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1．はじめに

　東北地方太平洋沖地震（M9.0）の大津波による東
京電力福島第一原子力発電所の事故を受け，また
CO2 排出量削減を目的として，風力や太陽光，地熱
といった再生可能エネルギーが注目されている．中
でも，比較的安定した電力供給の可能なものが太陽
エネルギーであり，太陽光発電技術の開発と普及が
我が国の重要な政策として進められている．
　太陽光発電が一般家庭に導入され始めたのは
1994 年頃であるが，その後，国が補助金を出して
導入を支援したり，余剰電力買取制度を設けたりし
たことで普及が進んだ．特に，2012 年に固定価格
買取制度が導入されてからの普及は加速度的であ
る．最近では新築住宅の屋根に太陽光パネルが取り
付けられているものが多い．建物一体型システムも
利用されている．また，大規模太陽光発電所（いわ
ゆるメガソーラー）が全国各地に建設された．住宅
地においてさえ，少し広い空き地があると，太陽光
発電パネルが設置されているのをよく目にする．
　太陽光発電システム（PVS）は構造的には非常に
単純であり，設置に高度な技術を必要としない．建
築基準法施行令の一部を改正する政令によって，
2011 年 10 月，太陽光発電設備等を建築基準法が適
用される工作物から除外するようになったため，安
全性を十分に確認することなく安易に建設されてい
るものも多く見られる．そのため，最近では台風等
の強風によって破壊し，パネルが遠方まで吹き飛ば
されるといった被害もしばしば報道される．飛散し
たパネルは他の建築物の損傷や人的被害を引き起こ
す（いわゆる「被害の連鎖」）．まさに「空飛ぶ凶器」
である．2016 年 2 月 18 日に NHK 総合テレビで放
映された「所さん！大変ですよ」のタイトルは「空
から巨大な手裏剣が飛んできた！？」であった．

2015 年 8 月，福岡の住宅地に四角い巨大物体が飛
んできて家の屋根や窓を破壊したという事件を調査
したものである．飛んできた物体の数は約 150 個．
鋭くとがった形状で，すさまじいスピードで飛ぶ様
子は「手裏剣」のようであったという．調べてみる
と，同様の被害が全国で多発していることが分かっ
た．この「巨大手裏剣」こそ，太陽光発電パネルで
ある．幸い，これまで重大な人的被害は報告されて
いないが（もしかしたら筆者が知らないだけなのか
も知れない），最近，屋根上設置型だけでなく地上
設置型も住宅地に多く設置されるようになったこと
で，その危険性は非常に高まっている．写真 1 のよ
うな被害を他者に与えた場合，その原因を作った者は
明らかに加害者であり，損害賠償を求められるのは当
然のことである．昨年の飛散被害に対して訴訟が起
こっているとのことである．国は太陽光発電を普及さ
せるため，様々な補助金や固定価格買取制度を設けた
ほか，建築基準法の適用範囲外とする規制緩和を行っ
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たのであるが，これが仇となったともいえる．
　最近，ソーラーシアリングの考えに基づき，営農
型発電システム（農地 PVS）も普及しつつある．
この農地 PVS については，農地としての利用が義
務づけられているため，通常の地上設置型 PVS に
比べて，①設置高さが高い（アレイの下での農作物
の生産，トラクター等農業機械の利用のため），②
アレイの設置間隔が広い（植物の光合成に必要な光
を確保するため），③軽微な架台や基礎が使われる

（認可期間が原則 3 年であり，場合によっては元の
農地に戻す必要があるため），といった特徴を有し
ている．これらはいずれも耐風性確保という観点か
らは不利な条件になる．すなわち，①および②は
PVS に作用する風荷重が大きくなることを，③は
十分な耐力を確保しにくいことを意味している．後
に撤去することを考え，軽微な基礎が用いられるの
で，転倒や飛散といった被害が大いに懸念される．
　中で人間が生活する建築物と同じ安全性を PVS
にもたせる必要はないが，最近では市街地や住宅地
に多くの PVS が設置されるようになり，破壊して
飛散した時の社会的インパクトを考えれば，構造安
全性に対する最低限の公的なチェックが必要であろ
う．不良品がはびこり，台風等の強風のたびに多く
の被害が出たのでは，PVS の信頼性が下がり，政
府の思惑とは逆に普及を遅らせる結果になってしま
うのではないだろうか．きちんとした設計・施工，
メンテナンスを行い，良いストックを残すことが「安
全・安心な地域づくり」において重要である．
　筆者は 2003 年度から 2007 年度までの 5 年間，東
北大学未来科学技術共同研究センターで「強風災害
低減と環境保全に関する開発研究」というプロジェ
クトを行った．このセンターは，新産業創出や新商
品開発に繫がるような基礎研究を産官学が共同して
進めることを目的として設立された組織である．「脳
トレ」ですっかり有名になった川島隆太教授の部屋
は私の部屋の隣であった．機械，材料，電気，化学
といった分野が主で，商品開発など，まさに「正の
便益」を産み出す研究が盛んに行われていた（勿論，
現在でもそうである）．その意味で，筆者のプロジェ
クトはかなり異質であった．プロジェクト期間中の
2004 年には過去最高となる 10 個の台風が我が国に
上陸し，各地に大きな強風被害をもたらした．一連
の台風被害に対して支払われた損害保険金総額は
7,000 億円を超えた．台風被害は，被災地が広大と
なるため，個々の被害は小さくてもトータルとして
の経済的損失は膨大なものとなる．この損失，つま

り「負の便益」を低減することは「正の便益」をも
たらすのと同じであると筆者は考えている．強風災
害は膨大な量のゴミを産み出し，その処理に要する
エネルギーも膨大になる．ゴミを減らすことは環境
保全にも大きく貢献する．PVS を設置して発電す
ることは「正の便益」を生み出し環境保全にも貢献
することは間違いないが，被害を防ぎ，「負の便益」
を減らすこともそれと同等である．
　では，PVS の強風被害を低減するにはどうすれ
ば良いのか．まず，近年の強風被害調査結果に基づ
き，設計・施工上の問題点を明らかにするとともに，
PVS に求められる性能（要求性能）を明確にし，
その性能をきちんと発揮するよう，設計・施工する
ことが重要である．そのためには，PVS まわりの
流れの性状や PVS に作用する風力の特性を正しく
理解して，必要な耐風性能をもつよう設計・施工す
ること，また，適切な試験によってその性能を検証
することが重要である．
　以上の観点に立ち，本稿ではこれら PVS の風荷
重評価と耐風性能評価に関するいくつかの課題につ
いて，私見を交えながら解説する．

