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【個別特集】海外出張報告  太陽光発電  
 

大規模太陽光発電システムの海外事例調査(オランダ) 
 

NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 

新城 安志 

1． はじめに 

欧州では近年、MW 級の大規模太陽光発電所が積極的に導入されており、日本にお

いても平成 18 年度より NEDO 技術開発機構において大規模電力供給用太陽光発電系

統安定化等実証研究が開始されている。本調査（2007 年 2 月 22 日に施設訪問）は、

欧州での大規模太陽光発電所のシステム構成を調査し、調査内容を上記事業へフィー

ドバックすることを目的に行われた。 
 

2． 施設概要 
項  目 内  容 
所在地 Vijfhuizen（オランダ。アムステルダム近郊） 

施設名称 “ Floriade ”（2002 年に開催された国際園芸博覧会会場） 
発電方法 太陽光発電（Photovoltaic：以下「PV」と略す） 
設置形態 建材一体型（PV により施設屋根を構成している) 
PV 容量 2.3MW 
連系電圧 10kV 

予  算 17.5 百万ユーロ（補助金（5.2 百万ユーロ）含む） 

敷地面積 2.6 ha(長さ 96 m×幅 277m) 
施設構築会社 SIEMENS NETHRLANDS 

 
3． 調査内容 
3.1 施設の構造＝建材一体型の PV システム 

“Floriade”は半透明型 PV パネルで構

成された、長さ 96ｍ×幅 277ｍの広大な

屋根の下で、花や植物等の生育が行われ

ている建材一体型の発電所システムで

あり、内部には、池や橋、オブジェ等を

設置するなど芸術と調和した施設とな

っている。付近は新興住宅地で個性的な

家々が立ち並んでいる。 
 

写真“Floriade”の付近の家並 
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写真 2．“Floriade” 
（2.6ha の広大な屋根が PV により構成されている。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

右手側部分は屋内ホールとして花や植物を生育している。

また、屋内温度の上昇による PV 発電効率の低下を防ぐ

ため、窓を開閉し屋内温度を調整している。 

 
写真 3．“Floriade”内部の景観 

 

 

屋 内 
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3.2 PV 施設設置概観 
(1)PV パネル 

PV パネルは半透明型で、1 枚あたりの出

力は 118W であり、 ”Floriade”全体では

19,380 枚のパネルが使用されている。 
従って、“Floriade”全体の出力は 
19,380(枚)×118(W/枚) ≒ 2.3(MW) 
となる。 
群馬県太田市で実証されている NEDO事

業「集中連系型太陽光発電システム実証研

究」の規模とほぼ同規模となる。 
 

 
 

図 1．使用されている PV パネル

(2)PV パネル施設方法 
この地域の最適傾斜角度は 30°～36°である。通常の住宅用 PV の施設方法であれ

ば、PV パネルが太陽光を多量に受けることが出来るよう傾斜角度を 30°～36°とし、

PV パネルは同一方向（南方向）に向けて配置する。しかしながら、この方法で広大な

面積の敷地上に PV パネルを配置すると、太陽の位置によっては PV パネルが他の PV
パネルへ陰をかけてしまい発電所全体として発電効率が低下する可能性がある。 

“Floriade”では上述の問題を考慮して PV パネルが配置されている。PV パネルは、

設置傾斜角度を 18.5°と低くし、北東方向と南西方向の両方向へ向けて設置しており、

大規模 PV 発電所用の PV 設置方法としては大変有用であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．パネル設置図（断面図）     図 3．PV パネル設置図（屋根） 
 
 
 

Ｎ Roof Top

北東方向 南西方向

北東方向 南西方向

ＰＶパネル 屋根架台

18.5°

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 
 

 50

3.3  PV システムの構成 
(1)“Floriade”の屋根下の構造 

写真 3 でも示しているが、“Floriade”は屋 
根の下の半分が四方を壁で囲われている。こ  
の部分の屋根となっている PV 部分は屋内部  
分（Indoor part）とよばれ、四方が壁で区切 
られていない部分（屋外部分：Outdoor part） 
と区別されている。 
通常、PV モジュールは温度が高くなると発

電効率が落ちてしまう。屋内部分は四方が壁

で囲われているため温度が外へ逃げず高くな

る。従って屋外部分に比べ温度が高く PV の

発電量も減少してしまう。         
図 4．“Floriade”の屋根下の状況

(2)システム構成 
(1)において記述したとおり屋内部分と屋外部分とで発電量が異なるため、”Floriade”

