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１.	はじめに

　近年，再生可能エネルギーとして太陽光発電が注目さ
れ，固定価格買取制度（FIT制度）開始（2012年７月）
以降，住宅の屋根に設置される小規模のものから地上に
設置されるメガソーラーのような大規模のものまで，そ
の需要は急激に増加した。エネルギー白書2015１）によ
れば，2014年度には，939.3万kWの太陽光発電システム
が運転を開始し，FIT制度開始後の累積で1,810.8万kW

となった。これは，FIT制度開始前の約3.2倍に相当する。
　太陽光発電システムは，太陽電池モジュール（以下，
モジュール），支持物（金物，架台，基礎･杭），パワー
コンディショナー（以下，PCS），接続箱･ケーブル等に
より構成され，太陽光が直接当たる見晴らしの良い地上
や建物の屋上･屋根･壁など過酷な屋外環境下に設置され
る。そのため，気象災害として，モジュールの脱落，架
台の倒壊，接合部の破断，基礎の損壊，杭の引抜きなど
の構造的被害とともに，PCSや接続箱の水没･損壊によ
る停電といった電気的被害が発生している。さらに，モ
ジュールの飛散による近隣家屋の損壊といった公衆安全
に影響を与える重大事故も発生している。
　一方，気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が公
表した第５次評価報告書２）によれば，将来気候変動が
熱帯低気圧に及ぼす影響は，地域によって異なる可能性
が高いものの，世界全体での熱帯低気圧の発生頻度は減
少するか，または本質的には変わらないままである可能
性が高く，それと同時に世界平均した熱帯低気圧の最大
風速および降水量は増加する可能性が高いという。
　これまでNTTファシリティーズグループは，60カ所
以上，総容量140MW超の地上設置型の太陽光発電所の
建設に携わってきた。また，現在も太陽光発電システム
の耐久性や安全性を確保するための手法の検討を続けて
いる。
　このような背景の下，本稿ではここ数年に発生した地
上設置型の太陽光発電システムの気象災害に係る公開情
報を調査するとともに，経済産業省等の取り組みや法制
度を整理し，激しさを増す気象災害に備え持続可能な太
陽光発電事業の実現に向けて，今後の検討課題について
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考察する。

２.	太陽光発電所の主な気象災害

　2013～2015年に地上設置型の太陽光発電システムが被
災した主な気象災害を表１に示す。
１）2015年９月，宮城県仙台市，土砂崩れ
　宮城県仙台市では，台風18号の通過に伴い，10日深夜
から11日早朝にかけて非常に強い雨が降った。この豪雨
により，住宅地のすぐ下側の斜面（幅40m，奥行き25m，
高さ17m）の土砂が太陽光発電設備とともに崩れて道路
を遮断し，付近の道路が通行止めとなった（写真１）。
最寄りの気象観測所（仙台）の観測データ３）によれば，
最大24時間降水量は，269.5mm（10日午後～11日午前）
と観測史上２位を記録した。これは，おおよそ20年に１
度の降水量４）に相当する。
　被災後の現地調査結果５）によれば，土砂崩れの主た
る要因は，豪雨による斜面土層内の水位上昇による ｢斜
面土層の不安定化｣ と推定された。同斜面は谷埋め盛土
により造成されており，地下に浸透した周辺の雨水が盛
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写真１　崩壊後の土砂流出の様子５）

