
改正ＦＩＴ法重要事項と
メンテナンスの必要性

～発電所オーナーが知っておくべきこと～

株式会社エナジービジョン
代表取締役 奥山 恭之



太陽光発電所は壊れます！
日本太陽エネルギー学会 太和田会長

・太陽電池モジュールはセルをハンダで接続され、プラスチックで保護し、
端子Boxから銅ケーブルで電気を取り出す普通の電気製品。
経年劣化、ハンダ接続不良、セル割れ、バイパスダイオード故障、コネクター
接触不良等の不具合が起きる。
不具合発生後もセルは発電し続けるので発火リスクが増える。

・太陽光発電システムではモジュールからケーブルで接続箱、PCSに接続する。
PCSについてはエアコンとほぼ類似の電気設備であるが毎日運転という過酷な
使い方がされる。不具合が生じることを前提に対策が必要。



自己紹介

株式会社エナジービジョン 代表取締役 奥山恭之

経歴
2010年10月 『職人革命会』の前身となる組織を立ち上げ

2012年10月 固定価格買取制度に合わせて『職人革命会』に改組

2014年5月 エナジービジョン設立、引き続き『職人革命会』運営

2015年6月 太陽光発電O&M組織『新エネルギーサポーター』立ち上げ

2015年10月 新エネルギー新聞に、O&M事例を連載

2016年 環境ビジネス、SOLARJOURNALなど専門誌にO&M記事を執筆

全国の優良な太陽光発電販売・
施工店１００社が集う、研修組
織『職人革命会』の事務局長と
して太陽光業界に従事。
『職人革命会』会員を基盤に、
2015年より太陽光発電のO&M組
織『新エネルギーサポーター』
を立ち上げる。
O&Mの現場を熟知し、環境ビジ
ネス、新エネルギー新聞、
SOLARJOURNALなど太陽光専
門誌への記事執筆も多数あり。



「PV100年構想」という思い

国家１００年の計、
太陽光発電が【基幹電源】になるべき

原子力発電 安全性に課題、コスト高

火力発電 CO2削減に逆行

風力発電・水力発電 適地が少ない

地熱発電 初期費用が高い、適地が少ない

バイオマス発電 燃料の継続供給に課題

太陽光発電は
未来の子供たちへの

贈り物！



基幹電源になるには

３０年・４０年と長期安定稼働すること

保守メンテナンスの強化

設計施工品質の強化

廃棄処理の適切化

低コスト化

国を支えるエネルギーとして、発電事業者、
業界関係者は『責任と自覚』を！



法改正の背景（不良発電所の改善・撲滅）

風水害による発電所の崩壊が相次ぎ、
近隣住民の生活に不安を与えることが問題に。

その他、旧法の課題解決を目指しFIT法見直しとなった。



「再生可能エネル
ギーの導入促進に
係る制度改革につ
いて」
資源エネルギー庁
平成28年6月



FIT法 見直しのポイント

再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制
の両立

新認定制度の創設（設備認定→事業認定へ）

新制度では、点検・保守、設備撤去等の遵守求める

新制度に適合しなければ認定取得できない

既設発電所も新制度での認定を求める（みなし認定）



Ｏ＆Ｍに関連する改正点

新法 第９・１３・１５条と現行法 第６条が該当

新法 第９条第一・三項と現行法 第６条第一・二項が新認定基準

新法 第１３・１５条は改善命令・認定取り消しを明文化

新設だけでなく、既設の発電所も対象



「再生可能エネル
ギーの導入促進に
係る制度改革につ
いて」
資源エネルギー庁
平成28年6月



新認定基準（Ｏ＆Ｍ関連）①

適切に保守・点検を行い、発電量の維持に努めること

定期的に費用、発電量等を報告すること

設備の更新又は廃棄の際に、不要になった設備を適切

に処分すること

発電事業計画が明確かつ適切に定められていること

（改正法 第９条三項一号のポイント）



解説（保守点検・維持管理に関する計画の策定及び体制の構築）

「保守点検及び維持管理に係る実施計画（点検項目及び実施スケジュールを含む。以下「保
守点検・維持管理計画」という。）を策定すること。～保守点検及び維持管理計画の策定及び
体制の構築を行うこと」