2．PVSの耐風性能と安全性評価

2.1　力の流れと破壊
　図 1 は，気流中に置かれた PVS について，力の流
れを模式的に表したものである．M1 は風圧を直接受
けるパネル，M2 はその支持部材（架台等），M3 は基
礎（屋根上設置型の場合，屋根への定着部）を表し
ている．基礎に流れた力は基礎の自重あるいは杭と
地盤との摩擦力によって支持される．屋根上設置型
の場合は，定着部を通って建物躯体に伝わる．図中
の細い矢印は部材内を流れる力を，太い矢印は接合
部を流れる力を表している．破壊はこのような力の
流れがどこかで途切れることで発生する．強風被害
調査によれば，部材を流れる力がその部材の耐力を
上回って破壊することは少なく，接合部（屋根上設
置型の場合，定着部を含む）の破壊あるいは基礎の
引き抜けがほとんどである．一箇所の接合部の破壊
が構造物全体の破壊のトリガーになることも多い．

図 1　力の流れの模式図
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　写真 2 はフレームへのパネル定着部が破壊してパ
ネルが飛散した例（M1 と M2 の間で破壊），写真 3
は架台構成部材接合部が破壊した例（M2 の構成部
材接合部で破壊），写真 4 は基礎部が破壊し，PVS
全体が吹き飛ばされた例（M3 定着部で破壊）である．
いずれも接合部は脆弱なボルト接合のようである．
写真 5 は，地面に単管を打ち込んで架台を構成した
例である．基礎は構造物を支持する上で重要であり，
意外にコストがかかる．コストを下げるため，写真
5 のような軽微な構造が用いられることが多い．単
管を地面に打ち込んで基礎とし，架台も単管をクラ
ンプで繋いだだけの簡便な構造である．写真 5 の場
合，JIS C 8955 に基づき，単管 1 本あたりに作用す
る風荷重（引き抜き力）を計算してみると，5.86kN
となる．PVS の自重（1.88kN）を差し引くと作用
する力は約 4kN と計算される．とてもこれだけの
風荷重に耐えられるとは思えない．
　PVS の耐力を評価するには，まずそれが最終的
にどのように破壊するかを適切に想定する必要があ
る．そのためには，個々の部材や接合部がどのよう
な破壊形態を示すか，また各部材がどのように構成
されているのかを理解することが重要である．PVS

の構造を模式的に表すと，図 2（a）に示されるよ
うな「直列システム」で表される場合が多いと考え
られる．ここで，四角で表される要素には PVS の
構成部材だけではなく接合部も含まれている．直列
システムの場合，要素 1 か所の破壊が構造物全体の
破壊につながるので，そのクリティカルとなる要素

写真 2　パネルと支持部材との接合部の破壊
　　　　（写真提供：奥地建産・奥地誠氏）

写真 3　架台構成部材接合部の破壊
　　　　（写真提供：奥地建産・奥地誠氏）

写真 4　基礎の破壊（写真提供：被災住宅の居住者）

（a）破壊状況

（b）単管を打ち込んだだけの基礎
写真 5　単管で構成された架台の破壊
　　　　（写真提供：奥地建産・奥地誠氏）



植松　康：

Journal of JSES － 4 － 2016 年

の耐力のみを考えればよい．これに対して，図 2（b）
に示されるような「並列システム」で表される場合
には，各要素が脆性要素（破壊によって完全に耐荷
能力を失うような要素．ボルトの破断などはこれに
相当する）であったとしても応力の再配分が生じる
ので，1 要素の破壊が直ちに全体の崩壊にはつなが
らない．ただし，弱い要素から次々と連鎖的に破壊
が生じて全体的な破壊に至る場合もある．一方，延
性要素（破壊後においても一定の荷重水準を維持す
るような要素．構造用鋼材の引張破壊などがこれに
相当する）で構成されている場合には，全ての要素
の耐力の和が構造物全体の耐力となる．実際の構造
物では，このような単純なものだけでなく，「直列
システム」と「並列システム」が混在する「混合シ
ステム」も存在する．したがって，実際の構造物で
は様々な破壊モードが生じ，クリティカルとなる破
壊モードを特定することが難しいことも多い．構成
を正しく理解し，適切に耐力評価を行う必要がある．
破壊を防止するためには，接合部に靱性をもたせる
こと，並びに，1 箇所が破壊し応力の再配分が生じ
ても次の破壊につながらないよう余裕をもった設計
とすることが重要である．なお，安全率は力の流れ
において下流側にある部材，接合部ほど大きくして
おくのが基本である．
　許容耐力は通常試験によって定められるが，この
試験は図 1 に示したような力の流れを適切に考慮
し，実際の破壊性状を再現できるものでなければな
らない．構造が「直列システム」の場合，クリティ
カルとなる部材あるいは接合部が明確ならば，PVS
の耐力もそこで決まるので，その部分だけを再現し
た「要素試験」でよい．しかし，様々な破壊状態が
存在するときには，要素試験では全体の挙動を把握
できないことが多い．そのような場合には，アセン
ブリ試験体（実際の PVS と同じように様々な部材

で構成された試験体）を用いてロードパスをきちん
と再現した試験（以下，「アセンブリ試験」と呼ぶ）
を行う必要がある．なお，具体的な耐力評価方法に
ついては，4．で説明する．

2.2　確率論に基づく安全性評価
　PVS 架台の設計は一般に許容応力度に基づいて
設計される（許容応力度設計）ことが多い．すなわ
ち，基規準等で与えられた荷重に対して各部材や接
合部に作用する応力度を計算し，それが部材や接合
部の許容応力度あるいは許容耐力以上であれば安全
であるとする．このとき作用する荷重およびそれに
よってもたらされる応力度や許容応力度・許容耐力
も確定量として扱われる．しかし，実際にはどうで
あろうか．PVS に作用する風力，PVS の耐力いず
れも確定量ではなく，図 3 に示すようにばらつきを
もった確率量であり，それらの特性は一般に確率密
度関数あるいは確率分布関数（非超過確率）で表さ
れる．
　確率分布特性は，一般に試験等で得られたデータ
に基づいて推定されるが，推定精度は得られた情報
の質と量に依存する．すなわち推定値には統計的不
確定性が含まれる．さらに，構造解析を行う場合に
は，様々な数学モデルが用いられる．このモデルも
厳密には確率的なものであるが，一般には確定的な
モデル（例えば，線形弾性解析）とすることが多い．
対象とする問題が力学的に解明された上でモデル化
が行われることもあるが，経験的な場合も多い．す
なわち，構造物や構造要素の応答には，荷重や耐力
などに内在する不確定性だけでなく，このようなモ
デルの不確定性も含まれる．これには，解析を単純
化するための仮定，境界条件が未知であること，あ
るいはモデルに含まれない他の変数が応答に与える
影響が未知であることなどが含まれる．不確定性が
大きいほどばらつきは大きくなる．前述の許容応力
度設計においても，実は許容応力度を定める際に用