表１　太陽光発電所の主な気象災害

年月 発生場所 気象災害

2015年9月
宮城県仙台市 土砂崩れ（台風）

茨城県常総市 河川氾濫（台風）

2015年8月 福岡県行橋市 強風（台風）

2015年6月 群馬県伊勢崎市 突風（ダウンバースト）

2014年2月 関東甲信越 積雪（冬型気圧配置）

2013年5月 茨城県笠間市 落雷
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同解説（2015）」（以下，荷重指針）によれば，おおよそ
10年に１度の風速に相当する。
　経済産業省の九州産業保安監督部が行ったアンケート
調査結果６）によれば，太陽光発電設備の崩壊は，設計
風速の不足，不十分な強度計算，地盤調査の未実施，そ
して不適切な施工方法に起因したものと推察されている。
　なお，大量のモジュールの脱落･飛散を伴う損壊事故
は，2,000kW未満の中小規模の太陽光発電所で発生して
おり，工事計画・使用前安全管理検査の対象となった
2,000kW以上の設備では，構造強度に起因する重大な損
壊は生じなかった。
４）2015年６月，群馬県伊勢崎市，突風
　群馬県の伊勢崎市では，15日夕方にかけ雹とともに激
しい突風が吹き，モジュールが数百枚飛ばされるととも
に，多く架台が倒壊した（写真４）。
　突風の発生要因は，気象庁によりダウンバーストの可
能性が高いとされ，藤田スケール（竜巻の強さを示す指
標）でF１と推定された10）。ダウンバーストとは，下降
気流が地面に衝突して四方に広がる現象である。また，
藤田スケールF1は，約10秒間の平均風速が33～49m/sで
あり，屋根瓦が飛び，ガラス窓が割れ，ビニールハウス
の被害は甚大となり，根の弱い木は倒れ，強い木は幹が
折れる風速とされる。
　しかしながら，被災後の現地調査結果11）によれば，
被災現場に隣接するビニールハウスや，同現場に沿って
植えられている立木がほぼ無傷で残っていることから，
太陽光発電設備の崩壊は，必ずしも突風によるものでは
ないと推定された。モジュールは，架台に嵌合（かんご
う）固定（図２）されており，強風で部材が歪むあるい
は振動することで外れやすい構造であったこと，約
700 mmの盛土造成された地耐力の弱い場所に架台が設
置されていたが，それが杭の強度計算に反映されていな
かったことなどが要因と報告されている。
５）2014年２月，関東甲信越，積雪
　関東甲信越では，13日に発生した低気圧の影響で，14
日夜から15日を中心に記録的な大雪に見舞われ，モジュ
ールや架台等が損壊する（写真５）とともに，PCSの稼
働停止や，それに伴う発電量の低下が続く場合もあった。

土層内に集められやすい状況にあった。また，盛土層内
の地下水を上昇させるまでに時間を要したため，雨の強
い時間帯（10日深夜～11日早朝）と崩壊時刻（11日16時
頃）にずれが生じたと推察されている。
２）2015年９月，茨城県常総市，河川氾濫
　茨城県常総市では，台風18号の通過に伴う豪雨により，
鬼怒川の高さ約４mの堤防が約200 mにわたって決壊し，
川岸近くの複数の太陽光発電所に濁水が流れ込み，多大
な被害をもたらした（写真２）。鬼怒川の上流域にある
栃木県内の８カ所の気象観測所において，最大24時間降
水量が観測史上１位の記録７）を更新しただけでなく，
日光市や鹿沼市では従来の約２倍を記録した。これは，
数百年から数千年に１度の降水量８）に相当する。
　国土交通省が設置した鬼怒川堤防調査委員会の分析結
果９）によれば，鬼怒川の堤防が決壊した原因は，堤防
から水が溢れる ｢越水｣ に加え，越水による川裏（堤防
を境にして居住地側）の ｢法面の侵食」と ｢法尻の洗
掘」と推定されている。
３）2015年８月，福岡県行橋市，強風
　福岡県行橋市では，台風15号の接近に伴う強風により，
モジュールの架台を支える杭が抜けて架台が倒壊した

（写真３）。また，モジュールの一部が損壊し，敷地外へ
飛散して，近隣家屋の屋根，車両，門扉等に被害を与え
た。最寄りの気象観測所（行橋）の観測データ３）によ
れば，最大瞬間風速（３秒間平均）は34.5 m/s（25日７
時２分），最大風速（10分間平均）は18.2 m/s（25日７時
６分）を記録し，観測史上１位を更新した。ただし最大
風速は，一般社団法人日本建築学会 ｢建築物荷重指針・

写真２　河川氾濫による倒壊の様子６）

写真４　突風による飛散の様子６）写真３　強風による損壊の様子６）
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被害地域の気象観測所の観測データ３，13）によれば，山梨
県甲府市の積雪深は，従来の最高記録の２倍以上となる
114 cmに達するなど，統計開始以来の最深積雪を更新す
る地域が相次いだ。また，同市の13～19日の７日間の増
分積雪深は112 cmを記録し，畜舎建築に係る関連基準に
関する検討会 ｢畜舎･堆肥舎の建築設計に係る告示･解説