「事故発生、運転停止、発電電力量の低下などの事態が発生した時の対応方針を関係者間
で事前に定め、発生時に関係者との連携が円滑に実施できる体制を構築すること」

「保守点検及び維持管理計画の策定、体制の構築に当たっては、民間団体が定めるガイドラ
イン等を参考にし、当該ガイドライン等で示す内容と同等又はそれ以上の内容により～」

「保守点検・維持管理計画を事業実施期間にわたって保管すること」

具体的に定めるべき事項としては、・保守点検及び維持管理スケジュール、・保守点検及び
維持管理の人員配置・体制計画、・保守点検及び維持管理の範囲、・保守点検及び維持管理
の方法、・保守点検及び維持管理時の安全対策、・保守点検及び維持管理結果の記録方法
等

事業計画策定ガイドラインより



解説（発電性能の維持に関する取組）

「発電電力量の低下や不慮の運転停止の未然防止に積極的に務めること」

「保守点検及び維持管理の内容について記録、保管すること」

「発電電力量を計測し、記録するように務めること」

遠隔監視システムにより、発電電力量の計測やPCSのエラーメッセージを監視することが有益
である

除草を行う場合、～農地や水源の地域では可能な限り除草剤等の薬剤を使用しないこと、ま
た除草剤を使用する場合でも除草剤等の薬剤が周囲へ飛散するおそれがないようにすること
が必要である。～実施前に地域住民へ説明するなどの配慮が求められる。また草刈りを行う
場合、～刈草が周囲に飛散しないような配慮も求められる」

「出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること」

事業計画策定ガイドラインより



解説（非常時に求められる対処）

「落雷・洪水・暴風・豪雪・地震等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらすおそれ
がある事象が発生した場合、直ちに発電（運転）状況を確認した上で、可能な限り速やかに現
地を確認し、発電設備の損壊、飛散、感電のおそれがないことを確認するよう務めること」

「発電設備に異常が生じた場合、速やかに現場の状況を確認するとともに～太陽光発電設
備及び周辺電気設備に十分な知見がある者が点検を行う」

「発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生し
た場合は、自治体及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するように務めること」

「事故が発生した場合、電気関係報告規則、消費生活用製品安全法の定めに従い、事故報
告を行うこと」

事業計画策定ガイドラインより



解説（計画的な撤去及び処分費用の確保）

「事業終了後に適正な撤去及び処分を行うため、その実行に掛かる費用を想定した上で、事
業計画を策定すること」

「撤去費及び処分費用の見積り取得が困難である場合には、FIT法に基づく調達価格の算定
において想定している建設費の５％以上を目安とすることが望ましい」

事業計画策定ガイドラインより



「再生可能エネル
ギーの導入促進に
係る制度改革につ
いて」
資源エネルギー庁
平成28年6月



新認定基準（Ｏ＆Ｍ関連）②

土地利用に関する法令を遵守すること

発電設備の安全性に関する法令を遵守すること

設備の設置場所において事業内容を記載した標識を
掲示すること（20kW以上）

電気の量を的確に計測できる構造であること

（改正法 第９条三項二・三号のポイント）



解説（土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続き）

「土地開発行為は、適切な措置を行わない場合、～地域住民など周辺に生じた被害への賠
償責任が生じることもあり、事業継続が困難となることもある」

土砂災害の防止、土砂流出の防止、水害の防止、水資源の保護、植生の保護、希少野生動
植物の個体及び生息・生育環境の保全、周辺の景観との調和などに配慮するとともに、反射
光等による地域住民の住環境への影響がないように考慮すること

