電力業界の未来
次世代のメガソーラー開発
プロジェクト

エグゼクティブサマリー
太陽光発電は世界で最も飛躍的に成長を遂げている発

太陽光発電事業者にとって重要なビジネス課題は、メ

下してきています。現在、世界における太陽エネル

テークホルダーを想定した上でエンドツーエンドの開

電技術の1つで、平準化発電原価（LCOE）も着実に低
ギーのおよそ半分が、グリッド接続された5メガワット
（DC）以上の地上設置型プラントであるメガソーラー

で発電されています。1メガワット当たり約2,500～
4,000枚のパネルを擁する太陽光発電所では、膨大な
数のパネルやインバーター、資材の輸送、プロジェク
ト、契約、ステークホルダー、サプライヤーを抱えて
おり、また継続的な維持に係る建設作業も必要となる
ため、迅速なデジタルトランスフォーメーションが最
も期待されている業界であると言えるでしょう。

ガソーラー開発の各プロセスにおける様々な変化とス
発プロセスを管理し、目標とするコスト、スケジュー
ル、LCOEを達成することです。オリジネーションお

よび事業開発では、多岐にわたる技術オプションやコ
スト、EPT（エネルギーペイバックタイム）やEPR

（エネルギー収支比）等のエネルギーの性能に関する
指標などから受ける影響を考慮して最適なプロジェク
トを見極め、資金を調達し、いち早く事業化すること
が重要になります。エンジニアリングでは、採用技術
やデリバリーモデルなどにおいて、競争優位性の高い
ソリューションを設計する必要があります。またプロ
ジェクトおよび契約管理では、スケジュール、コス

ト、体制など、プロジェクトと業務の徹底管理が重要
です。建設においては、安全かつ効率的な現場作業と
運用・保守（O&M）への効果的な引き継ぎを実現する

ために、多数のプロジェクト要員と資材の調達管の最
適化を継続的な仕組みとして計画的に整備することが
求められます。
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主要な6つのテーマ
テーマ1：デジタルを駆使したエンドツー

エンドのアプローチの必要性

太陽光発電所の開発プロジェクトでは、LCOEの見積も

テ ー マ 4 ： ロボティクス、サプライ

チェーン、デジタルワーカーを含むデジタルコ
ンストラクションへの投資

りやファイナンスとしてのビジネスケースを策定する

アナリティクスに投資することで、プロジェクトの進

ニタリング体制の構築が不可欠です。エンドツーエン

調達のサプライチェーン動向の可視化に加えて、掘

概念設計から運用開始までの全プロセスの組織的なモ
ドのアプローチでは、プロジェクトやアセットのライ

フサイクルに関するLCOEの変動に係るモニタリングと
いったビジネス面からだけではなく、文書、資材、ハ
ンドオーバーのフローの管理や、様々なプロジェクト
関係者間のコミュニケーションパスとプロジェクト関
係者の生産性をモニタリング可能にする運用面にも着
目する必要があります。

テーマ2： フロントエンドデータとアナ

捗管理や受託事業者のパフォーマンス監視および資材
削、杭打、設置、機械操作を行うロボティクス技術、
現場作業員を支援するためのモビリティ、モジュール
組立の自動化など、建設プロセスにおける活動の大幅
な改善が可能になります。

テーマ5：規制に対するコンプライアン

ス強化とサイバーセキュリティに対するレジリ
エンスの向上

リティクスを生かしたLCOEの最適化

再生可能エネルギーにおけるサイバーセキュリティへ

では大規模なデータセットを利用したアナリティクス

潜在的なサイバー攻撃に対するレジリエンスが高ま

オリジネーション、事業開発、概念設計の各プロセス
が重要になります。データセットには、用地選定パラ
メータ、パネルの設置方向、ソーラーリソース評価、

将来のエネルギー価格、電力販売契約（PPA）の条
件、現行および将来的な技術仕様、モジュールおよび
モニタリングもシステムのコストとパフォーマンスの
データ、O&Mコストなどに関する項目が含まれます。

