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1 はじめに 

1.1 事業概要 

本事業の背景および目的 

発電時における二酸化炭素の排出量削減に向けた社会からの強い要請を受け、我が国では太陽

電池や風力をはじめとする再生可能エネルギーによる発電が増加の一途をたどっている。特に

2012 年の FIT 制度開始以来、事業目的で再生可能エネルギー発電事業に参入する事業者が増加

しており、非住宅用とされる 10kW 以上の太陽電池発電設備累積設備導入量は、2019 年 3 月末

時点で 3,842.6 万 kW に上る1。こうした流れに伴い、出力 50kW 未満の小出力太陽電池発電設備

数の急激な増加や、従来多く用いられてきた住宅の屋根設置型から地上設置型や水上設置型など

への設置形態の多様化が見られるようになってきている。 

こうした中、近年台風等の自然災害に伴う太陽電池発電設備の事故が頻繁に発生し、事故に対

する社会的な関心が高まっており、設備被害の低減を図ることが重要事項となっている。これら

の事故は、太陽電池モジュールの支持物に関する事故が多いことから、太陽電池発電設備の安全

を確保するための基準の見直しとして、2017 年度に「電気設備の技術基準の解釈」の改正を行い、

予め構造計算を実施した標準設計の公開も行った。さらに、2018 年度には太陽電池アレイ用支持

物設計標準（JIS C 8955：2004）の改訂（2017 年 3 月）に伴い、太陽電池発電設備の安全を確

保するため技術基準の解釈の改正を行った。ただし、これらの技術基準は、従来の設置形態であ

る屋根設置型や地上設置型を念頭に置いて検討されたものであり、新しい設置形態として池や湖

等の水面に浮かせて設置させる水上設置型については言及されていない。 

一方、ここ数年、水上設置型において、強風等による太陽電池モジュールの飛散、フロートや

アンカーの破損事故が相次いで発生しており、設備被害の低減を図るための一層の安全確保が求

められている。このため、地上設置型を想定して策定された現状の「電気設備の技術基準の解釈」

及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」を、水上設置型にも適用可能なものとすることを本事

業の一つ目の目的とする。 

小出力発電設備に該当する出力 50kW 未満の太陽電池発電設備については、平成 30 年度新エ

ネルギー等の保安規制高度化事業委託調査の実態調査（小出力発電設備に該当する太陽電池発電

設備及び風力発電設備の業界状況及び保安実態調査）2において、設計・施工・維持管理に不備が

ある現状が散見され、公衆安全を脅かす設置状況が確認されている。そのため、実際に太陽電池

発電設備の支持物が技術基準に適合しているかを確認するため、出力 50kW 未満の太陽電池発電

設備の支持物の現地調査を行い、その実態を把握することを本事業の二つ目の目的とする。 

太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令は現時点で制定されておらず、法的拘束力の

ない技術基準の解釈での規定に留まっている。このため、太陽電池発電設備に係る一層の安全確

保の観点から、本事業の一つ目の目的である水上設置型太陽電池設備の技術基準について検討を

行った結果を踏まえ、太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の検討を行うことを本

事業の三つ目の目的とする。 

  

                                                   
1 資源エネルギー庁. 第 46 回 調達価格等算定委員会. 資料 4, p4 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/046_01_00.pdf,（参照 2020-3-17） 
2 報告書： https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000100.pdf 
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1.2 本事業の実施方法 

水上設置型太陽電池発電設備に関する基準の検討 

水上設置型太陽電池発電設備の設置形態や製品タイプ等の設備情報の整理を行い、実態を把握

した。また、国内外における事故事例を収集し、事故要因を把握するとともに、海外規制の実態

を調査して本検討の参考となる情報を収集した。水上設置型太陽電池発電設備の設置形態や製品

タイプ等の設備情報の整理では、メーカーへのヒアリングを行い、机上調査の情報を補完した。

国内外における事故事例の分析では、2019 年 9 月に発生した台風 15 号で発生した事故につい

て、公開資料を基に分析を行った。 

これら調査から収集した情報を踏まえ、水上設置型太陽電池発電設備の技術基準の要件整理を

行うとともに、太陽電池発電設備の支持物（架台）における要求性能が規定されている「電気設

備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」の第 46 条第 2 項に盛り込むべき

項目を整理し、現行の文章を修正又は追加する形で改定案をまとめた。 

本検討にあたっては、1.2.4 で説明するワーキンググループを組成し、その討議内容を反映さ

せた。 

 

出力 50kW 未満の太陽電池発電設備の支持物の現地調査 

 出力 50kW 未満の小出力太陽電池発電設備のうち、技術基準の適合が疑われる案件を経済産業

省電力安全課で抽出し、経済産業省職員の立会いの下、「電気設備の技術基準の解釈」の第 46 条

で求める太陽電池モジュールの支持物に関する技術基準に適合されているかを調査した。なお、

当初予定していた杭引き抜き試験については、現地施設の状況等を考慮し、経済産業省電力安全

課と協議の結果、実施しないこととした。 

 さらに、現地調査による判定結果の内容をもとに、専門家等の判断を仰ぐ資料の一つとなる、

立入検査におけるチェックリストを作成した。 

 

太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の検討 

太陽電池発電設備に関して規定されている技術基準である「電気設備の技術基準の解釈」及び

「電気設備の技術基準の解釈の解説」の第 46 条第 2 項から、省令案に盛り込むべき項目を抽出す

る。この際、1.2.1 水上設置型太陽電池発電設備に関する技術基準の検討において示した案を考

慮した内容で検討した。 

また、太陽電池発電設備以外の各種発電設備に関する技術基準を定める省令の構成を整理し、

太陽電池発電設備における省令案の構成を検討した。 

これら検討した結果を踏まえ、太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の策定を行

った。 

本検討にあたっては、1.2.4 で説明するワーキンググループを組成し、その討議内容を反映さ

せた。 
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2 水上設置型太陽電池発電設備に関する基準の検討 

2.1 水上設置型太陽電池発電設備の実態調査 

水上設置型太陽電池発電設備の審査項目・基準の要件整理を実施する上で参考となる情報を収

集するために、実態調査を行った。 

 

世界における水上設置型太陽電池発電設備の導入状況 

世界銀行とシンガポール国立大学の太陽エネルギー研究所（Solar Energy Research Institute 

of Singapore：SERIS、以降、SERIS という）作成の Where Sun Meets Water FLOATING SOLAR 

MARKET REPORT EXECUTIVE SUMMARY によると、水上設置型太陽電池発電設備の導入の

歴史は、図 2-1 のようになっている。 

 

・水上設置型太陽電池発電設備は、2007 年に世界で初めて日本の愛知県に設置された。 

・最初に商用向けに設置されたのは、2008 年に米国カリフォルニア州のワイナリーに設置され

た出力 175 kWp の設備である。 

・出力 1 MWp を超える水上設置型太陽電池発電設備が 2013 年に出始め、日本、韓国、米国で

設置された後、中国（現在の導入量は最大）をはじめ、以下 29 の国々に広がった。 

 

水上設置型太陽電池発電設備の設置国 

日本 韓国 米国 

中国 オーストラリア ブラジル 

カナダ フランス インド 

インドネシア イスラエル イタリア 

マレーシア モルディブ オランダ 

ノルウェー パナマ ポルトガル 

シンガポール スペイン スウェーデン 

スリランカ スイス 台湾 

タイ チュニジア トルコ 

英国 ベトナム  

  

図 2-1 水上設置型太陽電池発電設備の導入の歴史 

出典：世界銀行とシンガポール国立大学の太陽エネルギー研究所（Solar Energy Research Institute of 

Singapore: SERIS）作成の Where Sun Meets Water FLOATING SOLAR MARKET REPORT EXECUTIVE 

SUMMARY3 

  

                                                   
3 http://documents.worldbank.org/curated/en/579941540407455831/pdf/Floating-Solar-Market-Report-

Executive-Summary.pdf 
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また、世界銀行と SERIS 作成の Where Sun Meets Water FLOATING SOLAR HANDBOOK 

FOR PRACTITIONERS よると、2018 年末時点での世界における水上設置型太陽電池発電設備

の累積導入量は、1,314 MWp、プロジェクト数は 300 件超となっている。 

図 2-2 は、世界における水上設置型太陽電池発電設備の年間導入量とその累積値である。2015

年から年間導入量の増加が顕著となり、2017 年、2018 年と急増し、2018 年末時点では、1.3 GWp

の水上設置型太陽電池発電設備が導入されている。 

 

図 2-2 世界における水上設置型太陽電池発電設備の年間導入量とその累積値 

出典：世界銀行とシンガポール国立大学の太陽エネルギー研究所（Solar Energy Research Institute of 

Singapore: SERIS）作成の Where Sun Meets Water FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR 

PRACTITIONERS4を基にＳＯＭＰＯリスクマネジメント作成 

 

  

                                                   
4 http://documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/pdf/Where-Sun-Meets-Water-Floating-

Solar-Handbook-for-Practitioners.pdf 
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図 2-3 世界における水上設置型太陽電池発電設備の設備容量比率・プロジェクト数比率 

出典：世界銀行とシンガポール国立大学の太陽エネルギー研究所（Solar Energy Research Institute of 

Singapore: SERIS）作成の Where Sun Meets Water FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR 

PRACTITIONERS6を基にＳＯＭＰＯリスクマネジメント作成 

 

図 2-4 は、国別の設備容量である。中国が全体の 73％（設備容量：959 MWp）を占め、次い

で日本が全体の 16％（設備容量：210 MWp）を占める。 

ここで、Solarplaza International BV 作成の稼働中の水上設置型太陽電池発電設備の出力規模

トップ 100（2019 年 5 月 30~31 日の第 5 回「ソーラーアセットマネジメントアジア」の準備資

料）より、1 位から 10 位までを表 2-2 に抽出する。設備容量が世界一である中国は、2016 年 4

月～2017 年 12 月にトップ 10 に入る設備を 4 つ稼働しており、その内、世界一位と二位の出力

規模を持つ設備（40 MWp 、20 MWp）が含まれる。 

 

