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1．PVシステムの普及に伴い事故も多発

　2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震（M9.0）
に伴って発生した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，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．2012 年 7
月には「再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法」が施行された．そのような中で，比較的
安定して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．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も多
い．建物一体型システムも開発され，今や太陽光パ
ネルは建築デザインの一要素にもなりつつある．大
規模太陽光発電所（いわゆるメガソーラー）が全国
各地に建設されている．住宅地においてさえ，少し
広い空き地があると，PV システムが設置されるよ
うになった．
　このような普及を手放しで喜ぶ訳にはいかない．
約 2 年 前 の こ と に な る が，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．これは前年の 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．まさに「空飛ぶ凶器」で
ある．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
危険性は益々高まった．台風等の強風で PV システ
ムが破損してしまうと，設置者は被害者であるがパ

ネルを飛散させて写真 1 のような被害を他者に与え
ると，一転して加害者となり損害賠償を求められる
ことになる．二重の痛手である．実際，このような
被害に対して訴訟が起こっているという話を聞く．
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，電気事業法の縛り
をうける PV システムを建築基準法の適用範囲外と
する規制緩和を行ったのであるが，これが仇となっ
たともいえる．このような事故が続けば，「PV シ
ステムは危険なもの」というレッテルが貼られて普
及を妨げることになるであろう．

写真 1　 2015 年台風 15 号の強風で吹き飛んだ太陽光発電
パネルが民家を直撃（福岡県柳川市，写真提供：
吉冨電気・吉冨政宜氏）

　最近，営農型発電システム（農地 PV システム）
も普及しつつある．この農地 PV システムについて
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 PV システム比べて，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），
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によって変わるであろう．この問題の場合，援助を
受ける国は恐らく後者を選択するであろう．先進国
であったとしたら前者が選ばれるかも知れない．構
造物にどの程度の安全性を持たせるかは費用便益に
よる．貧困な途上国だとしたら，来るか来ないか分
からない大地震に備えて高い安全性を確保するよ
り，万が一来てしまったときにはある程度の犠牲は
許容し，高い安全性より日常の利便性を優先するで
あろう．社会や経済の成熟度によって答えは変わる
のである．
　PV システムの設計ではどうであろうか．建築物
やそれに付随する工作物や設備には，最低限の構造
安全性を確保するための基準として建築基準法があ
る．建築物を新築する場合には，必ず確認申請が必
要であり，図面に基づき建築基準法に適合している
かどうか審査される．竣工後には完了確認申請も必
要である．したがって，最低限の安全性は担保され
る．構造設計法にはいくつか選択肢があるが，「限
界耐力計算」を選択した場合，再現期間約 50 年の「稀
に発生する防風や大雪（損傷限界）」に対しては，
損傷が生じないようにする．つまり，部材や接合部
に働く応力度が弾性範囲に収まり，荷重が作用しな
くなれば元の状態に戻るようにする．一方，再現期
間約 500 年の「極めて稀に発生する暴風や大雪（安
全限界）」に対しては，損傷は許容するが倒壊して
内部の人命や財産を失わないようにする．小規模な
建築物の場合，そんな面倒な構造計算をせずに一次
設計（「限界耐力計算」での損傷限界に相当する）
のみで済まされることが多い．それも選択肢の 1 つ
である．建築物の存置期間を 50 年とすれば，再現
期間 50 年のイベントに 1 回位は（厳密にいえば約
64％の確率で）遭遇する．当然それは建築物が受け
る最大の荷重ではなく，設計で想定した以上の荷重
が作用する可能性は当然ある．そのような「想定外」
のイベントに対して安全性が担保されないのではな
いかという疑問が生じるであろう．因みに，再現期
間 500 年の荷重に対して再現期間 50 年の荷重の比
は，我が国の場合，風荷重では約 1.6，雪荷重では
約 1.4 である．そのような大きな荷重でも，存置期
間内に約 10％の確率で発生する．決して小さい数
字ではない．いささか不安に感じる人も多いであろ
う．しかし，建築物は一般に不静定次数が高く，部
材や接合部に作用する応力度が一部降伏応力度を超
えたからといってすぐに崩壊する訳ではない．靱性
を有する材料や接合部を用いれば応力の再配分が生
じて壊れることなくもっと大きな荷重を支持するこ