（b）並列システム

（a）直列システム

図 2　構造システム

図 3　耐力と外力の確率分布
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いられる「基準強度」や「安全率」の中にばらつき
や不確定性が考慮されている．例えば，一般に用い
られる鋼材（例えば，SS400）の基準強度 F は降伏
点の下限値と定義されている．安全率は外力や耐力
のばらつきや不確定性が大きいほど大きな値が設定
されるが，設定値の理論的根拠は必ずしも明確では
なく，「工学的判断」で決められていることも多い．
本来，耐力並びに荷重のばらつきを定量的に考慮し，
安全性を確率論（信頼性理論）に基づいて評価する
のが合理的である．すなわち，荷重，耐力いずれに
もばらつきがあることを認識し，設計荷重や耐力を
評価しなければならない．
　外力 S が耐力 R を上回ったときに破壊が発生す
るが，S，R ともに確率量であり，それらの確率密
度関数をそれぞれ fS（s）および fR（r）で表すと，破
壊確率 pf は次式で計算される 1）．

∫ ∫
∞ ∞

−==
0 0

)](1)[()()( drsFrfdssFsfp SRRSf  （1）

ここに，FR（r）および FS（s）はそれぞれ R および
S の確率分布関数を表す．pf を精度よく予測するた
めには，fR（r）および fS（s）の高い予測精度が求め
られるが，そのためには多くの試験体を用いた試験
が必要になる．しかし，確率密度関数が正規分布や
対数正規分布で近似的に表されることも多く，その
場合には，平均値と標準偏差が分れば確率密度関数
は決定されるので，それらをある程度の精度で推定
できればよい．
　R と S がいずれも正規分布あるいは対数正規分布
に従うとき，pf は次式で与えられる．

)()(1 βΦβΦ −=−=fp  （2）

ここに，βは安全性指標（safety index）と呼ばれる
ものである．また，Φは標準正規確率分布関数を表
す．いま，R および S がいずれも正規分布に従うと
すると，βは次式で与えられる．
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ここに，μS およびμR はそれぞれ S および R の平均
値を表す．また，νS およびνR はそれぞれ S および
R の変動係数であり，S および R の標準偏差をそれ
ぞれσS およびσR とすれば , 以下のように表される．

S

S
S µ

σν = ，
R

R
R µ

σν =  （4a）,（4b）

正規分布，対数正規分布いずれの場合も，μR ＝μS（耐
力と荷重の平均値が等しい）とすれば，β＝ 0 となり，
pf ＝ 0.5，つまり 50％の確率で破壊する．βが 1，2，
3 と増大すると，pf は 0.16，0.0227，0.0013 と急激に
減少する．つまり，pf は fS（s）と fR（r）の形や相対
的位置関係によって変化する．例えば，μR をμS に
対して大きくすると（図 3 において fR（r）を fS（s）
より右側にずらすと），あるいは，平均値が変わら
なくても，ばらつきが小さければ（σS およびσR が
小さければ），fS（s）と fR（r）の重なり部分が小さく
なるので pf は減少することは容易に理解できよう．
　S および R がいずれも対数正規分布に従う場合，
βは近似的に次式で与えられる．
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≈  （5）

この場合にも，S および R の分布性状と破壊確率の
関係は，上で述べた正規分布の場合と同様である．
　荷重 S および R のばらつきが大きければ大きい
ほど，μR をμS より大きくする設定する，すなわち，
安全率を大きくとる必要があることが，図 3 より容
易に理解できよう．

2.3　PVSに求められる構造性能
　前述したように，PVS は一般には建築基準法の
適用外として扱われる．しかし，地上設置型でも近
年では市街地に建設されることも多くなり，強風に
よって破損・破壊が発生した際の社会的・経済的イ
ンパクトを考えれば，通常の建築物と同等の安全性
をもたせる必要はないものの，建築基準法に準拠し
た耐風設計を行う必要があるといえよう．普及を図
るという政策のために，十分な議論をすることなく，
規制緩和という名目で建築基準法の適用範囲外とさ
れたということを忘れてはいけない．また，建築基
準法は人命や財産を守るための最低基準であり，こ
れさえ守れば安全であるということではない．建築
基準法においても，畜舎等の設計荷重は通常の建築
物より低減されている（国土交通省告示第 474 号）．
これは，畜舎等に人間が滞在する時間は短く，大地
震や暴風に遭遇する確率が低いことを考慮したもの
である．2.2 節で述べたように，構造物の破壊は，
作用する荷重と耐力の大小関係で決まるので，構造
物の安全性は設計荷重と耐力を切り離して考えるこ
とはできない．
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　建築基準法に基づく設計において，通常の建築物
に求められる構造性能は以下の通りである．まず，
稀に起こる（平均して 50 年程度に 1 回の割合で起
こる）地震や暴風，大雪に対しては損傷せずに継続
して使用できるものとする．また，極く稀に起こる

（平均して 500 年程度に一回の割合で起こる）の地
震，暴風，大雪等に対しては，損傷は許容するが倒
壊して建物内部の人命や財産を損なってはならない
としている．限界耐力計算においては，「稀」と「極
く稀」はそれぞれ「損傷限界」と「安全限界」に対
応し，設計で用いる風荷重の比は 1.6 である．この
荷重比 1.6 は，再現期間 500 年と 50 年の風速の比
が全国平均で約 1.25 であり，風圧は風速の二乗に
比例することより，荷重比にすると 1.252≈ 1.6 とな
ることから定められたものである．
　このような建築基準法での考え方に準拠すれば，
PVS が保有すべき耐風性能は以下のように纏める
ことができよう．

（1）稀に起こる暴風に対して，損傷は限定的であり，
破壊することはない．

（2）極めて稀に起こる暴風に対して，飛散させない．
ただし，設置場所が人里離れていて，飛散が他
者への被害をもたらさないことが明らかであれ
ばこの条件を緩和することができる．

　市街地の建物の屋上に設置される PVS はもちろ
ん，住宅地に建設される PVS については，飛散し
た場合の影響を考えると，建築外装材と同程度の耐
風性能をもたせるべきである．特に飛散させないと
いうことが重要である．そのためには，構造システ
ムとしては「直列システム」ではなく，「並列シス
テム」とする（構造に冗長性を持たせる）こと，ま
た，部材や接合部が脆性的破壊をしないこと（靱性
をもたせること）が重要である．