ではパワーコンディショナ 1 を屋外用（Master）と屋内用（Slave）の 2 台設け、これ

を 1 つのユニットとして運転している。 

 
図 5．PV システム構成図 

 
                                                  
1 PV は直流(DC)なので、交流(AC)の電力系統に接続するためには直流を交流に変換する装置が必要にな
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また、北東方向を向いている PV 群と南西方向を向いている PV 群とでは発電量が異

なってくるため、それぞれに対して電気変換室を設けてユニットを二つずつ設置し、

最適な効率でパワーコンディショナが運転するよう制御している。 
 
(3)パワーコンディショナ 
①パワーコンディショナの容量 
使用されているパワーコンディショナ(PCS)の容量は 200kVA と 300kVA クラスであ

り、スイッチング素子 2 には IGBT3 を使用している。 
②連系方式 
北東方向部分の PV 群（North-East Generator）と南西方向部分の PV 群（South-West 

Generator）はそれぞれ定格 1MVA の変圧器を介して系統に連系されている（連系電

圧は 10kV）。 

 
図 6．“Floriade”単線結線図 

 
③マスター・スレーブ制御 
パワーコンディショナの運転は、効

率・電圧上昇対策・高調波対策の観点

から Master と Slave 両方のパワー

コンディショナが運転する場合と片

方のみ（Slave）運転する場合とで制

御されている。 
図 7．パワーコンディショナの 

効率－出力特性 
 

                                                                                                                                                       
る。このための装置がパワーコンディショナである。 

2 直流の電気は半導体素子を用いて高速に ON-OFF（スイッチング）を繰り返す事で、交流の電気へ変

換できる。 

efficiency

power

2台

１台

25％
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通常、パワーコンディショナは定格出力付近で運転している時に効率が高く、出力

が低いと効率が低下する。従って、出力が低い場合は、パワーコンディショナを多

数台運転するよりは、少数台運転とした方が 1 台辺りの出力が高くなるため効率の

よい運転が可能となる。 

                                                                                                                                                       
3 Insulated Gate Bipolar Transistor（絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ）の略。 

“Floriade”ではパワーコンディショナの効率的な運転のため、PV の出力が低い時は

Slave 側のみが運転する。このとき、Master 側へ接続されている PV の出力は、Master
側をスルーして Slave 側へ導かれ、Slave 側で変換され電力系統へ供給されている。 
また、出力が高い時は両方のパワーコンディショナを運転させ電力変換を行う。 
本方式により効率の良い電力変換が可能となる。 

 
図 8．低出力時の運転               図 9．高出力時の運転 
（Slave のみ）                    （Master and Slave） 

 
(4)電気変換室 
電気変換室は North-East Generator 用と South-West Generator 用の二室設置され

ており、室内には変圧器、パワーコンディショナ、制御装置などが設置されている。

室内の温度管理については特段の対策はとっておらず、換気扇のみであった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 4．電気変換室       写真 5．パワーコンディショナ（200kVA） 
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4. 所 感 
今回の調査により、欧州ではメガソーラプロジェクトについて今後さらに大規模化さ

れた事業展開が予定されているなど、再生可能エネルギーによる電力供給事業が積極

的に実施されていることを実感した。特にスペインにおいては、2007 年中旬頃の運転

開始を目標に 20MW クラスのメガソーラが建設されており、さらに、2008 年には

30MW クラスの建設も模索されているとのことである。また、メガソーラが事業とし

て成り立つための整備も進んでおり、日本においてもメガソーラ発展のためには PV
発電単価の低減や系統連系問題などの面で整備が必要であると感じた。 
メガソーラ設備の構築においては、PV の設置方法やパワーコンディショナの運転方

法など、大規模な設備を効率的に運用するための様々な対策がとられていた。しかし

ながら、系統連系に対する対策についてはさほど問題にはしていないように思われ、

特段の対策はとっていない様である。“Floriade”は日本の特別高圧電圧階級に値する

10kV 送電線に連系しており電圧問題はあまり発生していないようであった。系統安定

化対策技術については日本がリードしていると感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 6 “Floriade”の前にて。左より新城、Remko 氏（SIEMENS 社）、 

菊地(NEDO）。 
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