テーマ3： パートナービジネスおよび運

用管理に不可欠なクラウドベースのコラボレー
ション

の投資とその実現手法を強化して、現行規制の法令を
順守しつつ先進的な手法を取り入れることで、企業の
り、迅速に対策を打てるようになります。

テーマ6：O&Mが設計およびLCOEに及
ぼす影響を評価

O&Mの技術選定や保守アプローチの影響などを正確に

評価し、獲得した知識が次のプロジェクトに反映され
ているかを常に確認することが重要です。

太陽光発電事業の事業ポートフォリオ拡大を目指す

企業が優れた成果を上げるためには、これら6つの

パートナーと共有可能なデジタルプラットフォーム環

テーマへの取り組みが極めて重要になります。主要

行う必要があります。管理対象の文書は、設計文書、

効果的に推進し、それらがもたらすビジネス機会を

境を構築し、文書管理およびバージョン管理を適切に
認可およびライセンス取得等の記録、変更に関するプ

ロジェクト関係者の決定に係る討議記録等の監査証

跡、注文書を含む、プロジェクトのライフサイクル に
おける契約や開発関連文書など多岐にわたります。

な成功要因であるデジタル投資こそが、取り組みを
掴むための近道と言えるでしょう。アクセンチュア
では、太陽光発電事業者が新たな価値を創出し、パ

フォーマンス向上を実現するために有用な8つの主
要なデジタルケイパビリティを定義しています。
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はじめに

概要

再生可能エネルギーの中でも太陽光発電（PV）は世界

スで様々なステークホルダーとトランザクションが存

力が約400ギガワットに達し、設備発電容量全体の2％

資材配送および作業工数の消費を必要とする大規模な

で最も急速に成長している技術で、2017年には設備電
を占めるまでに拡大しています。その成長を後押しし
ているのが中国、EU諸国、米国、日本などの国々で

す。太陽光発電の市場規模は多岐にわたり、家庭用の
屋上設備や数百メガワット規模のソーラーファーム、
中間規模のコミュニティーソーラーや民間のC&I発電所

などが存在します。一般に、グリッドに接続され発電

容量が5メガワット（ソーラーパネル1.25万～2万枚）

以上のソーラーファームから数百メガワット（ソー
ラーパネル数百万枚）規模のソーラーパークまでの施
設を「メガソーラー」と呼びます。設置パネル数は各

在します。分断化されたバリューチェーンと、膨大な
公共事業である太陽光発電所プロジェクトの開発規模
を考慮すると、関係者間の連携、プラントの基本設

計、詳細なエンジニアリングおよび建設における効率
化と拡充を図るためにデジタルテクノロジーの活用が
最も有効です。実際に一部のメガソーラーでは開発プ
ロジェクトが複雑化し、かつての石油およびガスの資
本プロジェクトと同じような課題に直面しており、予
算内で納期までに高水準サービスを開発することが困
難になりつつあります。

発電所の生産性、技術、ロケーションによって異なり

これらの課題は、主に新たな投資プロジェクトにおけ

中央値は、交流電力（AC）で1ワット当たり2.0ドル、

やスケジュール遅延を引き起こします。また運用上の

ます。2017年の米国における太陽光発電設備コストの
直流電力（DC）では1ワット当たり1.6ドルを記録し、

一時はAC1ワット当たり0.9ドルにまで下がりました1。

メガソーラーでは屋上設備の4分の1程度のコストで発

電が可能です2。

本レポートは数万～数百万枚規模のパネルを擁する
ソーラーファームをはじめとする、グリッド接続され
たメガソーラーの開発にフォーカスしています。太陽
光発電開発のバリューチェーンには、開発の各プロセ
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る複雑なサプライチェーンによって生じ、コスト超過
洞察・知見や品質に係る管理レベルを損なう要員の不
足に加え、ソースの異なる不均一なデータ、レガシー
ソフトウェアシステム、標準化の未整備などに起因し
た開発プロセス上の不備が、問題をさらに悪化させて
います。このような背景もあり、再生可能エネルギー
分野では、開発プロジェクトの各プロセスで詳細なリ
アルタイムビューを可能にする、包括的なプラット