2.4　再現期間とは
　前節で「平均して〇年に 1 度」という言い方をし
たが，専門用語を用いれば「再現期間」に置き換え
ることができる．構造物の設計においては，この「再
現期間」の概念は非常に重要である．自然現象はき
ままである．確定的に論じることはできず，確率論
的にしか扱うことはできない．地震は数百年～千年
のスパンで考えなければいけないが，風の場合，台
風は毎年 30 個程度発生し，その中の 1 割位が我が
国に接近・上陸して強風をもたらす．したがって，
強風の発生頻度を過去数十年の記録に基づいて予測
することが可能である．勿論，竜巻やダウンバース

トなど局所的な突風は時として台風以上の強風をも
たらすが，発生が局所的であり，1 つの建築物がそ
のような突風に襲われる確率は台風等に比べてはる
かに小さいことより，通常の建築物の設計ではそれ
らは対象とはしない．
　ここで，「再現期間」について若干の説明を加える．
図 4 は年最大風速の年による変化を模式的に表した
ものである．年最大風速（10 分平均風速の年最大値）
は不規則変数であり，年によって変化する．ある風
速 V（図では，30m/s）を設定すると , 一度この値
を超えた後次に超えるまでの期間（年数）も不規則
に変化する．そのような期間の平均値 TV が風速 V
の「再現期間」と呼ばれる．別の言い方をすれば，
再現期間 TV 内に V を超える年が平均して 1 回とい
うことである．ここで重要なのは，「平均して TV

年に 1 回」ということである．例えば，非常に長い
期間を 50 年ごとに区切って考えたとき，年最大風
速が V50 を超える年が 1 つもない区間もあれば 2 回
や 3 回も超える区間もある．ある年に V50 を超える
風速が発生したからといって，それから 50 年間は
そのような強い風は吹かないと考えるのは大きな間
違いである．2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方
太平洋沖地震（M9.0）に伴って発生した大津波は

「1000 年に 1 回の大津波」とよく言われるが，それ
は約 1100 年前に発生した貞観の大津波が同規模で
あったことから「1000 年に 1 回」というようであ
るが，統計学の立場に立てば，全くナンセンスであ
る．また，「1000 年に 1 回の出来事なのだから，今
後 1000 年は起こらない．だから心配しなくていい」
というような言葉をよく耳にするが，それこそナン
センスの二乗である．
　いま再現期間 T 年の風速 VT を考える．年最大風
速が VT より大きくなるのが平均して T 年に 1 回の
割合であるから，ある任意の 1 年を考えると，その
年の年最大風速が VT を超える確率は 1/T である．
逆に VT を超えない確率は 1 － 1/T である．年最大
風速は近似的に独立な確率変数と考えることができ

図 4　年最大風速の変化と再現期間
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る．つまり，ある年の年最大風速の値がそれ以降の
年の年最大風速に影響を及ぼさないと仮定すること
ができる．したがって，連続した N 年間に一度も
VT を超えない確率 p は次式で与えられる．

N

T
p 






 −=

11  （6）

この式を使って具体的な値を検討してみよう．まず，
PVS の供用期間として N ＝ 20 としてみる．20 年
使うものだから再現期間も 20 年でよいだろうと考
え，T ＝ 20 として（6）式に代入すると，p ＝ 0.36
を得る．つまり，64％の確率で設計値を超える計算
になる．当たり前といえば当り前のことであるが，
20 年使うものに対して再現期間 20 年を想定すれば，
供用期間中に 1 度くらいは設計値を超えるようなこ
とが起こると考えた方がよい．次に，建築基準法に
準拠して T ＝ 50 とすると，p ＝ 0.67 となる．これ
でも，約 1/3 の確率で設計荷重を上回るのである．
野球選手で考えれば，終身打率 3 割 3 分 3 厘の打者
はこれまでほとんどいない．1/3 という確率は低い
どころか結構高いということができる．また，N を
いくら大きくしても p を 100％（絶対安全）にする
ことはできないことに注意する必要がある．

3．風荷重算定方法

3.1　合理的な風荷重評価方法
　先に，PVS も建築基準法に準じて設計すべきで
あると述べた．建築基準法では，構造骨組用風荷重
と外装材用風荷重を分けて考え，具体的な算定法を
建設省告示 1454 号と 1458 号で与えている．これら
の告示は，基本的には日本建築学会・建築物荷重指
針 2）（以下，「荷重指針」と呼ぶ）の 1993 年版に基
づいて定められたものであるが，様々な業界団体か
らの風圧とは異なる「圧力」もあって（「圧力団体」
とはよく言ったものである），物理現象には合わな
い点もいくつかある 3）．一方，荷重指針はその後 11
年の周期で 2 回改定が行われ，2015 年版が最新版
である．建設省告示の基本となった 1993 年版から
は 20 年以上も経ち，その間に得られた新しい知見
が随所に取り入れられており，より合理的なものに
なっている．そこで，より現象に忠実で合理的な風
荷重算定ができるように，ここでは建設省告示では
なく荷重指針によるものとする．

3.2　構造骨組用風荷重と外装材用風荷重
　ここではまず建築物を対象に一般論を説明する．

自然風は決して一様に吹いてはいない．場所によっ
ても時間によっても異なり，不規則に変動している．
自然風中には大小さまざまな渦が含まれており，そ
れが平均的な流れに載って移動する．大きい渦は広
い範囲に同時に影響を及ぼすが，小さい渦は狭い範
囲にしか影響しない．したがって，外装材（例えば
屋根葺き材や窓ガラス）のように面積の小さい要素
については，大きい渦だけでなく小さい渦の影響ま
で考えなければならないが，構造全体に働く力（例
えば抗力や転倒モーメント）については，小さい渦
の影響は相殺され大きい渦の影響のみが残る．すな
わち，設計対象部位の大きさ（荷重負担面積）によっ
て設計で想定する荷重が異なる．そこで，設計対象
部位の荷重負担面積（「受圧面積」ともいわれる）
について空間平均して得られる面平均風力を計算
し，その最大および最小ピーク値に基づいて設計荷
重が定められる．設計対象部位の面積が大きくなれ
ばなるほど面平均風力のピーク値の大きさは「規模
効果」により小さくなる．なお，「最大」と「最小」
を考えるのは，風力はベクトルであるから，風向に
よっては正になったり負になったりする上，構造物
あるいはその部分の耐力も力の向きによって異なる
からである．例えば，風がある壁面に正対する方向
から吹く場合，風上外壁には面を押す方向の力（正）
が作用するが，側面や風下面では面を引っ張る方向
の力（負）が作用する．パネルを支持部材に留めて
いるビスを考えると，耐力上問題になるのは一般に
は負の風力である．また，風は特定の方向から吹い
てくるとは限らないので，外装材等狭い設計対象部
位の設計用風荷重は全風向に対する最大・最小ピー
ク風力に基づいて設定される．したがって，外装材
等の位置によって最大ピーク値と最小ピーク値を与
える風向が異なる．構造骨組についても基本的な考
え方は同じであるが，風力が最大になるのは，大抵
の場合風向が面に正対する場合であるため，一般に
は特定の風向のみを考えればよい．
　前述したように，外装材等は小規模であるから短
い周期の風圧変動まで考えなければならないが，一
般に外装材等の剛性は高いので共振の影響は考慮す
る必要がない．一方，構造骨組については，固有振
動数が低い場合には，風力変動に含まれる固有振動
数成分による「共振効果」が大きくなり応答が増大
する．その場合，外装材の場合のように，風力が最
大ピーク値になるときに応答が最大になるとは限ら
ない．共振効果を考慮し，最大応答を与えるような

