。

太陽電池アレイ

太陽電池モジュール（パネル）を複数枚並べて接続したもの。

太陽電池モジュール

太陽電池セルを配列して、屋外で利用できるよう樹脂や強化ガ
ラスなどで保護し、パッケージ化したもの。太陽電池パネルと
も呼ばれる。

短絡

電気回路の異なる電圧が加わっている部分が、予期せず非常に
小さい抵抗値で接続される状態。いわゆるショートのこと。短
絡が生じた場合、回路が誤動作したり、回路に設計値を超える
大電流が流れたりするため、電子部品等が異常発熱し、焼損す
ることがある。
電気回路と大地が電気的に接続される状態のこと。地絡が生じ
た場合、電気回路には異常な電流や電圧が発生する。

地絡

定期点検

自家用電気工作物の場合、保安規程に基づき法的に義務づけられて
いる。一般電気工作物の場合は自主点検となる。
年に 2 回以上、太陽電池や接続箱、パワーコンディショナ、系統連
系保護装置、設置装置などの外観点検や接地抵抗測定、絶縁抵抗測
定などを行う。

電気主任技術者

保安規程に基づき工事、維持及び運用に関する保安の監督を行
う者。

投資回収年数

事業に投下した資金が回収されるまでの年数。

内部収益率（IRR）

投資を何％で運用したかを示す値。投資に対する将来のキャッ
シュフローの現在価値（NPV）と、投資額の現在価値とがちょ
うど等しくなる割引率のこと。

日常点検

目視による点検と、発電量の確認・記録による異常の発見を中
心に、毎月 1 回程度実施することが望ましい点検

パワーコンディショ 太陽電池により作り出された直流の電気を、交流に変換する装
ナ（PCS）
置。停電時に太陽光発電システムを利用できる自立運転機能を
備えたものもある。
保安規程

自家用電気工作物の場合、自主保安体制の整備、確立をはかる
ために保安規程を作成する。主任技術者の電気工事の保安業務
分掌、指揮命令系統などの保安管理体制、および保安業務の基
本的な内容が記載される。

割 引 現 在 価 値 将来の収入を、想定する利率（割引率）を用いて現在の価値に
割り戻したもの。
（NPV）
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参考文献
更に詳しい内容を調べる場合には、以下の文献などが有用です。

文献名

出版元

出版年

入手方法等

太陽光発電システムの設計と施
工（改訂第 4 版）

一般社団法人
太陽光発電協会

2011.9

書店等で購入可能

大規模太陽光発電システム導入
の手引書

NEDO

2011.3

※１よりダウンロ
ード可能

太陽光発電フィールドテスト事
業に関するガイドライン（設計
施工・システム編）

NEDO

2010.3

※２よりダウンロ
ード可能

学校への太陽光発電導入ガイド
ブック

文部科学省

2009.7

※３よりダウンロ
ード可能

※１ http://www.nedo.go.jp/library/mega-solar.html
※２ http://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/
ZZ_pamphlets_08_1shinene_taiyoukou_ft_ sys_index.html
※３ http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/1281235.htm
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