Case Study
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太陽光発電関連サービス

国内初 IEC 62446 太陽光プラント認証を取得
～ 20 年間に渡る発電事業の信頼性を第三者認証機関により評価
建設からアフターメンテナンスまで世界水準のサービスを目指す～

太陽光発電を軸にグリーンエネルギー事業、メガソーラー事業、スマートグリット事業などを展開する株式
会社ウエストホールディングス。同社が山口県に建設した出力 1.41MW の「山口市秋穂メガソーラー発電所」
がテュフズードを通じ、国際電気標準会議 (IEC) の規格 IEC62446 の認証を取得。国内の太陽光発電プラントで
この規格を認証取得した例は少なく、先駆的な取り組みである。ウエストホールディングスでは、今後も複
数のプラントで IEC62446 の認証取得を目指し、世界水準の技術とサービスを提供していく。
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IEC62446 取 得 の 過 程 に
ついて
IEC62446 の認証は大きく「書類審査」と
「プラント検査」に分かれる。書類審査
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書類審査の後は「山口市秋穂メガソー

ると考えますし、営業上も大きな武器

ラー発電所」に出向き、プラント検査

になることでしょう」。さらにウエスト

が行われた。こちらも海外からトレー

ホールディングスでは、テュフズード

ナーが招聘され、設計通り施工されて

と連携して新しい取り組みもはじめて

いるかなどが確認された。

いる。大規模ソーラー発電から小規模
ソーラー発電へ事業範囲を拡大し、そ

「我々なりに一生懸命つくってきたプ

こにも IEC62446 を付加価値として適用し

ラントでしたが、致命的なミスは無い

ていくというものだ。荒木氏は次のよ

もののさまざまな落ち度を指摘されて

うに語る。

ショックを受けました。例えば接続箱 「テュフズードがメインとしているの
は大規模ソーラー発電の認証審査。と

者にしか分からない仕様であったり、 ころが市場はすでに飽和状態です。こ
電流が流れていて危険であることを知

れから新しい展開を考えると、小規模

らせる目印が不足していたことなどで

ソーラーにこそ未来があります。具体

す。主に第三者に対する配慮が足らず、 的にはアパートの屋根であったり、耕
指摘を受けてすべて修正しました」( 荒

作放棄地での発電事業です。単位でい

木氏 )。

うと最大出力 50kW 未満の分類ですね。
IEC62446 とセットにして施行、販売して

今後の事業展開と
IEC62446 の関わり

いきたいと考えています。低電力とい

発電ビジネスはひとたび運転開始すれ

独自のサービスとして期待できます」
。

う小さいプロジェクトは世界でも前例
が少ないでしょうから、これから日本

ば 20 年間は収益が担保される。現在は
1kWh あたり 32 円という売価だが、実際
の家庭で使用されている電力は約 24 円
となっている。この有利な買取価格に

テュフズードに期待す
ること

つられて、最近では多くの事業社が参 「IEC62446 の認証は有効期限が 1 年です。
入してきた。各エリアの電力会社へ接

これを更新・継続するとなると、もう

続するために支払う工事負担金は日を

一度検査が必要です。その結果として、

関連サービス
テュフズードでは、太陽光発電ソリュ
ーションに関する各種サービスを提供
しています。
太陽光発電ソリューション

テクニカルデューデリジェンス
- サイト踏査・評価
- リソース評価（日射量）
- 設計レビュー・評価
- 自然条件に対する適正評価（日射障害物、
気象など）
- 発電量予測
- 契約図書レビュー（製品調達・リース、
売電契約、製品保証、履行保証他）
- 製品評価
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プラント検査
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システム出力計数（PR）評価
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