「等価静的荷重」として設計荷重が定められる．なお，
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ここで「応答」とは一般に「荷重効果」と呼ばれる
ものであり，応力度や変位など荷重によってもたら
される効果の総称である．設計荷重の設定において
は，構造物（あるいはその部分）の設計上最も重要
なものが選ばれる．
　以上は一般的な建築物について述べたものである
が，この考え方を PVS に当てはめてみよう．PVS
は一般に太陽光パネルとその支持部材，並びに，基
礎からなる．上記の考え方をそのまま当てはめれば，
太陽光パネルとその支持部材（接合部を含む）を設
計する際には外装材用風荷重を用い，架台や基礎の
設計には構造骨組用風荷重を用いるということがで
きよう．しかし，架台といっても，規模が大きく立
体的な剛性が十分確保され，力が各骨組全体にス
ムーズに流れる場合はそのように考えてよいが，数
メートル程度で構造が独立しているような場合，あ
るいは，連続していても剛性が十分ではない場合に
は，架台といえども，その部分に外装材用風荷重を
作用させて安全性を検討する必要がある．

3.3　荷重指針に基づく風荷重の算定
3.3.1　構造骨組用風荷重
　構造骨組用風荷重 Wf（N）は次式で与えられる．

AGCqW ffHf ⋅⋅⋅=  （7）

ここに，qH は速度圧（N/m2），Cf は構造骨組用風
力係数，Gf はガスト影響係数，A は受圧面積（m2）
である．以下，これらについて簡単に説明する．

（1）速度圧 qH

　速度圧 qH は，風が吹くことによってもたらされ
る圧力で，設計風速 UH（m/s）と空気密度ρ（kg/m3）
を用いて次式で計算される．

2

2
1

HH Uq ρ=  （8）

設計風速 UH は様々な要因が考慮され，次式のよう
に与えられる．

HSDrWH EkkkUU ⋅⋅⋅⋅= 0  （9）

ここに，U0（m/s）は「基本風速」で，周辺を開け
た平坦地（後述する地表面粗度区分Ⅱ）と見なした
ときの地上 10m における再現期間 100 年の風速で
あり，マップで与えられている．ここで，基本風速
は設計風速を定めるための基本値であり，設計値と
して再現期間 100 年の値を推奨している訳ではな
い．設計風速は設計者が決めることを基本としてい

る．そこで，任意の再現期間に対する風速を計算す
るための係数が「再現期間換算係数」krW である．
kD は「風向係数」であり，建設地での強風の風向
特性を考慮するためのものである．荷重指針では，
気象官署における 8 方位の風向係数が表で与えられ
ている．建設場所が気象官署から離れている場合，
この係数を使うと荷重を過小評価してしまう可能性
があるので，使用に当たっては慎重な配慮が必要で
ある．kS は「季節係数」で，特定の季節にだけ建設
され，それ以外の季節には撤去されるような構造物
に適用される．PVS の場合は当然ながら，kS ＝ 1
である．最後の EH は建設地周辺の地表面の状態に
応じて定まる平均風速の「鉛直分布係数」E の「基
準高さ」H（m）における値である．ところで，こ
の「基準高さ」であるが，通常の建築物の場合は屋
根の平均高さが用いられるが，PVS の場合必ずし
も明確に定まっていない．後述する「風力係数」の
定義に関連する．地上設置型の場合，頂部高さが一
般に用いられるが，屋根上設置型の場合，陸屋根で
は建築物の軒高が，勾配屋根では屋根平均高さが用
いられることが多い．風洞実験結果を利用する際に
は，風力係数がどの高さの速度圧で定義されている
かに注意する必要がある．「鉛直分布係数」E は次
式で与えられる．

gr EEE ⋅=  （10）

ここに，Er は平坦と見なせる状態での風速の鉛直
方向の分布係数で，次式で与えられる（図 5）．

図 5　風速の鉛直分布
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ここに，Z（m）は地表面からの高さ，Zb（m），ZG（m），
αは，風速の鉛直方向の分布を定めるパラメータで，
表 1 に定められる「地表面粗度区分」に応じて表 2
のように与えられている．
　（10）式中の Eg は「小地形による風速の割増係数」
である．ここで「小地形」とはスケールが数十メー
トルから 100 メートル程度を想定している．近年，
丘陵地帯に大規模な太陽光発電施設（メガソーラー）
が建設されることが多くなってきた．また，写真 6

に示すように，傾斜地や尾根状地形を利用して小規
模な PVS が建設されることも多い．このような場
所では地形によって風況が大きく変化する．荷重指
針では，小地形が風速に及ぼす影響を Eg で考慮し
ている．場所によっては風速が低下する場合もある
が，風速の低減は考慮せず割増だけを考慮している．
荷重指針では，二次元の傾斜地や尾根状地形につい
て，Eg を風速の割増係数を傾斜角と局所地形に対
する建設地点の相対的な位置の関数として与えてい
る．実際の地形はそれほど単純ではないことも多く，
適用には工夫を要する．最近，コンピュータと数値
流体計算（CFD）の目覚ましい発達を受けて，小
規模な局所地形だけでなく，数キロメートルにわた
る地形についても風況を CFD で予測できるように
なってきた 4）．今後地形の影響評価については
CFD が一層利用されるようになるものと考えられ
る．