（2008）｣ によれば，数億年に１度の７日増分積雪深に相
当する。
　モジュールや架台の損壊は，積雪や融雪水の重みによ
り生じたものと考えられ，部材の強度不足もしくは除雪
の遅れが影響したものと予想される。一方，PCSの稼働
停止は，積雪の重みによる送電ケーブルの損傷や，融雪
水によるリーク電流の増加等による影響が考えられる。
また発電量の低下は，設置角度が小さいモジュールの上
を雪が覆うことにより生じる場合が多い。
６）2013年５月，茨城県笠間市，落雷
　茨城県笠間市では，落雷の影響で太陽光発電システム
の一部が損傷し，約１カ月間，発電量が大幅に下がる被
害が発生した14）。被害の詳細は不明であるが，太陽光発
電所付近への落雷によって高圧の電流が送電線や配線ケ
ーブルなどを伝わり，設計値を超えた高い電圧がかかっ
てしまったことで，PCS内の基幹部品を実装した基板の
一部が損傷したとのことであり，非直撃雷（誘導雷，逆
流雷）による被害と考えられる。
　2005～2008年に行われた国立研究開発法人新エネル 

ギー･産業技術総合開発機構（NEDO）の調査結果15）に
よれば，10kW以上の太陽光発電システムの雷被害率は，
年１～２％と報告されている。しかしながら同調査時に
比べ，近年の太陽光発電システムは，大容量化に伴って
広大な面積に施設されていることから，雷被害率はさら
に高くなっているものと推察される。
　なお，年雷被害率１～２％は，50～100年に１度の雷
被害率に相当し，供用期間20年に限れば，雷被害に１度
でも遭遇する確率は18～33％（たとえば，年雷被害率２
％の場合：1－（1－0.02）20＝0.33）である。

３.	関連する省庁 ･学協会の取り組み

１）経済産業省
　このように自然災害に対する耐性という点で懸念が残
る事例が散見されることから，経済産業省は2015年度よ

り中小規模の太陽光発電設備の安全性確保と不適切事案
への対応に向けた規制の見直しの検討（表２）を開始し
た。要点をまとめると以下の通りである。

（１）不適切な設計･施工の抑止
　具体的な標準仕様を技術基準に例示するとともに，実
証試験等を通じて技術基準の再検証を行う。また，感電
防止や飛散防止のための簡易な安全対策を検討する。併
せて，工事計画届出義務を要しない500～2,000kWの設
備の設置者に対し，使用開始前に技術基準適合性確認の
届出を義務化するとともに，一般社団法人太陽光発電協
会（JPEA）等による設計･施工，保守･点検等に係る情
報提供や働きかけを促進する。

（２）情報収集の強化
　家屋等の損壊の有無にかかわらず，敷地外に飛散した
場合や，一定規模以上の脱落･飛散が生じた場合の事故
報告義務を課する。それとともに，｢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｣

（FIT法）の認定情報等から運転状況を把握し，必要に
応じて立入検査等を行って技術基準の不適合事案を把握
し，適切な改善を求めていく。

（３）自主保安の向上
　遠隔監視，ビッグデータ等を活用した自主保安の取り
組みを促すとともに，良好な取り組みが認められる事業
者に対して，規制緩和措置を検討する。
２）資源エネルギー庁
　経済産業省の規制見直しの検討に先立ち，同省資源エ
ネルギー庁は，2012年度より新エネルギー等共通基盤整
備促進事業の中で，一般社団法人日本電機工業会

（JEMA）にPVアレイ支持物規格検討委員会を設けて，
日本工業規格JIS C 8955（2011）｢太陽電池アレイ用支
持物設計標準｣（以下，JIS C 8955）の改定に向けた素
案作りを行った。現在，経済産業省に設置される日本工
業標準調査会（JISC）において，2016年度の正式発行に
向け，原案の審議が行われている17）。
３）太陽光発電協会
　太陽光発電協会は，自主ルール･ガイドライン･チェッ
クリストを作成してホームページで公開するとともに，
資源エネルギー庁の要請に従い，水没･浸水や震災によ
って被害を受けた太陽光発電システムの取扱い等につい

写真５　積雪による倒壊の様子12）

表２　規制の見直し検討の方向性（案）16）

項目 内容

不適切な設計・施工
の抑止

・�標準仕様の提示，技術基準の再検証，簡易な
安全対策の検討

・�使用前段階での事前確認の強化
・�設置者や施工事業者に対する安全対策の周知

情報収集の強化
・�事故報告の強化
・��FITと連携した設置･運転状況の把握や不適合
事案への対処

自主保安の向上 ・��適切な保守管理を行っている事業者に対するイ
ンセンティブ
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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）および第69条（斜
材等の配置）の規定に従う必要がある21）。