  

                                                   
6 http://documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/pdf/Where-Sun-Meets-Water-Floating-

Solar-Handbook-for-Practitioners.pdf 
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国内における水上設置型太陽電池発電設備の基本情報 

本節では、エレクトリカル・ジャパン公開の発電所データベースの太陽光発電所マップ9（以降、

太陽光発電所マップという）を用いてまとめる。太陽光発電所マップへの設備登録の基準は、表 

2-3 のようになっている。 

 

表 2-3 太陽光発電所マップの登録条件 

・Web 調査によって、事業者、発電所名、出力が確認できたもの、かつ運転開始が判断できたもの 

・登録時期によって対象とする出力範囲が異なり、最近では 0.9MW 以上を中心に 0.7～0.8 MW を下限値とし

ている。ただし、今後参照される可能性の高い特徴のある発電所は登録している。 

出典：発電所データベースの構築方法10を基にＳＯＭＰＯリスクマネジメントまとめ 

 

本登録条件によりまとめられた一覧を基に、発電所名から水上設置型太陽電池発電設備と思わ

れるものを抽出したところ、計 71 件（設備容量：126 MW）となり、2.1.1 で示した日本の設備

容量（210 MWp）より少ない。しかしながら、国内の導入実績については、運転開始が判断でき

た発電所について調査・分析することが望ましいと考えられるため、太陽光発電所マップより得

られる水上設置型太陽電池発電設備の一覧を基に、ＳＯＭＰＯリスクマネジメントが Web 調査を

した結果についてまとめる。 

抽出した水上設置型太陽電池発電設備の出力規模分布は、図 2-5 となっている。 

 

 

図 2-5 太陽光発電所マップから抽出された水上設置型太陽電池発電設備のプロジェクト数 

出典：エレクトリカル・ジャパン公開の発電所データベースの太陽光発電所マップ11の一覧を基に 

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント作成  

                                                   
9 http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-japan/type/8.html.ja 
10 http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-japan/data.html.ja 
11 http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-japan/type/8.html.ja 
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水上設置型太陽電池発電設備の分布 

国内の水上設置型太陽電池発電設備は、図 2-6 のように、兵庫県に最も多く分布し、香川県、

埼玉県の順となっている。 

 

 

図 2-6 水上設置型太陽電池設備の国内分布（発電所数） 

出典：エレクトリカル・ジャパン公開の発電所データベースの太陽光発電所マップ12を基に 

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント作成 

 

農林水産省の農村振興局が 2014 年に調査した都道府県ごとのため池数の上位 5 位までを表 

2-4 にまとめると、1 位は兵庫県（21.9%）、2 位は広島県（9.9%）、3 位は香川県（7.4%）である。 

ため池の数が最も多い兵庫県で水上設置型太陽電池発電設備の導入が最も多く、ため池の数が

3 位の香川県で水上設置型太陽電池発電設備の導入が 2 位となっており、ため池の数が多い兵庫

県と香川県で、国内導入量の 55%を占めている。 

 

  

                                                   
12 http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-japan/type/8.html.ja 
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水上設置型太陽電池発電設備の構成 

航空写真 

水上設置型太陽電池発電設備の例として、2019 年に着工した女井間池水上太陽光発電所（香川

県）の航空写真を図 2-8 に示す。出力は 2,822 kW、太陽電池モジュールは約 9,400 枚設置され

ている。 

 

 

女井間池水上太陽光発電所（香川県） 

出力 2,822 kW 

図 2-8 水上設置型太陽電池発電設備の例 

出典：三井住友建設株式会社 HP 
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基本構成 

フロート設備の基本構成は、水面に浮かせるための浮体設備（以降、フロート設備という。）と、

太陽電池モジュールや PCS 等の電気設備、太陽電池モジュール、及びフロートを係留させるため

の係留設備（以降、係留設備という。）で構成される。 

フロート設備は、フロート設備メーカーにより製造される。なお、参考までに三井住友建設株

式会社製フロート設備の基本構成例を図 2-9 に示す。 

 

 

PuKaTTo（プカット）（三井住友建設株式会社製） 

図 2-9 水上設置型太陽電池発電設備の基本構成 

出典：三井住友建設株式会社 HP 

 

フロート設備の概要 

メーカーホームページ等の Web 調査で得られた情報を基に、フロート設備の主なメーカーや特

徴を表 2-5 にまとめる。 
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図 2-11 は、マンタレイ・アースアンカーの仕組みである。マンタレイ・アンカーに打ち込み用

ロッドを挿入して所定深さまで地中に打込み、打ち込み用ロッドを引き抜く、その後、アンカー

ロッドを引っ張ることによりマンタレイ・アンカーの先端が引張方向に対して 90 度になる向き

に回転し、引き抜き耐力が確保できる、という仕組みである。 

 

 

図 2-11 マンタレイ・アースアンカーの仕組み 

出典：株式会社日本ランテックの HP27 

 

図 2-11 は、水中設置におけるマンタレイ・アンカーの施工手順である。ダイバーによる施工

が行われ、油圧ゲージ（ロードロッカー）による引き抜き耐力の測定が行われている。 

 

 

図 2-12 水中設置におけるマンタレイ・アンカーの施工手順 

出典：株式会社日本ランテックの HP28  

                                                   
27 https://j-lantec.com/earth_anchors/ 
28 https://j-lantec.com/earth_anchors/ 
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7：30 頃に設備の破損を確認し、13：00 頃に発火を覚知していたとのことから、強風による構

造的損傷が発生した後に火災が発生しているとみられる。 

また、7：50～8：30 頃に全 PCS の停止操作を行っていることから、通常の電路状態であれば

PCS の停止後に電流が流れることはなく、火災に至るエネルギーは発生しない。したがって、火

災発生の原因は、強風による構造的損傷の際に電路が損壊したことによりなんらかの電路を形成

し、日照増加とともに太陽電池モジュールが発電し、電流が流れたことをきっかけとして火災に

至ったと推定される。 

以上を整理すると、以下のようになる。 

 

強風により構造的損傷が発生 

（構造的損傷の際に電路が損壊したことによりなんらかの電路を形成） 

↓ 

日照増加とともに太陽電池モジュールが発電し、電流が流れたことをきっかけとして火災が

発生 
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損傷の流れの推定 

アイランドが分断するまでの損傷の流れを推定したものが、図 2-20 である。事故対応・構造強

度ワーキンググループ 第 19 回の議事録38より、中央部のアンカー（289 から 292 付近）の係留

が最初に外れたことから起点となり、西及び東方向に破断していった、とされる。 

 

 

図 2-20 アイランドが分断するまでの損傷の流れの推定 

出典：第 19 回 事故対応・構造強度ワーキンググループ 資料 3 千葉・山倉水上メガソーラー発電所破損事故

に関する報告（京セラ TCL ソーラー合同会社資料）39 

 

損傷の起点の推定 

アンカー引き抜き耐力の調査をした結果が図 2-21 である。南側中央部の入隅部分又は出隅部

分に位置する、南側アンカー4 本（289～292）と東側アンカー4 本（293～296）、及び南側アンカ

ー2 本（302～303）の抜けが確認された。また、引き抜き耐力の低下は、東側アンカーで 3 本、

南側アンカーで 1 本確認された。 

  

                                                   
38 
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/019_gi

jiroku.pdf 
39 
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/019_0

3_00.pdf 
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図 2-21 アンカー引き抜き耐力調査結果 

出典：第 21 回 事故対応・構造強度ワーキンググループ 資料 3 千葉・山倉水上メガソーラー発電所破損事故

に関する報告（京セラ TCL ソーラー合同会社資料）40 

 

また、強風時にアイランドにかかる荷重を考慮したシミュレーションから、実際にアンカー抜

けを確認した入隅部分や出隅部分の南側アンカーに大きな水平応力（以降、アイランドへの偏荷

重という。）がかかることが示唆されたことから、アンカー抜けが今回の破損起点になった可能性

が高いと考えられている。 

 

事故原因の推定 

本事故の原因は、本事故に係る最初の事故対応・構造強度ワーキンググループ（第 19 回）の京

セラ TCL ソーラー合同会社の報告によると、表 2-16 となる。 

 

表 2-16 事故原因の推定 

原因 1：設計風速超え 

原因 2：アイランドが風、波により揺動し偏荷重が発生した可能性 

原因 3：アイランドの形状により部品に設計耐力以上の応力が加わり破損した可能性 

出典：第 19 回 事故対応・構造強度ワーキンググループ 議事録41よりＳＯＭＰＯリスクマネジメントまとめ 

  

                                                   
40 
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/021_0

3_00.pdf 
41 
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/019_gi

jiroku.pdf 
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その後の第 21 回事故対応・構造強度ワーキンググループで報告された内容より、原因１につい

ては、（3）に記載のとおり、本設備の設計風速（41.53m/s）を超えた事実は確認できていない、

としている。 

原因 2、3 については、（7）より、強風時にアイランドにかかる偏荷重がシミュレーションで示

唆されており、今後も追加検証を進めていく予定となっているが、本事故の発生要因に与える影

響度合いについては、現状公開されている資料からは確認できない。 

今後も、事故対応・構造強度ワーキンググループにて継続審議される予定であるため、今後の

展開に注視したい。 
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5. 在来生物との潜在的な相互作用を最小限に抑えるように設計する 