FIT法に基づく認定と関係法令及び条例の許認可等は異なる観点から行われるものであり、
FIT法に基づく認定は他法令における許認可等を担保するものではない

遵守すべき関係法令及び条例は多岐にわたるため、網羅的に確認するためには、発電設備
を設置する土地を管轄する自治体に事前に相談することが有益

事業計画策定ガイドラインより



解説（土地開発の設計）

盛土、切土面の保護が必要な場合には、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水などの対策

切土、盛土をする場合で地下水によりがけ崩れ、土砂の流出のおそれがあるときは、開発区
域内の地下水を排出する排水施設の設置

がけ地の地域に設置する場合には、がけ肩からの離隔、がけ肩沿い排水などでがけ地の崩
落対策

湧き水がある場合には、地下排水管の設置など適切な措置

地盤が軟弱の場合には、地盤改良、擁壁、区域外での隆起、沈下が生じないよう土の置換、
水抜き等の措置

降雨量等から想定される雨水が有効に排水できる対策（排水路改修、調整池等の設置）

盛土・切土を行う場合には、土砂の流出による地域の水源の水の濁りの防止

事業計画策定ガイドラインより



太陽光発電事業に係る土地関係法令
海岸法

河川法

急傾斜地の崩壊による
災害の防止に関する法律

景観法

港湾法

国土利用計画法

砂防法

地すべり等防止法

自然環境保全法

自然公園法

消防法

振動規制法

森林法

絶滅のおそれがある野生
動植物の種の保存に関す
る法律

騒音規制法

宅地造成等規制法

鳥獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関する
法律

道路法

都市計画法

土壌汚染対策法

農業振興地域の整備に関
する法律

農地法

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

文化財保護法

事業計画策定ガイドラインより



「再生可能エネル
ギーの導入促進に
係る制度改革につ
いて」
資源エネルギー庁
平成28年6月



住民からの通報窓口設置

不良発電所を発見する仕組みと
改善命令・認定取り消しが
容易にできる仕組みを構築

クレーマーが出現する可能性も!



解説（地域との関係構築）

「地域住民と適切なコミュニケーションを図る～配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開
催や戸別訪問など具体的なコミュニケーションの方法について、自治体と相談するように務め
ること」

太陽光発電設備が地域と共生して長期安定的に電力を供給するため、①事業計画作成の初
期段階から太陽光発電事業者からの一方的な説明だけでなく、自治体や地域住民の意見を
聴き適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に
対応することが必要

事業計画策定ガイドラインより



「再生可能エネル
ギーの導入促進に
係る制度改革につ
いて」
資源エネルギー庁
平成28年6月



「再生可能エネル
ギーの導入促進に
係る制度改革につ
いて」
資源エネルギー庁
平成28年6月



新認定手続き（Ｏ＆Ｍ関連）
申請時に、次に掲げる書類を添付すること

発電設備の構造図及び配線図

点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制

を示す書類

関係法令（条例を含む）に係る手続の実施状況を示す

書類

（改正法 第９条一項のポイント）



オーナーが保有すべき書類
1.パネル配置図（レイアウト）

2.土木関連工事内容明記資料

3.ストリング配線図

4.単線結線図

5.架台構造図（強度設計等含む）

6.パワーコンデイショナー関連資料（取扱説明書含）

7.パネル関連資料(メーカー保証内容が分かるものを含む）

8.契約書内容一式(瑕疵担保責任の内容明記のもの)

9.完成引渡し前検査成績書一式

不備がある場合、施工店に確認する。
オーナーが保有していない場合、500kW以上の高圧
発電所は事業認定書類提出で指導が入る可能性あり。
また、その他の高圧・低圧は事故があった場合、
指導が入る可能性あり。

最悪の場合、認定取り消しの可能性がある。



解説（施工）

「関係法令及び条例を遵守した適切な施工を求めるとともに、施工状況及びその結果の確認
を行うこと」

「電技省令及び電技解釈と同等又はそれ以上の安全を確保した発電設備の施工を行うこと」

「設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成するように務めること。また、完成図書を
事業終了時まで、適切な方法で管理及び保存する」

