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高圧連系太陽光発電設備の注意点

野原産業（株）

事業開発部 盛田直樹
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簡単な自己紹介
• 複数社の設備技術者経験

• 特別高圧受電設備の監督経験

• ガスタービン発電設備の電気設備等の監督経験

主な資格
 技術士（電気電子部門）

 第２種電気主任技術者

 第一種電気工事士

 エネルギー管理士

 iNARTE EMC Engineer

 テクニカルエンジニア エンベデッドシステム

 ボイラー技士１級

他…
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知識･実務もできる電機・電気･電子の専門

→ノイズ・電磁波障害に関する専門

→プラントエンジニアとしての能力
（ボイラー取扱作業主任者の経験）

→組み込みエンジニアとしての能力

はじめに １

現在の太陽光発電は基本的に投機・資産運用目的
から派生した産業です。

その源流が金銭目的であるために、電気工事業関
係者・土木工事関係者・建設工事関係者の協業を
得られていない状態で施工をされている物件が非
常に多く存在します。

そのため、工事業者側もコストを最優先した設計や
、短期的な運用が前提の設計をされており、検収期
間が過ぎてしばらく経てば、何時壊れてもおかしくな
い設計です。
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はじめに ２

しかし我々は本来、地球環境の保護や災害対策の
一手という観点から、太陽光発電に想い･願いを注
いできたのではないでしょうか？

ならば、我々が成すべきことは、現在の問題の多い
太陽光発電設備を、正しくあるべき姿＝エネルギー
プラントという思想への回帰だと考えております。

そこで、現在･過去に共通する問題事例を採り挙げ
、今後の施工･運用･保全に関する基礎知識の向上
にしたいと考えております。

5

掴みはさておき

早速本題へ…
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政府発表は無料の強力な情報誌
統計情報が無料･他社の動向も無料

しっかり目を通しておきましょう

7

※実際には納税した税金が使用されています。

業界の価格動向について
経済産業省 資源エネルギー庁 公表資料抜粋
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政府発表①
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政府発表②

10



2017/2/15

6

政府発表③
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政府発表④
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政府発表④
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政府発表⑤
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政府発表⑥
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業界の市場動向について
経済産業省 資源エネルギー庁 公表資料抜粋

16



2017/2/15

9

政府発表⑦
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政府発表⑧
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政府発表⑨

19

ここからが我々の関わっている局所的な話

私が関わった案件において､

見えてきた電気設備の問題･課題の抜粋
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見えてきた太陽光発電所の電気的な問題点

危険度の高い順番に

1. 図面と施工が合わない

2. 異常時の保護が確立されていない

3. ケーブルの過熱

4. トランスの過熱

5. 施工不良

6. 実力を持つメンテナンス業者の不在

21

被害大

被害小

本件は
ここを
説明

この順序で問題視される理由

1. 問題点が見えない

⇒見えないと対処ができません

2. 地域へ損害と補填

⇒発電で収益どころか、負債を抱える羽目に…

3. 不在時の火災発生
⇒初動に遅れれば、その分大損害

22
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電気火災に対する対策に要注意

• 太陽光発電設備は感電の危険があるため、消火
活動が泡・粉末に限定
⇒光があれば発電する=夜間でもライトが当たり、感電する危険

• 水を使えないというのは意外と大きい制限次項
⇒主力の消火設備が無尽蔵に使えない＝初期消火が必須

• 地域の消防団・消防署と綿密な連携を実施する
⇒初動の良否で周囲一体が命取りになりえる

23

図面と施工の不一致

24
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そんなことあるの？という実態

施工図面＝施工された図面ではない
検収を上げて瑕疵責任の期間が過ぎれば、見ることを怠った依頼者側の責
任範疇になる可能性があります。最終的な監督･権限は代金を支払う依頼者
側にあることを自覚しましょう。