6. 発電中に水域の継続的な使用・メンテナンスが可能となるような浮体構造にする 

7. 以下の書類を含む、システムの設計情報を提出する 

 a. 当該設備に利用される水域面積 

 b. 当該水域の指定された機能 

 c. 係留システムの設計と材料 

 d. 架台の種類、パネル設置角、パネル間隔等 

 

イギリス 

国が定めた規格・規則を州や地方レベルで執行しており、イングランド及びウェールズ、スコ

ットランド、北アイルランドで異なる場合もある。小規模及び大規模・地上設置型の太陽電池発

電設備に関する規則等は存在するが、水上設置型太陽電池発電設備に特化した基準・規則は定め

られていないと思われる。 

貯水池の所有者／管理者に対しては、貯水池の開発許可制度（Guidance Reservoirs: owner and 

operator requirements）47があり、開発・登録・運用上の安全・リスク管理・事故報告などを定

めている。2016 年に当時では欧州最大規模であった水上太陽電池発電施設が QEⅡ貯水池に設置

されたが、水域の使用用途等の変更が無いことから「開発申請・許可が不要」な案件という扱い

であった48。また、同国ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が取りまとめている再生可

能エネルギー発電施設の Web 上データベース49においても、開発申請日・許可日は空欄となって

おり、開発工程の詳細は分かっていない。 

 

中国 

水上設置型太陽電池発電設備に特化した基準・規則は定められていない状況であると思われる

が、世銀レポートによるとフロートの品質規格を整備中である50。 

また、中国太陽光発電協会は「水面上太陽電池発電設備設計基準」及び HDPE（高密度ポリエ

チレン）製のフロートのドラフト案を発表し、関連企業・団体等からのコメントを募集している。 

このドラフト案は、既存の国家規格である GB50797（太陽電池発電設備設置基準）及び関連す

る国家規格や基準の参照・補足、発電設備の設置やアレイ配置、電気配線、構造物、消火設備、環

境配慮等を記載51しており、現在は審議会等による協議中とみられる52。表 2-19 に設置基準につ

いてのドラフト案の目次タイトルと概要の一部（ＳＯＭＰＯリスクマネジメントにて和訳）を示

す。 

  

                                                   
47 https://www.gov.uk/guidance/reservoirs-owner-and-operator-requirements#build-or-modify-a-reservoir 
48 https://wwtonline.co.uk/features/project-focus-floating-solar-panels-for-thames-reservoir 
49 https://www.gov.uk/government/publications/renewable-energy-planning-database-monthly-extract 
50 Where Sun Meets Water-Floating Solar Handbook for Practitioners p61 
51 http://www.chinapv.org.cn/Uploads/File/2018/09/21/u5ba4721f285fd.pdf 
52 http://www.chinapv.org.cn/standard_dynamics/731.html 
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台湾 

台湾政府経済部（経済産業省）水利署による、灌漑用貯水池に設置された太陽電池発電施設に

関するガイドラインとして、「農田水利會灌溉蓄水池 設置太陽電池電設施 管理原則」が定められ

ている53。太陽電池発電設備の設置面積（水域の 50％以内）、貯水池への影響及び環境汚染等を記

載しているが、設置面積以外の詳細数値規定は特に無い。 

 

シンガポール 

現段階では、水上設置型太陽電池発電設備に特化した基準・規則は定められていないと思われ

るが、水上・洋上設置型のプロジェクトが進行中である。過去のプロジェクト開発に関してシン

ガポール経済開発庁（EDB）が民間企業に依頼した「情報提供依頼書」（RFI／Request for 

Information）54によると、当該水域の水質・周辺環境への影響に関する規定がある。建築・電気

基準に関する要件は記載されていないが、EDB の他にも各関係省庁＊55の基準を順守する旨の記

載がある。 

 

韓国 

過去の水上設置型太陽電池発電プロジェクトに関する研究論文には、風荷重が同国の建築基準

（Korean Building Code and Commentary、Korean Bridge Design Specification）に基づく旨

の記載56があるため、建築基準法施行規則に則り設計する必要があると考えられる。 

環境面での規制については、韓国エネルギー公団（Korea Energy Agency）が発表した、再生

可能エネルギー証書（REC）取引制度における証書発行と取引市場運営に関する規則57が定めら

れており、水上設置型太陽電池発電設備も対象とされている。主に水域についての規定（一年を

通じて水量／水流がある）、ダム・貯水池の本来の使用目的を損なわない運営、水質の衛生安全基

準（水道法）への準拠などを定めている。 

さらに、設備を農業用貯水池に設置する場合は当該貯水池を管轄する自治体（韓国農漁村公社

が管轄する場合は各地域本部長）による事前承認が必要58となる法令や、水質について全有機体炭

素（TOC：Total Organic Carbon)が 6mg / L 以下を示す水域には設置不可といった環境ガイドラ

イン59が策定されている。 

  

                                                   
53 https://www.wra.gov.tw/media/21923/農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則.pdf 
54 https://www.edb.gov.sg/content/dam/edbsite/news-and-resources/news/solar-pv-system/request-for-

information-large-scale-floating-solar-pv-system-for-private-sector-consumption.pdf 
55 PUB（シンガポール公益事業庁）、Nparks（国立公園庁）、EMA（エネルギー市場監督庁）、SLA（国土庁）、

URA（都市再開発庁）ほか。 
56 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=2ahUKEwicl92w1JjmAhWK

FYgKHW8XAjEQFjAOegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-

1073%2F10%2F8%2F1142%2Fpdf&usg=AOvVaw20J9RuzsSbMCVYEGDwVsLO 
57 http://www.pivlab.net/upload_file/Kwater.pdf 
58 農漁村整備法 第 23 条（農業生産基盤施設の目的外使用） 
59 環境政策基本法施行令 第 6 条（環境基準）14・15 共に以下 URL 

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=gri_blog&logNo=220866783809 
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オランダ 

水上設置型太陽電池発電設備は、運河等に浮かぶ家屋（ハウスボート）等と同様に建築構造物

（Building structure）と見なされ、環境面での許可が必要とされている。設置する水域の管理者

レベル（国・地方自治体・民間）により、許認可手続きが異なる。主に、建物及び土地・水面利

用、水質管理、環境保護、公有地での配線等の規則・基準が適用される60。 

ただし、水上設置型太陽電池発電設備に特化した基準・規則は定められていないとみられる。 

 

オーストラリア クイーンズランド州 

米国と同様に、オーストラリアの建築法制度は州ごとに異なるものの、建築基準についてはオ

ーストラリア建築基準法（NCC／国家建築基準）において最低限守るべき性能レベルを規定し、

全国的に技術的統一を図っている。 

水上設置型太陽電池発電設備は、同州の開発基準である Queensland Development Code61にお

いて Floating Buildings（浮体式建築物）に該当すると思われ、同基準は NCC の一部である BCA

（オーストラリア建築規則）を参照している。さらに、BCA では風荷重等について、AS/NZS1170.2

などの国家規格を参照している。 

 

 

 

 

 

  

                                                   
60 Where Sun Meets Water-Floating Solar Handbook for Practitioners p66 
61 https://www.hpw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/4313/mp-3-1-floating-buildings.pdf 
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審査項目・基準の要件整理 

水上設置型太陽電池発電設備の構造的特徴や事故原因を念頭に置いた上で、水上設置型太陽電

池発電設備に求められる性能要件について、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術

基準の解釈の解説」（第 46 条 第 2 項の各条文（第一～七号））へ反映した改定案を検討した。検

討結果の概要は次のとおりである。 

支持物の定義の明確化（フロート、架台、係留索、アンカー）については、「電気設備の技術基

準の解釈の解説」（第 46 条 第 2 項）の第一号において、その内容とともに図による解説を加え

た。 

設置環境に応じた想定荷重設定の必要性については、「電気設備の技術基準の解釈の解説」（第

46 条 第 2 項）の各号列記以外の部分に、多様化する設置環境や使用材料に対して考慮すること

の必要性についての内容を追記した。さらには、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の

技術基準の解釈の解説」（第 46 条 第 2 項）の第一号に、当該設置環境において想定される各種荷

重について安定である必要性についての内容を加えるとともに、考慮すべき荷重の参考となる情

報を加えた。 

支持物の基礎部分としてのアンカーに対する要求性能については、「電気設備の技術基準の解釈」

及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」（第 46 条 第 2 項）の第五号に、支持物の上部構造に支

障をきたす沈下、浮き上がり、水平方向への移動がないように、アンカーに関しても想定される

荷重を満たす設計することを要求する旨、追記した。 

樹脂部材の劣化に考慮することについては、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技

術基準の解釈の解説」（第 46 条 第 2 項）の第六号に、樹脂部材の劣化について留意する必要があ

る旨、追記した。 

次頁以降に改定案を示す。 
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写真 3-1 施設 Aの太陽電池アレイ 

 

設計荷重の設定 

構造計算書において JIS C 8955 での風圧荷重の算定結果に誤りが認められる。特に、高さ方向

分布係数 Erの計算時におけるアレイ面の高さが 0.2m に設定されており、過小な風圧荷重となっ

ている。正しくは、アレイ面の高さが Zb（＝5m）以下の場合、Zbを用いて高さ方向分布係数を算

出する必要がある。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第二号】 

  

写真 3-2 アレイ面の高さ 

 

基礎の重量 

風圧荷重が過小であるため、浮き上がりに対する基礎の重量が不足している懸念がある。なお、

基礎として使用されているコンクリートブロック（幅 120mm×高さ 120mm×長さ 600mm：写

真 3-3）は、1 個当たりの重量が約 20 ㎏であり、1 枚の PV モジュール（約 1.6m2）に 2～4 個配

置されているので、単位面積重量は 25～50kg/m2 である（写真 3-4）。PV モジュール重量の約

12kg/m2とすると、当設備の重量は概ね 37～62kg/m2であると推測される。一方、風圧荷重（負

圧）は次のとおりであるが、設備重量による抵抗力（363～607N/m2）では不足している蓋然性が

高い。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第五号】 

 