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 PV システムに作用す
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
といった被害が懸念される．また，最近ではため池
等を利用した大規模なフロート式 PV システムの設
置も盛んになってきた．ため池は農業用水を貯留し
供給する目的で築造された貯水池であるが，農家の
後継者が減少している昨今では，その維持管理が農
家や農業団体の重荷となっている．農家の負担軽減
と農業団体の自己財源創出支援策として考案された
のがフロート式 PV システムである．農地 PV シス
テムと同様，エネルギー産業と農業とのマッチング
により農業振興を図るものであり，アイディアとし
ては良いが，風荷重や耐風性に関して十分な検討が
為されないまま実用化されており，今後の強風被害
発生が懸念される．強風が吹くと波浪が生じるため，
PV システムの姿勢が時々刻々変化するので，作用
する風力は地上設置型とは大きく異なると考えられ
る．水と風との相互作用も考慮した風荷重評価や応
答評価が求められるが，これまで十分な検証が為さ
れているとは言いがたい．

2．PVシステムの構造設計

　構造物の破壊は，簡単に言えば，作用する外力 S
が耐力 R を上回った（S ＞ R）ときに発生する．小
学生でも分ることである．しかし，この単純な理屈
は実に奥深い意味をもっている．まず，S も R も確
定量ではなく，確率量であるということである．S
＞ R を 100％満たすことは理論上不可能である．「こ
の構造物は絶対に破壊しない」ということは絶対に
ないのである．何某かの確率で破壊する可能性があ
る．したがって，破壊する確率が何パーセントなら
許容されるかという社会学の問題に帰着する．例え
ば，政府開発援助でアフリカのある開発途上国に病
院建設費として 100 億円を無償資金協力することに
なったとする．この時，震度 6 強の地震でも比較的
軽微な損傷で済む 50 億円の病院を 2 棟建設するの
が良いのか，それとも，一部に大きな損傷が生じる
かも知れない 25 億円の病院を 4 棟建設するのが良
いのかという問題を考えてみる．どちらがその国に
とって好ましいかは，その国の経済状態や衛生状態
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社会的・経済的インパクトを考えれば，通常の建築
物と全く同じ安全性をもたせる必要はないであろう
が，建築基準法に準拠した設計を行う必要がある．
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」という技術とは関係ない論
理で，PV システムが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．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．
PV システムにも同様の考え方ができるが，建築物
は国土交通省，PV システムは経済産業省の管轄と
いう縦割り行政の壁もあり，残念ながら構造安全性
に関して十分な議論は為されていない．
　私見ではあるが，建築基準法での考え方に準拠す
れば，PV システム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 PV システムは
もちろん，住宅地に建設される PV システムについ
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．破損し
て飛散させないことが重要である．そのためには構
造に冗長性を持たせること，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．

4．PVシステムの構造安全性向上に向けて

　日本風工学会では 2014 年に「太陽光発電システ
ム風荷重評価研究会」を設置し，約 2 年半かけて「太
陽光発電システム耐風設計マニュアル」を 2017 年
2 月に完成した．この研究会には風工学の研究者だ
けでなく，構造設計者，電気関係の技術者など幅広
い分野からの参画があった．その議論の中で明らか
になったことは，PV システム架台の設計に建築構
造設計者があまりコミットしていないということで
ある．実際に被害のあった PV システムを調査する
と，建築構造的に見たらありえない構造になってい
ることも少なくない．架台の構造は比較的単純であ
るので専門的知識がなくても簡単に造ることができ

とができる．一般的な建築構造であれば，終局耐力
（構造物が崩壊するときの耐力）は降伏耐力（応力
度が一部降伏応力度に達するときの耐力）の 1.5 ～
2 倍程度あるいはそれ以上である．したがって，再
現期間 50 年の荷重に対して短期許容応力度設計を
行っていれば，再現期間 500 年の荷重に対して倒壊
する危険性は低いと言える．逆に言えば，不静定次
数の低い構造物や靱性に乏しい構造物の場合，想定
外の荷重に対して簡単に崩壊してしまう可能性が高
い．筆者が学生の頃には今のように便利なコン
ピュータはなく，計算尺や簡単な電卓を使った計算
しかできなかった．したがって，構造の高精度なモ
デル化や精緻な計算はできないため，余裕をもった
設計をするよう教えられた．近年のコンピュータお
よび構造解析技術の発展は目覚ましく，かなり高精
度の計算が可能となった．そうなると，建築基準法
のギリギリを狙った設計も可能である．「建築基準
法は最低基準を定めたもの」という精神が忘れられ，
建築基準法が目標基準になってしまい，それに近い
設計が最適な設計であると誤解している設計者も少
なくない．
　では，PV システムはどうであろうか．架台の構
造は一般的な建築物に比べて単純である．専門的な
技術がなくても比較的簡単に製作することができ
る．接合部も剛性・靱性の高い溶接ではなく，ボル
ト接合が一般に利用される．不静定次数が低い．実
際に建設された PV システムを見ると，とりあえず
建ってはいるが，建築構造的に見たら「不安的構造」
と見なされるものも少なくない．仮に，再現期間
50 年の荷重に対して短期許容応力度設計が正しく
為されたとしても，不静定次数が低く靱性も乏しい
ため，設計荷重を超える荷重が作用すると簡単に崩
壊し，飛散物となって二次被害の原因となる可能性
が高い．通常の建築物より余裕をもった設計が求め
られる．