全部見なければいけないのか？
基本的に全て見ることをお勧めします。施工図面に従わない工事業者はど
こに潜んでいるか分かりません。

昔ながらの付き合いでないのであれば、特に注意しましょう。

なぜ発生するのか？
工期の問題で違う部材を使用したということも十分ありえます。

正しい施工･信頼性の高い業者ほど、それなりの料金と納期が発生します。

値切り・長期の交渉・納期短縮・突然の仕様変更などをした場合は要注意

25

特に注意すべき点

• 接地線周辺

電線のサイズが異なる場面が多い。事故時に焼ききれて波及事
故に繋がるため、確実に抑えておきましょう。

• ケーブルの端末処理

圧着工具が正しく施工されているか？絶縁部材が破損していない
か？高圧ケーブルの接地線の絡げ処理は正しく行われているか
？ZCTの貫通に対する処置は適切か？

• ケーブルの接続箇所の処理

絶縁処理は適切か？ガラスクロステープ→自己融着テープ→電
気絶縁用ビニールテープの順で1/2以上の重ね巻きで正しく巻い
てあるか？

• 使用されている機器が仕様と合致しているか？

26
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異常時の保護は適切か？

27

確実に保護協調を行いましょう

故障が起きたら故障箇所の分離をする機能
＝保護継電器です

過電流・過電圧・不足電圧・地絡方向・地絡過電圧・周波数上下など、最
低限の保護継電器を正しく施工しましょう。

保護の順序は正しいか？
どのような事故が起きても、事故の発生箇所に近い箇所から順番に確実に
遮断してゆく機能を搭載し、備えましょう。

波及事故時には、損害補填を求められます
もし、事故の箇所が正しく解列できなかった場合は、系統に繋がっている
企業様より、損害賠償を求められます。中規模の工場で数百万円単位、大
規模になると何百億円単位です。それらが一斉に降りかかります。

28

事故箇所の切り離しができない・継続＝損害賠償・広域大火災の原因
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特に注意すべき点

• 保護機能

電気事故発生時の故障箇所を上手に解列する方法は？

小動物対策は？（蛇、齧歯類、猫、イタチ、鳥類他）

湿気対策は？（湿度で漏電・イオン移動・絶縁劣化･部材劣化）

• 保護の妥当性

ケーブルの伸縮による損傷対策は？

破損の際の漏電対策は？

• ケーブルの接続箇所の処理

絶縁処理は適切か？ガラスクロステープ→自己融着テープ→電
気絶縁用ビニールテープの順で1/2以上の重ね巻きで正しく巻い
てあるか？

• 使用されている機器が仕様と合致しているか？
29

機材の選定は正しいか？

30
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ケーブル=高価ですが、確実に投資すべき対象

• 日本製で適切な選定あれば、20年で更新するこ
とは無い。通常30～50年程度
本来は1度の投資で終わる話ですが…

• ケーブルは正しい実使用条件下か？
定格の規定は何℃？周囲の発熱部材(ケーブル)は？

• ケーブルでの送電損失は、かなり大きい
次項で説明。サイズが小さいと損失がかなり大きい

• 発生した損失は、周囲の温度上昇＝パネルの温
度上昇にも寄与

パネルの出力特性は -0.3～-0.5［％/℃］

31

20年無メンテのはずの変圧器は、正しく設計されているのか？

• 昼間に最高温度に達し、夜は最低温度まで下がる実態

窒素封入式で無い限り、毎日吸湿して絶縁油の劣化を促す

• トランスの寿命は絶縁紙劣化・絶縁油の劣化が支配的

トランスは6[℃]の温度上昇で､寿命が半減。絶縁油劣化は
10[℃]で2倍の促進

トランスの容量表記は、標準で周囲環境が25[℃]のとき

• 夏の日射が厳しいときほど、負荷が大きく掛かる仕組み

故障しないエネルギープラント設備を実現するには、夏の厳し
いときを基準にして、設備の設計をしなければならない

実際の設計条件の多くは、平均からの想定である

つまり、厳しい条件下での故障＆業者呼び出しは免れない=維
持管理コストの上昇

32
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損失を考える

ここからは実際の発電所での

施工例から考えてみようと思います

33

想定する発電所

500[kW]のパワーコンディショナー

トランスは500[kVA] ※但し最新式トップランナー

200[㎟]のケーブル4条で接続

20[m]の接続距離

電圧は勿論220[V]

※ プラント経験者としては危険極まりない内容かもしれませんが、実態です。

※ AC300[V]、DC450[V]を超える電線路では、漏電遮断器が必須要件です。
34
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ケーブルの寿命の考察

200[㎟]の断面積を持つ4本又は3本のCV線を4条使用して、220 [V]