JIS C 8955:2004 の場合：697 N/m2（V0＝32m/s、地表面粗度区分Ⅲ、アレイ傾斜角 15°） 

JIS C 8955:2017 の場合：791 N/m2（V0＝32m/s、地表面粗度区分Ⅲ、アレイ傾斜角 5°）  
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写真 3-3 基礎に用いられていたコンクリートブロック 

   

写真 3-4 基礎コンクリートブロックの配置 

（左：PVモジュールの北側と南側のそれぞれに配置されている、 

右：北側と南側の基礎が兼用されている） 

 

基礎の滑動 

逆風（負圧）時においてパネルに浮き上がり力が作用すると、見掛け上の重量が減り、基礎底

面での摩擦力が低下するので、基礎が水平方向に滑動するおそれがある。また、基礎は根入れ（地

盤に埋め込まれている部分）がなく、砂利の上に敷設されているため、地盤による水平方向の抵

抗力が不足していると推測される（写真 3-5）。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第

五号】 

 

 

写真 3-5 砂利の上に敷設されたコンクリートブロックの配置 
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施設 B 

施設 B の太陽電池アレイの支持物は、施設 A とほぼ同様であり、PV モジュールが取付金具を

介して複数の直接基礎（独立基礎）に取付けられている構造形式である（写真 3-8）。 

 

 

写真 3-8 施設 Bの太陽電池アレイ 

 

設計荷重の設定 

構造計算書において JIS C 8955 での風圧荷重の算定結果に誤りが認められる。特に、高さ方向

分布係数 Erの計算時におけるアレイ面の高さが 0.2m に設定されており、過小な風圧荷重となっ

ている。正しくは、アレイ面の高さが Zb（＝5m）以下の場合、Zbを用いて高さ方向分布係数を算

出する必要がある。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第二号】 

 

基礎の重量 

風圧荷重が過小であるため、浮き上がりに対する基礎の重量が不足している懸念がある。なお、

基礎として使用されているコンクリートブロック（幅 120mm×高さ 120mm×長さ 600mm）は、

1 個当たりの重量は約 20 ㎏であり、1 枚の PV モジュール（約 1.6m2）に概ね 2～4 個配置されて

いるので、単位面積重量は 25～50kg/m2である（写真 3-9 左）。PV モジュール重量の約 12kg/m2

とすると、当設備の重量は概ね 37～62kg/m2であると推測される。一方、風圧荷重（負圧）は次

のとおりであるが、設備重量による抵抗力（363～607N/m2）では不足している蓋然性が高い。 

 

JIS C 8955:2004 の場合：697 N/m2（V0＝32m/s、地表面粗度区分Ⅲ、アレイ傾斜角 15°） 

JIS C 8955:2017 の場合：791 N/m2（V0＝32m/s、地表面粗度区分Ⅲ、アレイ傾斜角 5°） 

 

また、PV モジュールが縦置き（長辺が南北方向になる配置）になっている箇所では、北側と南

側の PV モジュールの基礎が兼用となっており、1 個の基礎がパネル 1 枚を負担することになっ

ているものも見られる（写真 3-9 右）。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第五号】 
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写真 3-9 基礎コンクリートブロックの配置 

（左：PVモジュールの北側と南側のそれぞれに配置されている、 

右：北側と南側の PVモジュールで基礎が兼用されている） 

 

基礎の滑動 

逆風（負圧）時においてパネルに浮き上がり力が作用すると、見掛け上の重量が減り、基礎底

面での摩擦力が低下するので、基礎が水平方向に滑動するおそれがある。また、基礎は根入れ（地

盤に埋め込まれている部分）がなく、砂利の上に敷設されているため、地盤による水平方向の抵

抗力が不足していると推測される。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第五号】 

 

PVモジュールの固定金具の設置位置 

PV モジュールの固定金具の位置が様々であり、メーカーが指定する取付位置から外れている

（仕様外の）懸念がある。特に、PV モジュールが縦置きの箇所では、短辺で固定されており、仕

様外の蓋然性が高い。なお、仕様外の場合にはメーカーが保証する耐圧性能が期待できない。【確

認推奨事項】 

 

 

写真 3-10 PVモジュール固定金具の設置位置（短辺固定） 

 

 

  



63 

PVモジュール固定金具の強度 

設計荷重（風圧荷重）が非安全側に誤っているため、PV モジュール固定金具の強度不足懸念が

ある。また、当設備では 2 社の PV モジュール固定金具が用いられているが、いずれも固定金具

と基礎が固定されていない（固定金具上に基礎を載せている）状態であることから、地震や強風

で基礎が移動する（強風時には PV モジュールが飛散する）ことが懸念される。【電気設備の技術

基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第二号、第五号】 

また、一部の固定金具では、モジュールから外れているものやズレているものが見られ、施工

管理や維持管理上の問題があることも懸念される（写真 3-11）。【確認推奨事項】 

 

 

  写真 3-11 PV モジュール固定金具の外れ・ズレ  
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施設 C 

施設 C の太陽電池アレイの支持物は、施設 A、施設 B とほぼ同様であり、PV モジュールが取

付金具を介して複数の直接基礎（独立基礎）に取付けられている構造形式である（写真 3-12）。 

 

 

写真 3-12 施設 Cの太陽電池アレイ 

 

設計荷重の設定 

構造計算書において JIS C 8955 での風圧荷重の算定結果に誤りが認められる。特に、高さ方向

分布係数 Erの計算時のアレイ面の高さが 0.2m に設定されており、過小な風圧荷重となっている。

正しくは、アレイ面の高さが Zb（＝5m）以下の場合、Zbを用いて高さ方向分布係数を算出する必

要がある。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第二号】 

 

基礎の重量 

風圧荷重が過小であるため、浮き上がりに対する基礎の重量が不足している懸念がある。なお、

基礎として使用されているコンクリートブロック（幅 120mm×高さ 120mm×長さ 600mm）は、

1 個当たりの重量は約 20 ㎏であり、1 枚の PV モジュール（約 1.6m2）に概ね 2～4 個配置されて

いるので、単位面積重量は 25～50kg/m2 である（写真 3-13）。PV モジュール重量の約 12kg/m2

とすると、当設備の重量は概ね 37～62kg/m2であると推測される。一方、風圧荷重（負圧）は次

のとおりであるが、設備重量による抵抗力（363～607N/m2）では不足している蓋然性が高い。【電

気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第五号】 

 

JIS C 8955:2004 の場合：697 N/m2（V0＝32m/s、地表面粗度区分Ⅲ、アレイ傾斜角 15°） 

JIS C 8955:2017 の場合：791 N/m2（V0＝32m/s、地表面粗度区分Ⅲ、アレイ傾斜角 5°） 
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写真 3-13 基礎コンクリートブロックの配置 

（左：PVモジュールの北側と南側のそれぞれに配置、 

右：北側と南側の基礎が兼用されている） 

 

基礎の滑動 

逆風（負圧）時においてパネルに浮き上がり力が作用すると、見掛け上の重量が減り、基礎底

面での摩擦力が低下するので、基礎が水平方向に滑動するおそれがある。また、基礎は根入れ（地

盤に埋め込まれている部分）がなく、砂利の上に敷設されているため、地盤による水平方向の抵

抗力が不足していると推測される。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第五号】 

 

PVモジュールの固定金具の設置位置 

PV モジュールの固定金具の位置が様々であり、メーカーが指定する取付位置から外れている

（仕様外の）懸念がある（写真 3-14）。なお、仕様外の場合にはメーカーが保証する耐圧性能が期

待できない。【確認推奨事項】 

 

  

写真 3-14 PVモジュール固定金具の設置位置  
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PVモジュール固定金具の強度 

設計荷重（風圧荷重）が非安全側に誤っているため、PV モジュール固定金具の強度不足懸念が

ある。また、当設備では 2 社の PV モジュール固定金具が用いられているが、いずれも固定金具

と基礎が固定されていない（固定金具上に基礎を載せている）状態であることから、地震や強風

で基礎が移動する（強風時には PV モジュールが飛散する）ことが懸念される。【電気設備の技術

基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第二号、第五号】 

また、一部の固定金具では斜めにズレているものが見られ、施工管理や維持管理上の問題があ

ることも懸念される（写真 3-15）。【確認推奨事項】 

 

 

 写真 3-15 PVモジュール固定金具の外れ・ズレ 
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施設 E 

施設E の太陽電池アレイの支持物は単管製架台と杭基礎（スクリュー杭）から構成されており、

敷地は平均斜度 6.3°の南下りの緩やかな傾斜地である（写真 3-21）。 

 

 

写真 3-21 施設 Eの太陽電池アレイ（全景） 

 

設計図書 

設計図書（支持物の図面及び構造計算書）が整備されておらず、支持物の強度が電気設備技術

基準での要求性能に満足していることが確認できない。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第

2 項 第一号～第六号】 

 

架台の構造について 

南北方向（東側・西側の構面）及び東西方向（南側の構面）に対してブレースが配置されてお

らず（写真 3-22）、杭基礎と架台の接合部が剛接合であることが確認できないことから（写真 3-

23）、安定構造でない懸念がある。【電気設備技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第一号】 

   

  写真 3-22 架台の架構形式   写真 3-23 杭と架台の接合部 
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接合部について 

架台の各部材（単管）は単管クランプによって接合されているが、部材間の荷重（応力）を伝

達できる強度を有していることを確認できない（写真 3-24 左）。また、横架材の接合に用いられ

ているジョイントは、曲げモーメントに対する強度が不足している（曲げモーメントを負担でき

ない）懸念がある（写真 3-24 右）。【電気設備技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第四号】 

 

  

写真 3-24 架台の接合部 

 