５．今後の検討課題

　上述を踏まえて，ここでは太陽光発電システムの気象
災害の軽減に向けた検討課題について考察する。
１）不適切な設計･施工の抑止
　太陽光発電システムの最も大切な品質は，耐久性と安
全性と考えられる。モジュールについては，JIS C 8990：
2009 ｢地上設置の結晶シリコン太陽電池（PV）モジュー
ル－設計適格性確認および形式認証のための要求事項」

（以下，JIS C 8990）等により機械的荷重試験方法が定
められ，2,400Paに耐えられる強度を有することとされ
ている。ただしJIS C 8990等は，機械的荷重試験後の電
気的性能の確認を目的としており，モジュールの構造安
全性を確認するには，建設省告示第1458号（2000年５月
31日）｢屋根ふき材および屋外に面する帳壁の風圧に対
する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基

ての注意喚起を行っている18）。また，2015年度より，非
住宅用太陽光発電の基礎･架台の設計指針（技術基準）
の検討を開始している19）。
４）日本風工学会
　一般社団法人日本風工学会（JAWE）は，国立研究開
発法人産業技術総合研究所からの協力要請を受けて，
2014年度より太陽光発電システム風荷重評価研究会を立
ち上げ，耐風設計マニュアルの作成に取り組んでいる。
５）国際電気標準会議
　国際電気標準会議（IEC）は，太陽光発電システム用
のサージ防護装置（SPD）の要求条件や適用方法に係る
規格原案を現在審議中であり，2017年に新規格として発
行する予定となっている。

４.	関連する主な法令

　以上を踏まえて，今後の検討課題を考察する前に，太
陽光発電所の建設に関連する主な法令を整理する。表３
に示すように，建設場所によって遵守すべき法令が異な
ることに注意する。
１）電気事業法
　基本となる法律は，｢電気事業法｣ である。同法に定
められた事業用電気工作物の保安規制を表４に示す。同
表によれば，出力電力にかかわらず，技術適合維持義務
を必要とするが，2,000kW未満の事業用電気工作物の建
設にあたっては，工事計画届出義務，使用前自主検査義
務，使用前安全管理検査義務を必要としない。また，経
済産業省により，同法の技術適合維持義務について，同
法第39条第２項第一号に従う技術基準の基本原則が ｢電
気設備に関する技術基準を定める省令｣ の第4条に，そ
の具体的な内容が ｢電気設備の技術基準の解釈｣ の第46
条に定められ，さらに同条第２項にJIS C 8955と ｢建築
基準法｣（高さが４mを超える場合）が支持物の構造強
度規定として引用されている。
２）建築基準法
　｢建築基準法｣ には，構造耐力，防火性，耐久性，安
全性に関する要求基準が定められているが，｢電気事業
法｣ との二重規制を解消するため，国土交通省住宅局建
築指導課（国住指）により，国住指第4936号（2011年３
月25日）｢太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱い
について｣ が各都道府県に通知され，モジュール架台下
を屋内的用途に供しない地上設置型の太陽光発電設備は，
｢建築基準法｣ が規定する建築物に該当しないとされた。
　一方，これを受けて経済産業省原子力安全･保安院に
より，2011年７月１日付けで ｢電気設備の技術基準の解
釈｣ の改正が公表され，同解釈第46条第２項に，上述の
通り，高さが４mを超える支持物は ｢建築基準法｣ の工
作物に適用される構造強度規定に適合させる趣旨の追記
が行われた。具体的には，同法施行令第３章構造強度の