500[kW]のパワーコンディショナー～トランス間を接続した

この場合、電線1本に流れる電流は低くても 328[A]

しかし、この条件での一般的な使用限界は250～280[A]

原因は、定格周囲温度25or40[℃]における1本の許容電流の利用

条数の配慮不足、周囲環境の温度の未配慮

夏場の外気温･周囲温度を配慮すると結果的に、

• ケーブルの中心が130～150[℃]に過熱する事になる

• ケーブルの劣化が促進され、20年以上の耐久性は怪しくなる

• ケーブルの伸縮による擦れが増大→断線･漏電事故の発生

等の障害が発生する。

35

変圧器の寿命の考察

500[kW]のパワーコンディショナーに500[kVA]のトランスを接続した

この場合次のことが想定できる

• PCSの力率は1.0ではないため､過負荷が発生する
※出力500[kW]の力率0.9で制御をすることもある=11％の過負荷

• 夏場はキュービクルが最悪時は50～55[℃]程度 ※設計は25[℃]

• 夏場の数時間はかなりの過負荷運転を免れられない

• PCS出力＜パネル出力の余力が大きいほど危険時間が長い
※通常は1.3～1.4倍のパネルを敷く設備が多い

そのため､次のことが推測される。

メーカーが一般に言うところの寿命20年は期待ができない

かなり早い時期(5年前後)で絶縁油の大きく劣化傾向が出現？

これはかなりの危険要因ではなかろうか？

36
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損失を考える
想定する発電所の例 ※ ちょっと理想過ぎですが､設備はワーストケースで考察する必要があります。

37

可視化した損失を考える

38

※このパターンではPCS定格の1.4倍のパネル過積載を行い、理想的な発電状態であることを想定しています。
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設備を適正化した場合の損益を考える

39

このケースの損失の内訳は

1日の電力 1日 1ヶ月 1年 20年

未発電時のトランス 8時間52分 5.85  kWh ¥81.93 ¥2,457.84 ¥29,903.72 ¥598,074.40

ケーブルの負荷損失 26.21  kWh ¥891.27 ¥26,737.98 ¥325,312.05 ¥6,506,241.09

トランスの負荷損失 37.65  kWh ¥1,280.25 ¥38,407.51 ¥467,291.42 ¥9,345,828.30

※ 電力の単価は以下の想定

電気の購入金額[円/kW] 14
電気の販売価格[円/kW] 34

ケーブルを5条、トランスを750kVAに変更

1日の電力 1日 1ヶ月 1年 20年

未発電時のトランス 8時間52分 8.78  kWh ¥122.89 ¥3,686.76 ¥44,855.58 ¥897,111.60

ケーブルの負荷損失 21.18  kWh ¥720.27 ¥21,608.18 ¥262,899.56 ¥5,257,991.19

トランスでの負荷損失 25.10  kWh ¥853.50 ¥25,605.01 ¥311,527.61 ¥6,230,552.20

トランスの無負荷損失対策の実施

• トランスは無負荷時でも、一定の損失を発生

• トランス上位に電動ばね方式のVCBやVCS、自動再投
入LBSを搭載の場合は、未発電時に開放することによっ
て、電力料金の削減が可能（500kVAで年間30万円～）

※停止･復帰に関して、一時的にUVRを利かなくする手順と、代
替保護機能の実装･リレー改造を行わなければならない

• 交換・改造費用は１台１００万円程度～

• 手軽に大幅な利益の還元が可能

• 冬･梅雨時期の湿気対策を別途考慮しなくてはならない

40

※ 最上位の遮断器を送電会社との連絡なく解列することは系統連系違反になります
※ 保護リレーの改造が必要な場合があります
※ 不要であったスペースヒーターの運転･断熱・除湿機構などが必要になります
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トランスの負荷損失対策の実施

• トランスの容量を正しく選定し、寿命と効率の両立

• トランスの過熱により、トランス内部の部品の劣
化が促進される
元々の利用形態であれば推定される寿命は最短で10年少々

大型化することにより、20年の期待寿命を安易に達成可能

• 手軽に大幅な利益の還元が可能(最大効率は40％負荷時周辺)

500kVA1台で年50万～200万程 (6割晴れなら3割程度の効果)

• 20年と割り切れば、絶縁油の交換が不要に…
※ 定期的な点検は必要だが、設備全体で100～200万単位の
資金が掛かる作業(2～3回)が要らなくなる可能性が生まれる｡