杭基礎について 

径の異なる 2 種類の杭（直径 80mm 及び 60mm）が使用されているが、それぞれの杭基礎につ

いての鉛直方向（押込み・引抜き）及び水平方向への抵抗力について検討された資料が確認でき

ない（写真 3-25）。【電気設備技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第 5 号】 

 

  

写真 3-25 2種類の杭基礎 

 

設計荷重 

傾斜地における風速増加を考慮した風圧荷重を設定する必要がある。【確認推奨事項：地上設置

型太陽光発電設備の設計ガイドライン 2019 年版(NEDO) 参照】 
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施設 F 

施設 F の太陽電池アレイの支持物は、単管製架台と円形の直接基礎（独立基礎）から構成され

ている（写真 3-26）。 

 

 

写真 3-26 施設 Fの太陽電池アレイ 

 

設計図書 

設計図書（支持物の図面及び構造計算書）が整備されておらず、支持物の強度が電気設備技術

基準での要求性能に満足していることが確認できない。（電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第

2 項 第一号～第六号） 

 

架台の構造形式 

南北方向（東側・西側の構面）に対してブレースが配置されておらず、根入れが小さい独立基

礎がピン支点であると考えられることから、安定構造でない懸念がある（写真 3-27）。【電気設備

技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第一号】 

 

 

    

写真 3-27 架台の架構形式 

  



73 

架台の接合部 

架台の各部材（単管）は単管クランプによって接合されているが、部材間の荷重（応力）を伝

達できる強度を有していることを確認できない（写真 3-28 左）。横架材の接合に用いられている

ジョイントは、曲げモーメントに対する強度が不足している（曲げモーメントを負担できない）

懸念がある。また、ジョイント部材の腐食が進んでおり、腐食に対する性能が不足している懸念

がある（写真 3-28 右）。【電気設備の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第四号、第六号】 

 

  

写真 3-28架台の接合部（左：単管クランプ、右：横架材の接合部） 

 

独立基礎 

コンクリート製の独立基礎としているが、大きさ（直径 300mm×高さ 300mm、推定重量約 50

㎏）であるため、風圧荷重（負圧）に対して重量不足であると推測される。また、根入れ深さが約

10cm 程度のものもあり、横移動に対する受動土圧の不足も懸念される（写真 3-29）。【電気設備

の技術基準の解釈 第 46 条 第 2 項 第五号】 

 

  

写真 3-29独立基礎 
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3.3 調査結果まとめ 

本調査対象の全ての施設において、電気設備の技術基準の解釈第 46 条第 2 項での要求性能を

満足していないと推定される事項が見られた。これらの発電設備では、架台や基礎の構造強度の

不足が懸念される。また、強風、積雪、地震等の自然事象によって損壊することも考えられるた

め、当該発電設備においては前述の指摘事項を参考に早期に補強されることが望ましい。さらに、

同様の構造形式をもつ発電設備においても、早期に現地調査を行うことを推奨する。 

 

3.4 立入検査におけるチェックリスクの作成 

電気設備の技術基準での要求性能及び 3.3 の現地調査により得られた知見をもとに、専門家等

の判断を仰ぐ資料の一つとなる、立入検査におけるチェックリストを作成した（添付資料参照）。

以下にチェックリストにおける各調査項目とその目的を表 3-3 に示す。 
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表 4-4 省令の概要（発電用原子力設備） 

第 1 条 適用範囲 

第 2 条 定義 

第 3 条 特殊な設計による施設 

第 4 条 防護措置等 

第 4 条の 2 火災による損傷の防止 

第 5 条 耐震性 

第 6 条 流体振動等による損傷の防止 

第 7 条 柵等の施設 

第 7 条の 2 不法侵入の防止 

第 7 条の 3 急傾斜地の崩壊の防止 

第 8 条 原子炉施設 

第 8 条の 2 安全設備 

第 9 条 材料及び構造 

第 9 条の 2 使用中の亀裂等による破壊の防止 

第 10 条 安全弁等 

第 11 条 耐圧試験等 

第 12 条 監視試験片 

第 13 条 炉心等 

第 14 条 熱遮蔽材 

第 15 条 一次冷却材 

第 16 条 循環設備等 

第 16 条の 2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

第 16 条の 3 原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等 

第 17 条 非常用炉心冷却設備 

第 18 条 一次冷却材の排出 

第 19 条 逆止め弁の設置 

第 20 条 計測装置 

第 21 条 警報装置等 

第 22 条 安全保護装置 

第 23 条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 

第 24 条 制御材駆動装置 

第 24 条の 2 原子炉制御室等 

第 24 条の 3 発電所緊急時対策所 

第 25 条 燃料貯蔵設備 

第 26 条 燃料取扱設備 

第 27 条 生体遮蔽等 

第 28 条 換気設備 

第 29 条 
放射性物質による汚染の防止 

第 29 条の 2 

第 30 条 廃棄物処理設備等 

第 31 条 廃棄物貯蔵設備等 

第 32 条 原子炉格納施設 

第 33 条 保安電源設備 

第 34 条 準用 

第 35 条 電磁的記録媒体による手続 
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4.2 検討の方向性の整理 

「電気設備の技術基準の解釈」の改定案、既に制定されている発電設備に係る省令を参考に、

水上設置型を含む太陽電池発電設備の省令案を検討した（図 4-2）。 

電気事業法における「発電設備」とは、発電機ならびにそれと一体となって発電に供される「原

動力設備」と「電気設備」の総合体と定義されている。特に原動力設備の例として、水力発電設

備ではダム、水路や水車等が該当し、火力発電設備ではボイラーやタービン等が該当し、風力発

電設備ではブレードや増速機等が該当する。 

太陽電池発電設備の場合、「電気設備の技術基準の解釈」第 46 条「太陽電池モジュールの支持

物」が「原動力設備」として考えられる。具体的には、太陽電池モジュールの支持物の性能規定

については第 2 項、太陽電池モジュールの支持物の標準仕様については第 3 項、太陽電池発電設

備の施設による土砂の流出又は崩壊防止措置については第 4 項に記述されている。 

本事業における「電気設備の技術基準の解釈」の改定案は、水上設置型の追加を念頭に置き、

性能規定について記述されている「電気設備の技術基準の解釈」の第 46 条 第 2 項の改定案を検

討したものである。 

上記を踏まえ、本事業における省令案は、「電気設備の技術基準の解釈」の改定案に基づき、現

行の省令では示されていない太陽電池発電設備（主に太陽電池モジュールの支持物）の性能規定

を盛り込むことについて検討を行った（図 4-2）。 

 

 

図 4-1 検討の方向性 
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図 4-2 本検討の位置付け 

 

4.3 省令案の検討 

「電気設備の技術基準の解釈」は、各号列記以外の部分に示されているとおり、設備設計時に

満たさなければならない技術的要件をできるだけ具体的に示したものである。 

同時に、省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容はこの解釈に限定され

るものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令

に適合するものと判断できることも明記されている。 

さらに、性能規定と規格規定を併記して記載しているものは、いずれかの規定の要件を満たす

ことにより省令を満足することも明記されている。 

したがって、主に性能規定について検討した「電気設備の技術基準の解釈」の改定案に基づき、

省令案の検討を行った。表 4-5 に省令案を示す。 
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5 おわりに 

本事業では、水上設置型太陽電池発電設備に関する実態調査として、フロート設備等の水上設

置型に特有な設備の情報収集とともに、国内外の事故事例の収集や海外における規制・基準の現

状について情報収集を行い、整理した。この整理した基本情報の内容を踏まえ、水上設置型太陽

電池発電設備に関する要件を盛り込むべく、現行の「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設

備の技術基準の解釈の解説」の改定案、さらには、太陽電池発電設備に関する技術基準を定める

省令案の検討を行った。また、太陽電池発電設備の現地調査を行い、現状における太陽電池アレ

イの支持物の「電気設備の技術基準の解釈 第 46 条第 2 項」への適合状況について確認を行っ

た。 

一方で、本事業で検討した省令案は、「電気設備の技術基準の解釈」の改定案に基づいている

ため、この省令案が適用された際には、省令に基づく「電気設備の技術基準の解釈」の更なる改

定の検討が必要である。加えて、この解釈に紐づく形で定められる「電気設備の技術基準の解釈

の解説」の改定についても、併せて検討する必要がある。 

また、本事業における太陽電池発電設備の現地調査において、太陽電池モジュール固定金具の

ズレや単管パイプ接続金具の錆等の維持管理上の問題点も見受けられたことから、保安規程にお

ける支持物に関する内容についても検討を行う必要がある。 

さらには、本事業では小出力（50kW 未満）太陽電池発電設備を主に対象として現地調査を行

ったものの、その全てで電気事業法の技術基準（電気設備の技術基準の解釈 第 46 条第 2 項）

に対して適合性が確認できないという結果になった。これを踏まえ、今後の保安規程を検討する

上での更なる情報収集を目的に、構造部分の強度について、より調査・分析等を継続して実施す

ることが望ましい。 

今後も太陽電池発電設備を追跡調査することで実態を把握するとともに、多様な設置形態にお

ける太陽電池発電設備の安全性を確保に向けた検討を進めていくことが望まれる。 
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事業概要

◆ 事業の目的、背景

◆ 業務内容

太陽電池発電設備の事故が相次いで発生していることを踏まえ、一層の安全確保の観点から以下業務を実施する。

太陽電池発電設備の事故が相次いで発生していることを踏まえ、一層の安全確保の観点から以下業務を実施する。

（１） 水上設置型太陽電池発電設備に関する基準の検討

① 水上設置型太陽電池発電設備の実態調査

② 水上設置型太陽電池発電設備の国内外事故事例等分析

③ 水上設置型太陽電池発電設備の規制に関する海外調査

④ 水上設置型太陽電池発電設備の審査項目・基準の要件整理

①～③の調査結果を踏まえ審査項目・基準を作成するとともに、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の
技術基準の解釈の解説」の第46条第2項に水上設置型太陽電池発電設備の内容を盛り込むことを検討