表４　電気事業法等における保安規制（事業用電気工作物）

法令 条項

50kW
以上
500kW
未満

500kW
以上
2,000kW
未満

2,000kW
以上

電気
事業法

・�技術基準適合維持義務（第39条）
・�保安規程作成･届出･遵守義務�
（第42条）

要 要 要

・�主任技術者選任･職務誠実義務�
（第43条）

要
（委託可）

要
（委託可）

要
（選任）

・�工事計画届出義務（第48条）
・�使用前自主検査義務（第49条）
・�使用前安全管理検査義務�
（第51条）

不要 不要 要

電気関
係報告
規則

・�事故報告届出義務（第３条）
感電死
傷事故
のみ

要 要

表３　関連する主な法令20）

法令名称 関連事項

電気事業法
一般用電気工作物または事業用電気工作物（電気
事業用，自家用）として，電気設備の技術基準へ
の適合および関連手続きが必要となる

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

FITに基づき売電するためには，接続契約の申込
みを行い電力会社に受理されること，および経済
産業大臣の設備認定を受けることが必要となる

建築基準法
建材一体型設置（屋根材や壁材などを兼ねる設置
形態）の場合，構造耐力，防火性，耐久性，安全
性などについての要求基準を満たす必要がある

農地法 農地に設置する場合，農地法による転用許可等が
必要となる

土壌汚染対策法
3,000�m2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場合が
ある

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る

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る

森林法 森林計画対象民有林の開発の場合，都道府県知事
等の許可が必要となる
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準を定める件｣ 等に基づく風荷重により強度を確認する
ことが適当である。
　支持物について，各部材に生じる力は材料強度の短期
許容応力度以下となるようJIS C 8955に定められている。
しかしながら，各部材の座屈やたわみ，接合部の繰返し
応力，そして基礎に係る取り決め事項の記載はなく，適
正な強度設計のためにはさまざまな規準･指針･規格･法
令（表５）に従わなければならない。
　まず，構造形式（図１）の留意点として，モジュール
の架台は不安定な構造形式であってはならない。横方向
や斜め方向に部材を配置して，架台構造の安定性を高め
ることが重要である。また，アルミニウム合金材を架台
に使用する場合，鋼材に比べて耐荷重などが劣るため，
構造形式の工夫などにより構造的な信頼性を高めること
が重要である。
　架台構造の強度設計に係る留意点として，モジュール
が曲げ座屈を拘束するとみなして，モジュール受材（以
下，レール材）の許容応力度を適正に低減していない場
合が見受けられる。積雪荷重は主として下向きに作用す
るが，風荷重は下向き（正圧）だけではなく，上向き

（負圧）にも作用するため，負圧に対するレール材の下
フランジの曲げ座屈を補剛材により拘束するか，レール
材の曲げ許容応力度を低減しなければならない。また，
薄板材（2.3～6.0 mm）により成型された部材を使用す
る場合，日本建築学会 ｢軽鋼構造設計施工指針・同解説
－SI単位版｣ に従い，曲げ許容応力度を低減する必要が
ある。さらに，鋼材の局部座屈については，日本建築学
会 ｢鋼構造設計規準－許容応力度設計法｣ による幅厚比
の考慮や，アルミニウム材の局部座屈については，アル
ミニウム建築構造協議会 ｢アルミニウム建築構造設計規
準･同解説｣ による曲げ許容応力度の低減が必要となる。
部材のたわみは，JIS C 8917：2005 ｢結晶系モジュール

の環境試験方法及び耐久性試験方法｣ のねじり試験の規
定（モジュール対角長さの1/50）等に従い，過大になら
ないように設計することが望ましい。
　接合部形式として，図２に示すようにモジュール端部
を金物とレール材で挟み，その状態で金物とレール材を
ボルトで締め付けることにより，モジュールが固定され
るもの（嵌合式接合部）が多い。この場合，モジュール
はレール材にボルト接合されておらず，その上金物とレ
ール材の嵌合固定に有効な接地面積が非常に小さいため，
繰返し応力によって金物の変形または破損，あるいはボ
ルトの緩みや折損が生じて，金物とレール材の嵌合が緩
み，モジュールが外れて浮上りやずれを生じる可能性が
高い。モジュールとレール材の接合部の損傷事例は特に
多く，強度試験や構造解析等でその強度を確認しておく
必要がある。
　直接基礎の浮上りや，杭基礎の引抜き･傾きによりモ
ジュールの角度が変化することで，風圧力が増加する場
合がある。そのため基礎構造の強度設計において，地盤
調査や杭の現地試験を通じて，地盤の許容応力度や基礎
杭の許容支持力を正確に把握し，そのようなことが生じ
ないように留意しなければならない。地盤の許容応力度
や基礎杭の許容支持力は，国土交通省告示第1113号