（2）風力係数
　風力係数 Cf は主として構造物の形状に依存する
ので，「形状係数」と呼ばれることもある．荷重指
針では，原則として適切に行われた風洞実験または
CFD により定めることを基本としているが，基本
形状については風力係数あるいは風圧係数が与えら
れており，それらを用いて風荷重を計算することが
できる．しかし，PVS の風力係数は与えられてい
ない．地上設置型については，形状が類似した構造
物として片流れ独立上屋の風力係数が参考になる．
ただし，独立上屋は屋根が地上数メートルから 10
メートル程度にあるのに対して地上設置型では地面
との隙間が小さいので，地面の影響が大きくなるこ
とに注意が必要である．風が PVS の高い方に向かっ
て吹く場合（JIS では「逆風」と呼んでいる），閉塞
効果が大きくなるため風力係数は独立上屋の場合よ
り大きくなると考えられる．風が PVS の低い方か
ら吹く場合（JIS でいう「順風」）はその逆である．
以下，PVS の風力係数評価に関連して注意すべき
点をいくつか挙げておく．
　一般の建築物の風方向荷重の場合，構造骨組用風
力係数 Cf として平均風力係数 Cf を用いる場合が多
い．それは，最大荷重効果をもたらす風力分布が平
均風力分布に類似しているからである．しかし，地
上設置型 PVS の場合，勾配が小さいと Cf は 0 に近
い値になってしまい，これを風力係数とすると風荷
重を過小評価する結果となる．例えば，水平に置か
れた平板を考えると，上下での平均的な流れは概ね
対称となるから平均風力係数はほぼ 0 であるのに対

地表面

粗度区分

建設地および風上側地域の地表面の状況

Ⅰ 海面または湖面のような，ほとんど障害

物のない地域

Ⅱ 田園地帯や草原のような農作物程度の障

害物がある地域，樹木・低層建築物が散

在している地域

Ⅲ 樹木・低層建築物が多数存在する地域，

中層建築物(4～9 階)が散在している地域

Ⅳ 中層建築物(４～9 階)が中心となる地域

Ⅴ 高層建築物(10 階以上)が密集する地域

表 1　地表面粗度区分

地表面粗度区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Zb (m) 3 5 10 20 30

ZG (m) 250 350 450 550 650

α 0.1 0.15 0.2 0.27 0.35

表 2　風速の鉛直分布を定めるパラメータ

写真 6　傾斜地に設置された PVS（東北大学工学部）
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し，気流には変動があるため，最大ピーク風力係数
は決して 0 にはならない．したがって，風力係数と
して平均風力係数を用いることはできない．最大荷
重効果をもたらすような風力係数を想定する必要が
ある．
　構造骨組用風力係数は架台の設計に用いられる．
構造骨組用風力係数は PVS 全体で一定値，つまり
均等に分布しているとすることが多い（例えば JIS 
C 8955 の規定）．もし，この風力係数が面平均風力
に基づいて設定されているとすると，風力（上面と
下面の風圧の差）の合力が図心に作用していること
を意味する．しかし，実際には面平均風力は必ずし
も図心には作用しない．例えば，一様流中に置かれ
た低勾配の二次元平板の場合，揚力は風上端から
1/4 スパンの位置に作用する．揚力の作用位置が図
心から離れていると，図 6 に示すように図心には揚
力だけでなく空力モーメントも作用する．図 6（a）
の場合，柱 a に最大引張力が作用し，図 6（b）の
場合，柱 b に最大圧縮力が作用する．このような風
力の作用を表現するには，図 7 に示すように，PVS
を風上側と風下側に分け，それぞれに一定の風力係
数を与えるのが最も簡単である．つまり，揚力係数
CL と空力モーメント係数 CM による柱軸力が風力係
数 CNW（風上 1/2 領域）と CNL（風下 1/2 領域）に
よる値と等しくなるように CNW と CNL を定める．
ただし，これらはピーク値に対応するものであるか
ら，（7）式に対応させるためには，それぞれガスト
影響係数で除した値を構造骨組用風力係数とする．
荷重指針では，このような考え方に基づいて独立上
屋の構造骨組用風力係数が定められている．
　PVS の場合，CL と CMy がほぼ同時に最大ピーク値
をとるので，両方のピーク値を組み合わせて CNW と
CNL を設定すると，設計上いくらか安全側の評価と

なる．PVS を 2 領域に分けて風力係数を設定するの
が煩わしいということなら，CMy による柱位置での
モーメントの割増し分を面平均風力の最大ピーク値
に乗じ，それをガスト影響係数で除したものを構造
骨組用風力係数とすることもできる．割増し分を乗
じることで最大荷重効果が等しくなるからである．
　CL，CMy を風洞実験で求める方法には，①分力計
を用いて構造全体に作用する風力を求める方法と，
②模型の上下両面に圧力測定孔を多数設け，そこに
作用する風圧を測定する方法の二種類がある（写真
7 参照）．①の方法では，架台も含めて縮尺模型を
精度よく作製することができ全体風力を比較的精度
よく計測することはできるが，風力（上下面の風圧
差）を直接測定できないので，風力が実際どのよう
に分布しているかは分らない．一方，②の方法では
風力分布を求めることはできるので，それを積分す
ることで構造物の一部あるいは全体に作用する風力
を計算することができる．ただし，詳細な風力分布
を求めるには多くの圧力測定孔を上下面に設ける必
要があり，模型が実際より厚くなってしまう上，多
くのチューブを風洞床面下に設置された圧力変換器
まで導く必要があり，それを通すための柱が必要に
なる．このような導圧管の処理が必要なため，実物
を忠実に再現した縮尺模型を作製することが難し
く，PVS まわりの流れに歪みが生じてしまう恐れ
がある．
　最近では，3D プリンターを使って模型を製作す
ることで模型内の配管が不要となり，薄くても多く
の圧力測定孔を設けることが可能となったので，風
圧測定の方が主流になりつつある．特に，勾配屋根
に設置される場合には，PVS に作用する全体風力
を分力計で測定するのは困難であるため，風圧測定
によるしかない．
　現在，JIS C 8955 の改定作業が進められている．
特に大きな見直しが図られているのが風力係数であ
る．近年の多くの研究により，現行の JIS で規定さ
れている風力係数は小さすぎるということが指摘さ
れている．また，勾配屋根上設置型も含め，様々な