（２） ５０ｋＷ未満の太陽電池発電設備の保安規定に関する検討

① 電力安全課が指定する施設（3件程度）の実地調査

② 立入検査におけるチェックリストの作成

（３） 太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の検討

（１）の検討結果を踏まえ、太陽電池発電設備に特化した技術基準を定める省令の制定に向けた現規定の整理とと
もに省令案の検討を実施
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水上設置型太陽電池発電設備の実態調査

・水上設置型太陽電池発電設備の審査項目・基準の要件整理を実施する上で参考となる情報を収集するため、
国内外の導入状況と水上設置型太陽電池発電設備の構成ついて、調査を実施

海外導入状況

●水上設置型太陽電池発電設備の累積導入量は、2018年時点で、1,314 MWp、プロジェクト数は300件超となってい
る。その内、出力2 MWp未満のプロジェクト数が最も多く200以上に上り、全体のプロジェクト数の約7割に上り、国別の
設備容量では、中国が全体の73％（設備容量：959 MWp）を占め、次いで日本が全体の16％（設備容量：210 MWp）
を占める。

国内導入状況

●運転開始した一定規模以上の水上設置型太陽電
池発電設備を調査したところ、兵庫県にもっとも多く
分布（45％）し、香川県（10%）、埼玉県（7％）の順と
なった。太陽電池モジュール等を水面に浮かせるた
めの浮体設備（フロート設備）のメーカーシェアは、シ
エル・テールが54％、三井住友建設が2.8%である。
キョーラクは単独では1.4％だが、共同開発を含める
と4.2％となる。

水上設置型太陽電池発電設備の構成

●水上設置型太陽電池発電設備の基本構成は、水面
に浮かせるための浮体設備（フロート設備）と、太陽電
池モジュールやPCS等の電気設備、太陽電池モジュー
ル、及びフロートを係留させるための係留設備で構成さ
れる。

出典：三井住友建設株式会社HP

フロート設備の基本構成
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水上設置型太陽電池発電設備の国内外事故事例等分析

・水上設置型太陽電池発電設備の国内外の事故事例について机上調査を実施
・水上設置型の太陽電池発電設備では国内最大の千葉・山倉水上メガソーラー発電所（発電設備容量：

13.7MW）において2019年の台風15号により発生した事故について、産業構造審議会 保安・消費生活用製品
安全分科会 電力安全小委員会 新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて公開
されている資料を基に取り纏め

国内外事故事例

●国内では、電気関係事故報告のあった7件とWeb調査で4件の計11件、海外では、Web調査で2件確認できた。
いずれも強風が一要因となっている。
●電気関係事故報告のあった事故について損傷部位を調査したところ、太陽電池モジュール、フロート設備、フロ
ート間やアンカー・フロート間の接合部、PCSの損傷が見られた。

千葉・山倉水上メガソーラー発電所における事故

●本事故は、強風により構造的損傷が発生し、構造的損傷の際
に何等かの電路が損壊し、日照増加とともに太陽電池モジュー
ルが発電し、電流が流れたことをきっかけとして火災が発生した
ものである。
●事故原因は、設計風速超え、アイランドが風・波により揺動し
偏荷重が発生した可能性、アイランドの形状により部品に設計
耐力以上の応力が加わり破損した可能性が想定されている。

被害後の設備前景
出典：時事通信フォト
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水上設置型太陽電池発電設備の規制に関する海外調査

・水上設置型太陽電池発電設備に関する基準の検討を進めるにあたり、海外における規制や基準の有無等について
文献調査を実施

水上及び地上設置型太陽光発電プロジェクトの開発における比較

●水上設置型と地上設置型の事業における各工程（開発用地の確認、エネルギー収量分析、設備設計、財務上・法的な
配慮事項、環境・社会的な配慮事項、調達・建設、試験・試運転、運用と保全）の比較を整理した。

出典：Where Sun Meets Water -FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR PRACTITIONERS
http:// documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/Where-Sun-Meets-Water-Floating-Solar-Handbook-for-Practitioners
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水上設置型太陽電池発電設備の規制に関する海外調査

フロート架台に関連した試験の例
整理結果

出典：Where Sun Meets Water -FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR PRACTITIONERS
http:// documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/Where-Sun-Meets-Water-Floating-Solar-Handbook-for-Practitioners
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水上設置型太陽電池発電設備の規制に関する海外調査

水上太陽光発電所の水域決定における要因 整理結果

P2 Table E.1 : 水上太陽光発電所の水域決定における要因

優先度高 優先度低

・受配電設備や人口密度の高い地域の近く
・陸路でのアクセスが容易
・フェンスに囲まれている
・工場や港等に近く、簡便な物流

・輸送費用が高くつく遠隔地
（遠隔地によってはFPVが最適な場合もある）

・高日射地域
・暴風雨の影響を受けにくい
・波が穏やか
・水の保全が重要な乾燥地域

・水の凍結が起こる寒冷地域
・暴風および、台風や津波などの自然災害リスク
・季節的に起こる洪水
・湖底などの露出につながる干ばつ

・人工の貯水池
・水力発電用ダム
・冷却用池や汚水処理施設などの工業用水源（水質がFPVに適
した場合のみ）
・地盤沈下している地域
・灌漑用のため池

・自然の湖
・レジャー・観光地

・規則的な形
・南（北半球の場合）または北（南半球）に向かって広い開口部

・山に挟まれた狭く細長い土地（峡谷）
・中央部に島／障害物がある水域

・単独所有
・法人

・複数の所有者
・個人所有者

・浅瀬
・平坦な地形
・アンカー打ち込みには硬い土壌
・ケーブル・パイプライン・その他障害物のない底部

・杭打ちに適した柔らかい土壌

・硬度と塩分が低い淡水
・塩水
・汚水／腐食性の水
・生物付着しやすい水質

・既存の電気インフラ、送電線
・水のアクセスが容易
・電気設備の配置に十分な土地面積
・廃水処理や灌漑ポンプ施設などの自己消費負荷

・既存の電気インフラが無い
・複雑な堤防、河川堤保護擁壁
・近くの山々からの広範囲な地平線の陰影
・近くの汚染源（煙突、燃えている作物、採石場など）

・シンプルで堅牢
・保存種の自然生息地
・頻繁な鳥の活動
・水温、溶存酸素量、日光に敏感な水性種

水域の所有権

水中の地形および土壌の状
態

水質

その他の環境

生態系

水域の性質

要因

場所

気候・天候

水域の種類

出典：Where Sun Meets Water -FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR PRACTITIONERS
http:// documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/Where-Sun-Meets-Water-Floating-Solar-Handbook-for-Practitioners
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水上設置型太陽電池発電設備の規制に関する海外調査

水上設置型太陽電池発電設備の海外における規制状況調査

※主に英語文献のweb調査。オランダやアジア諸国は英語文献が少ないため、現地語記載の文献をGoogle英訳したものを含む。
出典： Where Sun Meets Water -FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR PRACTITIONERS
http://documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/Where-Sun-Meets-Water-Floating-Solar-Handbook-for-Practitioners

調査国・地域 背景

米国（マサチューセッツ州）
”Where Sun Meets Water - FLOATING SOLAR HANDBOOK FOR 
PRACTITIONERS”（以下、世銀レポートという。）のケーススタディに記載。州
毎に法令が異なるが同州は水上PVもFIT制度に含まれている為

オランダ 世銀レポートにケーススタディ及び事故事例が掲載

シンガポール 世銀レポートにケーススタディとして掲載

英国、中国、台湾。韓国 世銀レポートで国毎の水上PVの導入量が上位に記載されているため

●調査国・地域、選択した背景

●調査結果の概要
①水上太陽光発電設備に特化した建築基準等の規制は見つかっていないが、中国ではフロート架台の規格を整備中で

ある。また、IECでも水上PVの設置に関して、専門技術委員会によるWGで検討中（出典：上記世銀レポート p61）
②現状では、各国（地域）の建築・電気基準や水上ではない太陽光発電設備に関する政令・条例等の範囲内で、関連当

局・当事者等が相談・調整しつつ計画・開発している模様（ただし、Web上には詳細情報無し）
③飲料水用の水源を使用する（自然の湖・川・池等を使用する）場合、環境保全規制の対象水域では、当該設備が水質・

周囲の動植物や自然環境に与え得る影響について規制を設けている国・地域が多い
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

・【検討の方向性】 水上設置型太陽電池発電設備の実態調査、国内外の事故事例等分析、ワーキンググループ
の協議、関連規定の整理結果を踏まえ、水上設置型太陽電池発電設備の構造的特徴や事故原因を整理

・【審査項目・基準の要件整理】 「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」の改
定案は、第46条 第2項（太陽電池モジュールの支持物に関する技術基準が規定される箇所）に、水上設置型
太陽電池発電設備における基準の要件として盛り込むべき内容について検討

・【今後の保安規制の在り方の検討】 今後の保安規制の在り方は、構造的損傷をきっかけとした火災等の事故
拡大防止に向けた火災発生時の対応に関する消防関連部署との連携の必要性、そして新たな設置環境及び
設備形態の想定に基づいた要件整理と保安規定改定の必要性について取り纏め

図 検討の方向性

検討の方向性

●水上設置型太陽電池発電設備の構造的特
徴と事故原因から、主に地上設置型を想定し
た現在の基準では安全性を十分に確保できな
い新たな設置環境、使用材料（種類・強度・形
態等）等があることが分かった。