（2001年７月２日）｢地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許
容支持力を求めるための地整調査の方法並びにその結果
に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を
定める方法等を定める件｣ によって算定される。また，
太陽光発電設備を斜面上に設置する場合，斜面の安定性
の低下を招くことのないように慎重に設計･施工しなけ
ればならない。
　その他の留意点として，多雪地域でなくてもモジュー
ルの設置角を急にするとともに，設置高を大きく取り，
積雪を滑り落とすように配慮することが望ましい。また，
IEC 62305/JIS Z 9290シリーズに従い，適切な接地シス

表５　支持物の構造強度に係る規準・指針・規格・法令

No. 名称

1 日本建築学会 ｢鋼構造設計規準－許容応力度設計法｣

2 日本建築学会 ｢軽鋼構造設計施工指針・同解説－SI単位版｣

3 アルミニウム建築構造協議会 ｢アルミニウム建築構造設計規
準・同解説｣

4 JIS�C�8917：2005 ｢結晶系モジュールの環境試験方法及び耐
久性試験方法｣

5

国土交通省告示第1113号（2001年7月2日）｢地盤の許容応
力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方
法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの
許容支持力を求める方法等定める件｣

不安定な構造 トラス構造 ラーメン構造
：ピン接合（ボルト１本等）
：剛接合（溶接等）

図１　構造形式の例

モジュール
モジュール

金物

金物

レール材

中央部
端部

A

A

B

Bレール材
レール材

金物

A-A断面図 B-B断面図

モジュール

レール材

:端部接合部
: 中央部接合部
: 破断部

図２　モジュールとレール材の嵌合式接合部の例
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る場合，条例による規制の対象となる場合もあるが，優
先的に除雪される幹線道路沿いを建設地として選定する
ことが望ましい。これにより，除雪の遅れによるモジュ
ールや架台の損壊，PCSの稼働停止の長期化に伴う発電
量の低下を最小限に抑えることができる。

６.	おわりに

　本稿では，ここ数年に発生した地上設置型の太陽光発
電システムの気象災害や経済産業省の取り組み等を整理
し，いくつかの検討課題について考察した。保守･点検
や人材育成など他にも課題があるが，危険度の低い建設
地を選定し，適切に技術基準や安全裕度を理解して設計
し，設計強度を満足できる適切な施工方法を採用するこ
とで，多くの被害を免れることができるであろう。
　しかしながら，IPCC第5次評価報告書に示されるよう
に熱帯低気圧の最大風速や降水量は増加する可能性が高
く，今後，より激しさを増した気象災害に見舞われる可
能性が高い。その上，太陽光発電設備に関連する被害は，
敷地内だけに留まらず，周辺の家屋等へ被害が拡散し，
最悪の場合，人命に危害を加える恐れがある。防災の観
点から，将来にわたって加害の可能性のある太陽光発電
所の建設にあたっては，その許可を厳格化すると同時に，
事業者と地域住民のリスクコミュニケーションを促しつ
つ，地域との良好な関係を形成しながら進めていくこと
が重要ではないかと思われる。
　｢防災の主流化｣ という言葉がある。国連機関の一つ
である国際防災戦略（UN-ISDR）が設置されて以来，
この用語は用いられてきた。現時点まで明確な定義はな
いが，①政府が防災を国家の優先課題として位置付ける
こと，②防災の視点をあらゆる分野の開発に取り入れる
こと，③災害対策への事前投資を拡大すること，の3点
に集約されるといわれる。日本国政府は，｢防災先進国｣