図 6　PVS に作用する揚力と空力モーメント
（a）風向 0°
柱 a 柱 a柱 b 柱 b

（b）風向 180°
柱 a 柱 a柱 b 柱 b

図 7　構造骨組用風力係数の与え方
（b）風向 180°

CNW

CNL

風

（a）風向 0°

CNW
CNL

風

（a）分力計による測定 （b）多点風圧測定
写真 7　風洞実験方法（東京工芸大学提供）
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タイプに対応できるように風力係数を整備するとい
う意味もある．写真 8 に JIS 改訂作業に伴う一連の
風洞実験で用いられた模型の例を示す．実験では，
パネルに作用する面平均風力の最大ピーク値（正）
および最小ピーク値（負）を様々な風向に対して求
め，それらをガスト影響係数で除して「等価風力係
数」として表している．いずれの場合も，JIS の規
定値は正負ともに小さめであり，実験結果に基づき，
設計用風力係数が提案されている 5）～ 9）．
　写真 7 に示した地上設置型の場合，PVS まわり
の流れは比較的単純であり，荷重指針に示される片
流れ独立上屋の風力係数が参考になるが，写真 8（a）
に示したアレイ群の場合には，相互干渉もあるため，
設置場所によって風力係数の大きさは大きく異な
る．一般には，外周部のアレイで大きく，内部のア
レイでは遮風効果により小さくなる．しかし，写真
7（b）のように陸屋根上に設置される場合には，建
物の影響を受けるので，写真 7（a）と同じ形状，
同じ配置であっても風力係数は大きく異なる．外周
部のアレイには，地上設置型より大きな風力が作用
することがある．さらに，写真 8（c），（d）に示し
たような勾配屋根上に設置される場合には，屋根上
の流れの性状が屋根勾配の影響を強く受ける．軒先
や「けらば」での流れの剥離に伴う渦発生により，
屋根外周部には大きな負圧が発生する．そのため，
荷重指針では屋根端部や隅角部に大きな外装材用
ピーク外圧係数を設定している．したがって，その
ような場所にアレイが設置されると，大きな風力が
作用するようになる．一般に外周部を避けて設置し
ているのは，このような理由による．

　パネルに作用する風力は上下面に作用する風圧の
差で与えられることは先に述べた通りであるが，下
面に作用する風圧は，屋根とパネルとの隙間の大き
さによって変化する．また，パネル間に隙間を設け
て設置すると，隙間を通って空気の出入りがあるた
め等圧効果（下面の風圧が上面の風圧に近づくこと）
によって，風力の低下がもたらされる．最近では，
このような設置方法がとられることもある．

（3）ガスト影響係数
　PVS は比較的小規模な構造物であるから，風速
変動による動的荷重効果は，準静的に扱うことがで
きる．すなわち，PVS の各部に作用する応力は最
大瞬間風速が発生したときに発生すると考えてよ
い．この場合，風荷重は風速の 2 乗に比例すること
を考慮すれば，ガスト影響係数 Gf は，ガストファ
クター（最大瞬間風速 U^H（m/s）と平均風速 UH（m/
s）の比）Gv を用いて，Gf ＝ Gv

2 と表すことができ
る．また，U^H は以下のように表すことができる．

)1(ˆ
HvHHvHH IgUgUU ⋅+=⋅+= σ  （12）

ここに，gv は風速のピークファクター，σH と IH は
それぞれ基準高さ H における風速変動の標準偏差

（m/s）と乱れの強さ（＝σH/UH）を表す．ピークファ
クター gv は構造物の規模に依存するが，PVS の場
合，gv≈ 3 とおくことができる．この値は，荷重指
針における独立上屋の構造骨組用風荷重算定式にお
いて用いた値と同じである．なお，乱れの強さ IZ

の鉛直分布は，荷重指針では以下の式で与えられて
いる．

gIrZZ EII ⋅=  （13）

ここに，IrZ は平坦とみなせる状況での地表面から
の高さ Z（m）における乱れの強さであり，
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で与えられる．EgI は小地形による乱れの強さの補
正係数である．（10）式における Eg と同様，二次元
の傾斜地や尾根状地形については，荷重指針に算定
方法が示されている．

3.3.2　外装材用風荷重

写真 8　 風洞実験模型（提供：（a）,（b）,（d）日本電気工
業会，（c）風工学研究所）

（a）地上設置型（アレイ群） （b）陸屋根上設置型

（c）切妻屋根上設置型 （d）寄棟屋根上設置型



植松　康：

Journal of JSES － 12 － 2016 年

　外装材用風荷重 WC（N）は次式で算定される．

CCHC ACqW ⋅⋅= ˆ  （15）

ここに，C^C は外装材用ピーク風力係数，AC は受圧
面積（m2）である．この風荷重は PVS のモジュー
ルやそれを支持する部材等（接合部を含む）の設計
に用いられるが，荷重負担面積（受圧面積）が小さ
いので，局部に作用するピーク風力に基づいて設定
される．局部に作用する風力は風向によって大きく
変わるが，風はどの方向から吹いてくるか分らない
ので，一般には全風向に対する最大（正側）と最小

（負側）のピーク風力係数に基づいて設計用ピーク
風力係数が設定される．この場合にも，構造骨組用
風力係数と同様，パネルの上下面の風圧差で考える．
風洞実験においては，設計対象部位（例えばパネル
1 枚分）に対して面平均した風力の時刻歴を用いて
最大・最小ピーク値を全風向（5 ～ 10°ピッチ）に
対して求め，それらの最大・最小値を設計用のピー
ク風力係数とする．
　地上設置型の場合，一般に斜め方向からの風を受
けたとき，端部に大きなピーク風力が発生する．こ
れは，風上端を頂点とするような円錐渦がパネルの
上面に発生し，曲率半径の小さな先端部近傍に大き
なピーク負圧が引き起こされるからである．
　屋根上設置型の場合には，設置される建物の影響
を強く受けるので，現象は複雑である．例えば，陸

屋根上に設置された PVS を考えると，図 8 に示す
ように，風上隅角部からコーン状の「円錐渦」が発
生するため 10），パネルにはさらに大きなピーク風
力が作用するようになる．勾配屋根に設置される
PVS の場合には，屋根勾配βの影響も受ける．荷重
指針では，図 9 に示すように屋根をいくつかの領域
に分けて外装材用ピーク外圧係数を与えている．屋
根勾配が低いとき（例えば，β≦ 10°）には隅角部で，
β≈ 20°のときには棟端部で特に大きな負のピーク
外圧係数を与えている．これらも含めて，外周部で
は，流れの剥離に伴う渦発生により負の大きなピー
ク外圧が発生するので，そのような領域にはパネル
を設置しないのが原則である．

4．PVSの耐力評価方法

　設計対象の PVS が与えられた風荷重に対して構
造要求性能を有することを検証する必要がある．そ
の方法には，耐力試験による方法と有限要素法等を
用いた計算による方法がある．耐力試験は，大別す
るとアセンブリ試験体を用いた試験（「アセンブリ
試験」と呼ぶ）と PVS を構成する様々な要素（接
合部を含む）を用いた試験（「要素試験」と呼ぶ）
である．アセンブリ試験では，風荷重を受ける時の
力の流れや挙動を概ね正しく把握できる．写真 9 お
よび図 10 は，工場等の折板屋根の上に設置された
PVS を対象としたアセンブリ試験の様子と載荷方