●多様化する設置環境や使用材料でも安全に
施設するため、「電気設備の技術基準の解釈」
及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」の
改定案は、支持物の定義の明確化（フロート、
架台、係留索、アンカー）、設置環境に応じた
想定荷重設定の必要性、支持物の基礎部分と
してのアンカーに対する要求性能、樹脂部材
の劣化に考慮することを検討の方向性とした。
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

審査項目・基準の要件整理

●水上設置型太陽電池発電設備に求められる性能要件について、「電
気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」
（第46条 第2項の各条文（第1～7号））へ反映した改定案作成した。

●支持物の定義の明確化（フロート、架台、係留索、アンカー）について
は、「電気設備の技術基準の解釈の解説」（第46条 第2項）の第一号に
て文章及び図による解説を加えた。

水面等に施設される太陽電池発電設備の支持物
※ 架台は、フロートとの一体型の設備も存在する。

●設置環境に応じた想定荷重設定の必要性については、「電気設備の技術基準の解釈の解説」（第46条 第2項）の各
号列記以外の部分に、多様化する設置環境や使用材料に対して考慮することの必要性について、文章を追記した。そし
てさらに、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」（第46条 第2項）の第一号に、当該
設置環境において想定される各種荷重について安定である必要性について述べた文章、及び考慮すべき荷重の参考
となる情報を加えた。

●支持物の基礎部分としてのアンカーに対する要求性能については、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の
技術基準の解釈の解説」（第46条 第2項）の第五号に、支持物の上部構造に支障をきたす沈下、浮き上がり、水平方向
への移動がないように、アンカーに関しても想定される荷重を満たす設計することを要求する旨、文章を追記した。

●樹脂部材の劣化に考慮することについては、「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解
説」（第46条 第2項）の第六号に、樹脂部材の劣化について留意する必要あることが分かるように文章を追記した。
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

第2項は、⑱解釈で追加されたものである。太陽電池発電設備は、一般公衆
の生活環境に近接して施設されるケースが多く、風圧荷重、積雪荷重又は
地震荷重により支持物の破損、太陽電池モジュールの落下等が発生すると、
人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与える可能性がある。そのため、支
持物（架台等）の強度について、日本産業規格JIS C 8955（2004）を引用して
規定していたが、日本産業規格JIS C 8955については、支持物の強度をより
現実に近い数値とする観点から試験結果等を基に2017年3月に改訂が行わ
れたため、㉚解釈での引用規格には改訂された日本産業規格JIS C8955
（2017）を採用することとした。また、改訂の際に削除された材料の選定、許
容応力度、部材の接合、及び防食に関する項目を規定した。②解釈では、
多様化する設置環境や使用材料に対して考慮すべき事項を追加した。

2 太陽電池モジュールの支
持物は、次の各号に適合す
るものであること。

電気設備の技術基準の解釈
第46条 第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条 第2項 改定案

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 各号列記以外の部分 改定案

※ 赤文字下線箇所：追記や修正を行った箇所
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第一号 改定案

第一号では、日本産業規格JIS C 8955(2017)に規定された荷重の他、多様化する設
置環境で想定される様々な荷重に対して安定した構造であることを要求している。水
面等に施設される太陽電池発電設備の支持物（フロート、架台、係留索、アンカー）
については表〇〇を参考として考慮すべき荷重を検討する。

一 支持物は、日本産業規格
JIS C 8955(2017)「太陽電池
アレイ用支持物の設計用荷
重算出方法」によって算出さ
れる自重、地震荷重、風圧荷
重、積雪荷重の他、当該設置
環境において想定される各種
荷重に対し安定であること。

電気設備の技術基準の解釈
第46条第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※1 考慮事項に記載する内容は、必要に応じて検討を行う。
※2 接合部 ： フロート間、フロート・係留間、フロート・PVモジュール間等
※3 対岸距離が短い場合にはスロッシングが発生し易いため、考慮する必要がある。

※ 赤文字下線箇所：追記や修正を行った箇所

事象 外力・荷重 対象部位 考慮事項※1

積雪 積雪荷重 フロート 浮力

強風
風圧 係留部、フロート、

接合部
係留耐力、接合部耐力、
衝撃耐力、各部疲労波力（動揺）

豪雨
水位

係留部、接合部※2 浸水防止、係留耐力
水流

凍結 凍結圧力
フロート、
接合部（フロート間）

耐圧力、
浮き上がりへの追従性

地震 波力（スロッシング）※3 係留部、接合部
係留耐力、接合部の耐力、
衝撃耐力

図〇〇 水面等に施設される
太陽電池発電設備の支持物
※ 架台は、フロートとの一体型の設
備も存在する。

表〇〇 水面等に施設される太陽電池発電設備において
付加的に考慮すべき外力・荷重及び対象部位
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第二号 改定案

第二号では、日本産業規格JIS C 8955（2017）前号に規定される設計荷重に対
する支持物の許容応力度設計を要求している。なお、部材に圧縮力や曲げ
モーメントが作用する場合には、曲げ座屈、横座屈、局部座屈などが発生する
おそれがあるため、座屈を考慮した許容応力度設計を行う必要がある。また、
部材の曲がりやねじれが大きい場合には、支持物の構造安全性を損なうこと
があるため、それらを考慮して設計することが必要である。加えて、部材間等を
押さえ金具で接合する場合には、有限要素法等による解析や十分な数の実験
による応力－ひずみ曲線の確認等によって、その部材の応力度が確実に許容
応力度以下（いわゆる3σ）になることを確認する必要がある。

二 日本産業規格 JIS C 
8955（2017）「太陽電池アレイ
用支持物の設計用荷重算出
方法」によって算出される設
計前号に規定する荷重を受
けた際に生じる各部材の応
力度が、その部材の許容応
力度以下になること。

電気設備の技術基準の解釈
第46条第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※ 赤文字下線箇所：追記や修正を行った箇所
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第三号 改定案

第三号では、支持物に使用する材料の品質について規定している。なお、鋼
材やアルミ合金材など、熱処理した材料を使用する場合は、熱処理後の材
料特性（強度、延び等）を考慮して設計する必要がある。

三 支持物を構成する各部材
には、前号に規定する許容
応力度を満たす設計に耐え
うる安定した品質をもつ材料
を用いること。

電気設備の技術基準の解釈
第46条第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※水上であっても、設備の各部材に安定した品質をもつ材料を用いることによって許容応力度を満たすことの重要性は
変わらないため、改定は無しとした。
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第四号 改定案

第四号では太陽電池モジュールと支持物、支持物の部材間及び支持物の
架構部分と基礎若しくはアンカー部分の接合について規定しており、各接
合部における部材間の存在応力を確実に伝達できる構造であることについ
て確認することを要求している。この構造規定の確認対象となる接合部に
は、部材間等をボルト類や押さえ金具で接合するものだけではなく、太陽電
池モジュールを支持物に固定する際に用いるクリップ金具や、支持物の架
構部分に対してクランプ等を用いた接合も含まれる。特にこれらの摩擦接
合を用いる場合は、載荷試験等によって部材間の存在応力を確実に伝達
できる構造であることについて確認する必要がある。

四 太陽電池モジュールと支
持物の接合部、支持物の部
材間及び支持物の架構部
分と基礎若しくはアンカー部
分の接合部における存在応
力を確実に伝える構造とす
ること。

電気設備の技術基準の解
釈 第46条第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※ 赤文字下線箇所：追記や修正を行った箇所
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第五号 改定案

第五号では支持物の基礎及びアンカーに関する要求性能を
規定した。土地に自立して施設される支持物の杭基礎、水
面に施設されるフロート等の支持物の係留用アンカーにお
いては、想定される荷重に対して上部構造に支障をきたす
沈下、浮上がり及び横水平方向への移動に関しては、上部
構造に支障をきたさがないことをについて確認することを要
求している。
なお、フロート群（アイランド）には多数のアンカーが配置され
るため、荷重の偏りを考慮して全てのアンカーの安全性を確
認する必要がある。

五 土地もしくは水面に自立して施設される支持
物の基礎部分は、次の各号に適合するものであ
ること。

イロ 土地に自立して施設される支持物の杭基
礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎
又はこれらと同等以上の支持力を有する
ものであること。

ロイ 上部構造から伝わる荷重に対して、上部
構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び
横水平方向への移動を生じないものであ
ること。

電気設備の技術基準の解釈 第46条第2項
改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※ 赤文字下線箇所：追記や修正を行った箇所
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第六号 改定案

第六号では支持物の材料の腐食、腐朽及び劣化に関する要求性能を
規定している。これらの要求性能に適合する設計を行う際には、「地上
設置型発電システムの設計ガイドライン2017年版」（国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構：2017）、及び解説46.1表に示す
規準・指針が参考となる。水面に施設されるフロート等に使用される樹脂
材料等については劣化しにくい材料又は劣化防止のための措置を要求
した。

六 支持物に使用する部材は、
腐食及び、腐朽及び劣化しに
くい材料又は防食等の劣化
防止のための適切な措置を
施した材料を使用すること。

電気設備の技術基準の解釈
第46条第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※ 赤文字下線箇所：追記や修正を行った箇所
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」 第46条 第2項 第七号 改定案

従来、高さが4mを超える太陽電池発電設備については、日本産業規格JIS 

C 8955（2004）の適用範囲外としていたため、その支持物については、建
築基準法上の工作物として規制されていた。建築基準法施行令の改正によ
り、建築基準法上の工作物としての規定が適用されなくなることから、㉓解
釈で建築基準法を引用し、その強度を規定することとした。日本産業規格
JIS C 8955(2017)の適用範囲が、設置面からの太陽電池アレイの最高高さ
が9ｍを超えるものを除外していることから、第七号では、土地に自立して施
設される太陽電池発電設備のうち高さが9ｍを超える場合には、更に建築
基準法での工作物の構造強度等を要求することとした。具体的には、建築
基準法施行令第3章構造強度のうち、第38条（基礎）、第65条（有効細長比）、
第66条（柱の脚部）、第68条（高力ボルト等）、第69条（斜材等の配置）及び
第93条（地盤及び基礎ぐい）の規定により施設する必要がある。なお、建築
物に付帯する太陽電池発電設備については、この解釈での要求事項に加
え、建築設備として建築基準法施行令第129条の2の4に規定する構造強度
も要求される。