41

※ 750kVA以上はキュービクルに入らない可能性があります
※ トランスの変更は消防法の報告義務対象になります

ケーブルの負荷損失対策の実施

• ケーブルの定格は電流値ではない
絶縁体で規定した最高温度を超えないこと

• ケーブル容量を正しく選定し、寿命と効率の両立

• ケーブルの過熱により、絶縁部材の劣化が促進
される
本利用形態であれば推定される寿命は10年程度

1本(約10万円)追加により、20年以上の期待寿命を達成可能

• 手軽に追加工事が可能
1本追加で這わせるだけで年間2～6万円の利益と高信頼化

発熱は(4/5)の２乗で、64%に低減

350[A]→280[A]定格範囲内 (但し、これでも定格ぎりぎり)
42
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夏場はトランスが過熱する

この構成での実際の運用では、夏場はトランスが過熱して
破損する可能性があります。

トランスの過熱を防がなければ、設備が焼損して火災事故
に繋がります。

そのため、出力制限をかけなくてはなりません。

今回の想定

⇒夏場の外気温が40℃なら出力制限は100％

→60％～50％まで下げないと運転できない

43

※ 実際に意図的に出力制限を掛ける手段として、ストリングの解列で対応することが多い
※ 1台のトランスに対して複数台のPCSが接続されている場合は、台数を減らす手段もある

トランスの過熱対策＆寿命対策を講じる

• トランスのキュービクル改造による100％負荷対応

• 改造による収益の試算

• 今回の例では、夏場60％出力制限をせざるを得ない状態であれば･･･

44

1ヶ月で最大120万円程度の収益改善が可能
さらに、冷却でトランスの寿命も長くなるというおまけ付き

※ 気温40℃、最大日光量時のキュービクルに収納状態のトランスについて、常時100％負荷でも十分冷却可能な構成を想定
※ 10年動作保証可能な冷却装置をつけた場合を想定
※ 盤図面・配置図などを確認し、適切な冷却装置を選択する必要があります
※ ワーストケース想定で、改造費は約300万円程度。費用を下げることができますので、詳細はお問い合わせください

1日の電力 1日 1ヶ月

改造前の発電量 約9時間 2937.15  kWh ¥99,862.96 ¥2,995,888.75

盤クーラーの電力 46.80  kWh ¥1,591.20 ¥47,736.00

改造後の発電電力 4257.23  kWh ¥144,745.79 ¥4,342,373.75

改善される収益 1273.28  kWh ¥43,291.63 ¥1,298,749.00
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安心･安全と正しい利益確保の道へ

• 太陽光パネル発電は、エネルギープラントである自覚

高圧連系なら、異常時の損害賠償の桁は億円単位

• プラント＝定期的な小額のメンテナンスで、長期的な連
続稼動の実現性に配慮をする

プラントのコストの6割は維持管理コスト

維持管理コストをどれだけ下げるか？を焦点にすべき

• パネルやパワーコンディショナー入れ替えなどの、修理
を想定した事業計画

例えば、複数のプラントを持つ場合、ある程度購入製品を統一
化しておく

予備台数を数台確保するだけで、BCP対策になる
※ BCP：事業継続計画のこと。太陽光発電は広域災害対策設備としての価値になる
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まとめ
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内容のまとめと考え方

• 異常が無いのではなく、見えていないだけかもしれない
ことを認識する

貴社が専門ではない=新規事業ならば、一度総洗いをお奨め

地方･業者により、設計･施工の得意不得意は大きく分かれる

• 投資損失の所在を可視化をして、正しい投資と見えにく
い費用対効果を認識する

見えにくい寿命と、動作上の損失改善について、妥協点を模索
する必要性を認識する

• 詳しい専門家の意見を聞く

ここに挙げたのは、ほんの一例

知らないことは悪ではない、知ろうとしない･認識を否定するこ
とが悪なのである （無知の知）
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困ったときのご相談はこちらへ

野原産業株式会社事業開発部
電話:03-3357-7761

FAX:03-3357-2568

E-mail:ssg20@nohara-inc.co.jp

web：http://pv-om.nohara-inc.co.jp/

土木･造成･緑化･動物･電気など、

何か困ったらお気軽にご相談ください
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