図 8　陸屋根上に発生する円錐渦

（a）切妻屋根 （b）寄棟屋根
図 9　負のピーク外圧係数規定のための領域分け

写真 9　折板屋根上に設置された PVS の耐力試験

図 10　 折板屋根上に設置された PVS の耐力試験における
載荷方法
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法を示す（奥地建産㈱提供）．折板には直接風圧が
作用するほかに PVS に作用する風力が架台との接
合部を通して流れてくる．この実験では，折板屋根
に作用する風圧（負圧）は試験体が取り付けられた
圧力チャンバーに正圧（下から圧力をかける）を作
用させることで再現している．また PVS に作用す
る風力はアクチュエーターを用いて作用させてお
り，その力が接合部を通して折板に伝達される．
　要素試験は，PVS を構成する各要素に単純な引
張力や曲げモーメント等を作用させて評価対象の耐
力を調べるものである．荷重は当該要素が負担する
面積と風圧から計算される．試験は非常に簡単であ
るので，多数の試験体を用いることで耐力のばらつ
きを評価することも可能である．いま，PVS の構
造が図 2（a）に示したような「直列システム」で
あるとすると，一か所の破壊が全体システムの破壊
となるので，最も弱い部分が明らかになれば，その
部分の試験をするだけで全体の耐力を把握すること
ができる．言い換えれば，アセンブリ試験での耐力
は複数の要素試験の結果の最小値となる．しかし，
実際にアセンブリ試験の結果と比較すると，要素試
験の方が耐力を大きめに評価することが多い．その
理由は，①荷重負担面積が正しく評価されていない
こと，②要素試験で用いる荷重が適切に再現されて
いないこと，③要素試験では部材の剛性が実際より
高くなっていることなどが考えられる．要素試験を
行うには，力の流れをきちんと把握し，実際に作用
する力のかかり方に応じた載荷方法を選択する必要
がある．
　アセンブリ試験をそのままモデル化することで，
有限要素法を用いた計算で耐力を評価することも可
能である．しかし，得られる結果はモデル化の方法
によって大きく変化する．例えば，架台の部材接合
部は 1 本あるいは複数本のボルト（高力ボルト）で
接合されている場合が多いが，ボルトまできちんと
モデル化すれば試験結果に近い結果が得られるであ
ろうが，計算時間が膨大になり，現実的ではない．
解析を簡単にするため「ピン」あるいは「固定」と

仮定することも多いが，これでは必ずしも正しい答
は得られない．モデル化の良否が問われる．いずれ
にしても，実験による検証は不可欠である．
　アセンブリ試験を行ったときの荷重と変形の関係
を模式的に示すと図 11 のようになる 11）．荷重が小
さいうちは荷重と変位は比例するが，荷重がある値

（図では Py に概ね相当する）を超えると非線形性が
著しくなり，最大荷重に達した後破壊する．このよ
うな場合，最大耐力を安全率で除した値を許容耐力
として設計するのが良い．安全率は 2.2 節で述べた
ように，荷重と耐力のばらつきを考慮して定められ，
ばらつきが大きいほど大きな値が採用される．現在，
PVS に関して，これらばらつきに関する情報が整
備されている状況にはない．今後，様々な試験を実
施しデータを蓄積することが望まれる．建築物外装
材では，安全率として 2 程度の値がよく用いられる．
PVS においても，当面同程度の値を用いるのが適
当であろう．

5．被害低減対策

　構造物の強風被害が発生する条件およびその防止
対策は至って単純である．風力が耐力を上回ったと
きに破損や破壊が発生するのであるから，それを防
ぐには風力や耐力を適切に評価することが肝要であ
る．そのためには，PVS に作用する風力の特性や
力の流れを理解し，要求性能を満たすように適切に
設計，施工，維持管理が為されなければならない．
要求性能の明確化，適切な風荷重評価，アセンブリ
試験体を用いた耐力評価，荷重および耐力のばらつ
きを考慮した信頼性評価が必要である．これらにつ
いては，上の 2．～ 4．で述べた．
　風力を低減することも被害低減には有効である．
風力を低減するには，風速，風力係数のいずれかを
小さくすればよい．前述のように，風力係数は主と
して形状に依存するので，形状を工夫することで低
減を図ることが可能である．全体形状だけではなく，
橋梁の先端にフェアリングを付けるように，先端部
の形状を少し変えるだけで流れが変わり，その結果
風力が大きく低減する可能性もある．勾配屋根設置
型の場合，パネル間に隙間を設けることで等圧効果
によって風力係数はかなり低減する．一方，PVS
に当る風を弱めるのも有効である．その最も簡単な
方法は防風ネットや防風フェンスを周囲に設置する
ことである．既往の研究によれば，充実率 40 ～
50％程度が後方の広い範囲にわたって風速低減が期
待される 12）．また，周囲にフェンスやネットを設図 11　性能確認試験における荷重・変形関係（概念図）
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置することで PVS が破壊した場合の飛散防止効果
も期待できる．
　パネル等の飛散に伴う被害の拡大は防がれなけれ
ばならない．そのためには，接合部の耐力を高めて
おくことが最も重要である．接合部の破断は脆性的
な破壊につながり，飛散の原因となる．通常の建築
鉄骨構造の場合と同様，接合部の破断耐力を部材の
降伏耐力より高めておくことで脆性的な破断を防止
することができる．このような接合を「保有耐力接
合」という．

6．おわりに

　地上設置型および屋根上設置型 PVS を対象とし
て，建築風工学を専門とする立場から，風荷重や耐
風性能評価の基本と留意点について解説した．PVS
は今後益々普及すると予想されるが，強風被害も懸
念される．最近，適切な耐風設計や耐風性能評価が
為されたとは思えないような物件をよく目にする．
　適切な設計・施工が為されるためには，太陽エネ
ルギー学会と日本風工学会など関連学協会が協力し
て適切な耐風設計マニュアルを作ることが必要であ
る．現在，日本風工学会「太陽光発電システム風荷
重評価研究会」では，今年度中の完成を目指し，そ
のようなマニュアルの作成作業を進めている．
　本稿を執筆するにあたり，奥地建産㈱・奥地　誠
会長並びに高森浩治氏，並びに，（有）吉冨電気・
吉冨政宣氏より，有用な情報を提供頂いた．ここに
記して感謝の意を表する．
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