七 土地に自立して施設される
太陽電池発電設備のうち設置
面からの太陽電池アレイの最
高高さが9mを超える場合には、
更に建築基準法の工作物に
基づく構造強度等に係る各規
定に適合するものであること。

電気設備の技術基準の解釈
第46条第2項 改定案

電気設備の技術基準の解釈の解説 第46条第2項 改定案

※水上であっても、アレイの最高高さが9mを超える設備の場合、建築基準法に則った構造強度等に係る各規程に適合
することは変わらないため、改定は無しとした。
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水上設置型太陽電池発電設備に関する審査項目・基準の要件整理

今後の保安規制の在り方の検討

●本業務においては、国内において増加傾向にある水上設置型太陽電池発電設備を踏まえた改定案を検討した
が、これは主に人工池や溜池に設備を設置することを想定した性能要件を現行の「電気設備の技術基準の解釈」
及び「電気設備の技術基準の解釈の解説」の第46条 第2項に追加することを検討したものである。

●一方で、事故原因を見ると構造的損傷をきっかけとした火災が発生するケースも見られることから、性能要件の
みならず、火災等の事故拡大防止に向けて、火災発生時の対応（緊急時対応マニュアル策定や設備設計の工夫
等）について、消防関連部署との連携を図りながら今後検討をしていくことが望ましい。

●現時点では国内で事例の無い洋上等の新たな設置環境及び設備形態の想定が必要となる可能性もあるため、
必要に応じて要件整理及び保安規定の改定を行っていくことが望ましい。
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・【現地実態調査】50kW未満の小出力太陽電池発電設備のうち、技術基準の適合が疑われる案件を経済産業省
電力安全課で抽出し、経済産業省職員の立会いの下、電気設備の技術基準の解釈第46条で求める太陽電池モ
ジュールの支持物に関する技術基準に適合されているかを調査

・ 【チェックリストの作成】現地調査により得られた知見をもとに専門家等の判断を仰ぐ資料の一つとなる、立入検
査におけるチェックリストを作成

出力50kW未満の太陽電池発電設備の支持物の現地調査

現地実態調査
●本調査対象の施設6か所全てにおいて、電気設備の技術基準の解釈第46条第2項での要求性能を満足してい
ないと推定される事項が見られた。これらの発電設備では、架台や基礎の構造強度の不足が懸念される。また、
強風、積雪、地震等の自然事象によって損壊することも考えられるため、当該発電設備においては前述の指摘事
項を参考に早期に補強されることが望ましい。さらに、同様の構造形式をもつ発電設備においても、早期に現地調
査を行うことを推奨する。

チェックリストの作成

●以下の５つの調査項目から構
成されるチェックリストを作成した。

①アレイ配置、地盤の確認
②直接基礎の確認
③杭基礎の確認
④架台の確認
⑤モジュールの確認

No. 項目 目的

① アレイ配置、地盤の確認

1.1 アレイの配置(段数、列数)(目視確認)
アレイ形状把握、設計図書との整合性確認、支持
物の設計用荷重を算出するため。

1.2 アレイの間隔(計測)
アレイ形状把握、設計図書との整合性確認をする
ため。

1.3
アレイの傾斜角
(南北方向、東西方向) (計測)

アレイ形状把握、設計図書との整合性確認、支持
物の設計用荷重を算出するため。

1.4
アレイ設置地盤の傾斜角
(南北方向、東西方向) (計測)

アレイ形状把握、設計図書との整合性確認、支持
物の設計用荷重を算出するため。

1.5
アレイの高さ
(最大高さ、最低高さ) (計測)

アレイ形状把握、設計図書との整合性確認、支持
物の設計用荷重を算出するため。

1.6
地表面の異常
(沈下、地割れ、陥没、波うち等)(目視確認)

アレイを設置している地盤の状況を確認するため。

1.7 土砂の流入・流出(目視確認) 敷地外に被害を与えていないかを確認するため。

整理結果（一部抜粋）＜①アレイ配置、地盤の確認＞

本調査は一般社団法人
構造耐力評価機構を
再委託先として実施
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太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の検討

・【検討の方向性】 既に規定されている発電設備に関連する主な省令の整理結果を踏まえ、「発電設備」のうち、
「原動力設備」に係る太陽電池発電設備の支持物について省令案を作成することを明確化

・【省令案の検討】 太陽電池発電設備に係る性能規定についての理解を設計者に促すため、現行の省令では規
定されていない太陽電池発電設備の性能規定を盛り込んだ省令案の検討

検討の方向性

検討の方向性

●「電気設備の技術基準の解釈」の改定案、既に制定さ
れている発電設備に係る省令を参考に、水上設置型を含
む太陽電池発電設備の省令案を検討した。

●現行の 「電気設備の技術基準の解釈」の記述から、太
陽電池発電設備の場合、「電気設備の技術基準の解釈」
第46条「太陽電池モジュールの支持物」が「原動力設備」
として考えられる。

●本事業における省令案は、「電気設備の技術基準の解
釈」の改定案に基づき、現行の省令では示されていない
太陽電池発電設備（主に太陽電池モジュールの支持物）
の性能規定を盛り込むことについて検討を行った。

本検討の位置付け

電気事業法における「発電設備」とは、発電機ならびにそれと一
体となって発電に供される「原動力設備」と「電気設備」の総合体
と定義されている。（原動力設備の例：水力発電設備ではダムや
水路等、火力発電設備ではボイラーやタービン等、風力発電設備
ではブレードや増速機等）
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太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の検討

省令案の検討

●主に性能規定について検討した「電気設
備の技術基準の解釈」の改定案に基づき、
省令案の検討を行った。

省令案

太陽電池モジュールの支持物は、次の各号に適合するものであること。

一 支持物は、自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重の他、当該設置環境において

想定される各種荷重に対し安定であること。

二 前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応

力度以下になること。

三 支持物を構成する各部材には、前号に規定する許容応力度を満たす設計に耐え

うる安定した品質をもつ材料を用いること。

四 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部

分と基礎若しくはアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造と

すること。

五 土地もしくは水面に施設される支持物の基礎部分は、次の各号に適合するもの

であること。

イ 上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり

及び水平方向への移動を生じないものであること。

ロ 土地に自立して施設される支持物の杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接

基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。

六 支持物に使用する部材は、腐食、腐朽及び劣化しにくい材料又は防食等の劣化

防止のための適切な措置を施した材料を使用すること。

七 土地に自立して施設される太陽電池発電設備のうち設置面からの太陽電池アレ

イの最高高さが9mを超える場合には、更に建築基準法の工作物に基づく構造強

度等に係る各規定に適合するものであること。

八 太陽電池モジュールの支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による

土砂の流出又は崩壊を防止する措置を講ずること。

●今回検討を行った省令案は、基本は現行
の「電気設備の技術基準の解釈」第46条に記
載されている内容であり、現時点における遵
守すべき性能要求と変わらないため、設計者
に要求される基準がこれまで以上に強化され
るわけではない。一方で、省令とすることで、
広く周知することが可能であり、遵守すべき内
容の理解を促す効果が期待できる。

「電気設備の技術基準の解釈」は、設備設計時に
満たさなければならない技術的要件をできるだけ
具体的に示したものである。また同時に、省令に定
める技術的要件を満たすものと認められる技術的
内容はこの解釈に限定されるものではなく、省令に
照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術
的根拠があれば、省令に適合するものと判断でき
ることも明記されている。さらに、性能規定と規格
規定を併記して記載しているものは、いずれかの
規定の要件を満たすことにより省令を満足すること
も明記されている。

省令案
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おわりに

●本事業では、以下の検討を行った。

◆ 水上設置型太陽電池発電設備に関する実態調査として、フロート設備等の水上設置型に特有な設備の情報収集とともに、国内外

の事故事例の収集や海外における規制・基準の現状について情報収集を行い、整理

◆ 水上設置型太陽電池発電設備に関する要件を盛り込むべく、現行の「電気設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の技術基準の

解釈の解説」の改定案

◆ 太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令案の検討

◆ 太陽電池発電設備の現地調査を行い、現状における太陽電池アレイの支持物の「電気設備の技術基準の解釈 第46条第2項」

への適合状況について確認

●本事業で検討した省令案は、「電気設備の技術基準の解釈」の改定案に基づいているため、この省令案が適用された際には、省令に

基づく「電気設備の技術基準の解釈」の更なる改定の検討が必要である。加えて、この解釈に紐づく形で定められる「電気設備の技術

基準の解釈の解説」の改定についても、併せて検討する必要がある。

●本事業における太陽電池発電設備の現地調査において、太陽電池モジュール固定金具のズレや単管パイプ接続金具の錆等の維持

管理上の問題点も見受けられたことから、保安規程における支持物に関する内容について今後検討を行う必要がある。

●本事業では小出力（50kW未満）太陽電池発電設備を主に対象として現地調査を行ったものの、その全てで電気事業法の技術基準（電

気設備の技術基準の解釈 第46条第2項）に対して適合性が確認できないという結果になった。これを踏まえ、今後の保安規程を検討

する上での更なる情報収集を目的に、構造部分の強度について、より調査・分析等を実施することが望ましい。

●今後も太陽電池発電設備を追跡調査することで実態を把握するとともに、多様な設置形態における太陽電池発電設備の安全性を確保

に向けた検討を進めていくことが望まれる。
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