完成図書として、設計図や施工記録、完成した設備の竣工試験データ等の書類一式が必要
である～設計・施工事業者に対して、完成図書の作成を依頼することが適切である

事業計画策定ガイドラインより



遵守事項チェックシート

FIT法施行後の住宅用余剰売電も対象となった



既設発電所向け 改正FIT法対策

必要書類の準備（施工店に依頼）

事業計画の作成・提出
（事業計画策定ガイドラインを参照の上、平成29年9月30日までに提出）

O&M業者の選定、O&Mのやり方を決定
（太陽光発電システム保守点検ガイドラインに準拠）

遠隔監視システムを設置
（発電電力量の低下や運転停止の未然防止に積極的に務めること）



既設発電所向け 改正FIT法対策

標識を掲示（縦25cm以上×横35cm以上）

再生可能エネルギー発電設備の区分（例．太陽光発電設備）
設備名称、設備ID、設備所在地、発電出力
再生可能エネルギー発電事業者名（法人の場合は名称及び代表者氏名）、
住所及び連絡先
保守点検責任者名（法人の場合は名称及び代表者氏名）及び連絡先
運転開始年月日

安全設備の確認
柵塀等の設置
立入禁止の表示



解説（周辺環境への配慮）

「稼働音等が地域住民や周辺環境に影響を与えないよう、適切な措置を講ずる～電磁波や
電線を通じた電磁波が周辺の電波環境に影響を与えないよう、適切な措置を講ずるように務
める～太陽電池モジュールからの反射光が周辺環境を害することのないよう、適切な措置を
講ずるように務めること」

「標識の掲示について、～改正後のFIT法の認定を取得したとみなされた日から１年以内に掲
示すること」

「電技省令に基づき、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示する
とともに、容易に構内に立ち入るおそれがないよう、適切な措置を講じること」

「低圧の太陽光発電設備を設置する場合、～発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした
上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。～出入口に
施錠等を行うとともに、外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げる」

事業計画策定ガイドラインより



標識の掲示義務
(新規・みなしとも）

全ての発電所に義務付けされる（但し20kw以上）
改正後のFITの取得を認められた日から1年以内

みなし発電所は2018年3月31日まで



どのような柵がいいのか

キーワードは子供!!!

大人が侵入した場合、何らかの意図があったと想定できる

子供の身長（小学生高学年・中学生の身長）を考慮すると

最低１・５メートル以上は必要!!!

これより低い場合、有刺鉄線等をつける必要があると推測する。

また、頑丈で簡単に壊せない構造を推奨する。

(獣用のフェンスは不安）



どのようなO&Mがいいのか

低圧発電所には．．．

・新エネルギーサポーター低圧パック

高圧発電所には．．．

・発電所の状況に合わせてカスタマイズ



O&Mで重要なこと
① 太陽光発電システムは、いつか壊れる、と覚悟する

② 遠隔監視システムを活用し、詳細な発電量を把握する

③ 遠隔監視のアラート管理だけでなく、日々のデータから読み取れる
発電維持管理のノウハウを構築する

④ エリアや時期による発電量の相対比較を行い、トラブルの有無を読み取る

⑤ パネルやパワコン等電気的故障の判断だけで満足しない

⑥ 目視で発電所の構造変化を確認し、排水や法面崩壊、フェンスの破損等
土木造成の点検を実施する(安全面から改正FIT法の施行に大きく影響）

⑦ 用途に合わせた適正な点検機器を使用し、数値化したデータで記録を取る

⑧ 緊急時（ブレーカーダウン等）故障内容を把握せずに、ブレーカーを上げない



O&Mで重要なこと



新エネサポの組織



O&Mのご相談は
新エネルギーサポーターへ
新エネルギーサポーターのサービス提供ポリシー

１．ローコスト、かつ、高い信頼性

２．発電事業者の利益を最優先

３．完全独立系、第三者的立場を堅持

４．必要最低限に徹し、無駄な作業を省く

５．やるべき作業は確実に行い、単なる安物とは一線を画す

６．先端技術はフォローするが、コストパフォーマンスを吟味する

お問合せ先 株式会社エナジービジョン O&M事業部 増田龍史
tel 03-5829-6424 （携帯）070-6666-6424

メール r.masuda@energyvision.tv