3．PVシステムに求められる構造性能

　内部で人間が生活する建築物と同じ安全性を PV
システムに持たせる必要はないというのが大方の意
見であろう．確かに大雪で崩壊しても残骸がそこに
残るだけで，人命が失われる訳でもなければ他人に
迷惑をかける訳でもない．しかし，風の場合事情が
異なる．人里離れた山奥に建設される場合なら雪と
同じことが言えるが，近年では市街地に建設される
ことも多くなった．その場合，強風によって破損・
破壊が発生すると二次被害が発生する．それによる
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ている．それが実現すれば真の挙動を把握すること
ができ，PV システムに限らず，構造物の耐風設計
に関する研究が一気に進展するものと期待される．
　PV システムの耐風設計のベースになっているの
は JIS C 8950 である．この JIS は昨年大幅に改定さ
れた．旧 JIS は風荷重を過小評価することがしばし
ば指摘されていた．今回の改正では，詳細な風洞実
験結果に基づき風力係数が適正に修正された．大き
な進歩といえる．新旧 JIS で計算される風荷重を比
較すると，場合によっては倍近く違う．これは，旧
JIS に基づき設計された PV システムには耐風性の
非常に低いものが少なからず存在することを意味し
ている．建築物の耐震診断・耐震改修のように，旧
JIS に基づいて設計された PV システム（いわば「既
存不適格」システム）の耐風診断・耐風改修の研究
が今後必要になる．
　近年，PV システムが強風で多数被害を受けてい
るという事実を受け，経済産業省が漸くことの重要
性を認識し，PV システムの構造安全性確保のため
の方策を様々な形で検討している．良い方向に向
かっているが，その議論の中で規制強化に対する根
強い抵抗感が見え隠れする．加計学園の獣医学部新
設問題で安倍首相は「岩盤規制を打ち砕く」と評価
しているが，合理性のない規制緩和は決して良い方
向であるとは思えない．適切な規制は健全な社会を
創生する上では不可欠である．PV システムに対し
ても，公的チェック体制を確立して，良いストック
を残すことが肝要である．経産省にはぜひその方向
で検討して欲しい．

る．それが粗悪品の横行を招いているとも言える．
「餅屋は餅屋」であるから，建築構造設計者が架台
の構造設計にもっとコミットするべきである．
　前節において PV システムが持つべき耐風性能に
ついて述べたが，現実問題として，（2）に示した「極
めて稀に発生する暴風に対して破壊しないこと」を
検証することは普通の構造設計者にとっても難し
い．破壊までの挙動を正しく理解するには，実物大
のアセンブリ試験体を用いた載荷試験を実施するこ
とが必要である．一昨年，NEDO の予算を確保し
てそのような試験を行うことのできる大型試験装置
が奥地建産㈱に建設された．現在，この装置を使っ
て我が国に流通している代表的な PV システムの載
荷試験が行われている．まだ継続中ではあるが，結
果を見ると，システムを構成する部材や接合部を対
象とした要素試験の結果はシステム全体の耐力を過
大評価してしまうことが明らかになった．つまり，
要素試験の結果に基づいて設計すると危険側になる
のである．その原因の 1 つは架台の変形（剛性）に
あるようである．すなわち，架台が変形することに
よって部材や接合部にかかる力が変化してしまうの
である．このことは実大試験体を用いた試験を行っ
てみて初めて分かったのである．今後このような試
験を実施して真の挙動を把握することで，より合理
的な耐力評価が行われ，それが耐風設計に反映され
るものと期待される．
　現在，実大試験体に数 10m/s の暴風を当て，破
壊まで再現できるような大規模試験装置「実大ス
トームシミュレータ」が日本風工学会等で検討され