テムを構築して雷電流を大地に安全に放流させるととも
に，SPD等を接続して等電位化を図ることで，雷被害の
ほとんどを防ぐことができる。ただし，雷サージは，電
源線，通信･信号線，接地線，機器筐体などのさまざま
な経路から侵入するため，太陽光発電システム全体の包
括的な対策が必要である。
２）自主保安の向上
　大規模な太陽光発電システムにおいて，その性能が低
下した場合，モジュールの数量が膨大であるため，どの
箇所に不具合が生じているのか，その原因を即座に把握
できないことも多い。モジュールの経年劣化による発電
性能の低下については，範囲の大小にかかわらず，その
発見後に事態を把握して対処するしかない。これに対し
て構造性能の欠陥については，施工後に補強することは
非効率であるばかりか，最悪の場合人命に危害を加える
可能性があるため，たとえ小規模な被害であっても原因
究明を怠ってはならない。
　大量のモジュールのうち数枚だけ破損･飛散した事象
において，最寄りの気象庁の観測記録を分析したものの
実際の被害との因果関係や規則性を発見できず，その被
害要因を突き止められないことがある。そのため，経営
的判断から事前対策を諦め，被害発生後にモジュールを
交換するといった事後対応を行う場合も多いと聞く。
　構造的な損傷は，何らかの理由で構造物に作用する外
力が構造物の耐力を上回ることで生じる。たまたま小規
模な被害で済んだ可能性もある。もし強風による被害が
疑われるのなら，周辺の地形や建物等の影響により，風
向がわずか数度変わるだけで，特定箇所の風圧力･風速
が急激に増加することがあるため，自主保安の向上に向
けた取り組みの一つとして，敷地内への監視･観測シス
テムの配備を通じた継続的な被害要因の特定に取り組む
ことは非常に重要である。
３）被災リスクの低い建設地の選定
　自然災害の回避という点で，太陽光発電所の建設場所
の選定は非常に重要である。2015年９月に茨城県常総市
で鬼怒川の氾濫により多大な被害を受けた太陽光発電所
は，常総市が発行した洪水ハザードマップ（図３）にお
いて，浸水深が1.0～2.0 mの場所に建設されていた。ま
た，同年月に宮城県仙台市で土砂崩れにより損壊した太
陽光発電設備は，法令により対策の義務付けや開発行為
等の規制を受ける土砂災害警戒区域等ではないものの，
急傾斜地崩壊危険箇所に指定された斜面に設置されてい
た。このように，既存資料に基づき建設地を選定するこ
とで，被災リスクを低減できる可能性がある。一方，建
設地の風況といった適切な既存資料が存在しない場合，
地形や建物をモデル化し，数値流体計算や風洞試験等に
よって建設地の被災リスクをある程度予測できる。
　また，積雪が予想される地域に太陽光発電所を建設す

 
 

建設地	 

図３　常総市洪水ハザードマップ22）（100年に１度の大雨を想定）

鬼怒川左岸25.35�km付近
（常総市若宮戸地先）

◦�浸水した場合に想定される�
水深（ランク別）

5.0m以上の区域
2.0m〜5.0m未満の区域
1.0m〜2.0m未満の区域
0.5m〜0.0m未満の区域
0.5m未満の区域
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を世界に発信するとともに，国際協力分野において ｢防
災の主流化｣ を推進･実践してきた。国内においても，

「防災の主流化｣ を浸透･定着させつつ，開発を進めてい
くことが何よりも重要であると考える。
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Synopsis

Toward the Realization of a Sustainable Solar Power Business in Preparation for Intensified Meteorological 
Disasters

Akira HAYAKAWA

Recently, the solar power has drawn attention as a renewable energy and the demand has increased drastically from the small scale on the 

roof of a residence to the large scale on the ground like so-called “Mega Solar”.  Along with the situation, the structural damages such as 

falling off of photovoltaic (PV) modules, collapse of pedestal frames, breaking of joints, inclination of foundations and pulling out of piles 

have occurred as well as the blackout due to submerged power conditioners (PCS) and junction boxes has done in connection with a variety of 

meteorological disasters.  Some serious accidents have also been caused which do harm to public safety such as the damage to the neighboring 

houses due to PV modules blown off.  Based on this background, the meteorological disasters of solar power systems on the ground in the last 

few years were firstly investigated and then the existing legal systems and the relevant improvement efforts were consolidated.  Finally, several 

issues were discussed toward the realization of a sustainable solar power business.

A lot of damage will be prevented by means of selecting a low disaster risk construction site, designing a structure based on proper 

understandings of the technical standards and adopting appropriate construction techniques that can satisfy the design strength.  However, 

according to the Fifth Assessment Report released by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it is reported that the maximum 

wind speed and precipitation due to tropical cyclones with the world average intense is likely to increase in the future.  It means that more 

intensified meteorological disasters is experienced at some future point.  Therefore, from the point of view of disaster mitigation, it goes 

without saying that the permission is tightened in the construction of a solar power plant with a potential harms to the vicinity.  At the same 

time, it is considered important to be promoted a harmonious relationship between enterprising bodies and local communities while risk 

communication is being encouraged.  In addition, it is of considerable significance to have "Mainstreaming Disaster Risk Reduction" advocated 

by the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) take root in all developments in Japan.