フォームの実装に大きな関心と期待が集まってい
ます。

DC/AC比率の活用
インバーターは太陽電池で生成されたDCを、ACに変

例えば「1:1.3」のようにDC容量の割合を増やすこと

の電子デバイスまたは回路です。エンジニアリングお

回っている時に電力を増産できることが明らかになり

で、発電所の電力生産がインバーターの定格出力を下

換して送電線（または電力グリッド）に投入するため

ました。しかし、DC電力量を増やすことで、インバー

よび設計段階におけるインバーターの選択が、プロ

ターのクリッピングや電力制限による新たなコストが

ジェクトの設計とパフォーマンスを大きく左右するた

発生します。設備側の電力のピーク発電時には、イン

め、パネルから供給されるDC電力量とインバーターが

バーター側で処理しきれない過剰生産分のエネルギー

出力可能なAC電力量を正確に見極めることが重要にな

が失われることになります。ただしピーク発電が生じ

ります。これをインバーターの定格出力と言い、設備

る時間は一日のうちわずか10～20%であることも調査

のDC容量とインバーターのACの定格出力との関係は

で判明しています3。アクセンチュアでは、そのレリバ

DC/AC比率で表されます。

ンス（関連性）の拡大とダイナミクスの変動を考慮し

これまで最適なAC/DC比率は「1：1.1」とされてきまし

たDC/AC比率とDC容量値の2つの指標を用いて分析を

たが、近年のソーラーパネルのコスト低下を受け、

行っています。

図1. インバーターのDC/AC比率および出力
高DC/AC比率

インバーターのAC出力

インバーターの
クリッピングによる
エネルギー損失

低DC/AC比率

インバーターの
クリッピング

高DC/AC比率により
生じるエネルギー増分

インバーターの
AC定格出力

時間帯
出典：デイヴィッド・ブロムバーグ「Aurora Solar blog」2017年3月14日投稿（https://blog.aurorasolar.com）
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太陽光発電分野が成長を続ける背景には、ソーラーパ

ジェクトは、契約時に納期の制約が設けられており、

があります。図2に示すとおり、メガソーラーは多くの

響します。これは、すでに乱戦状態の市場競争がより

プロジェクトの遅延が生じた場合にはLCOEに直接影

ネル価格の低下だけではなく、政府の奨励施策の影響

激化する傾向にあることを意味しており、開発プロ

市場の中でLCOEが継続的に低下している、最も低コス

ジェクトのLCOEを最小限に抑えるよう企業と投資家

トのエネルギー源の1つになっています。

は努力する必要があります。LCOEの見積もりには、

収率およびリソース、電力価格、テクノロジー、コン

太陽光発電事業は、将来的には補助金や規制支援策を

ポーネントコスト、建設コスト、O&Mコスト、アセッ

必要としない自立した事業となることを期待されてい

トの寿命など、複数の要素が含まれます。

ます。PPAによって資金調達している発電所開発プロ

図2. テクノロジー別のLCOE比較
太陽光 – 屋上設備（家庭用）

$187

太陽光 – 屋上設備（C&I）

代替エネルギー

太陽光 – コミュニティーソーラー

$46

太陽光 – 薄型フィルム（メガソーラー）

$48
$98

燃料電池

$181

$106

マイクロタービン

$59

地熱
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$89
$77

$117

$55
$30

従来型エネルギー

ディーゼルレシプロエンジン

$114
$60

$113 *
$197

天然ガスレシプロエンジン

$68

ガスピーキング

$210

$96

原子力

$231

$112

石炭

$60
$42

$0

$281

$106
$156

石炭ガス化複合発電（IGCC）
ガス複合発電

$150

$53

$43

ストレージ付きタワー式メガソーラー

風力
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$76

太陽光 – 結晶パネル（メガソーラー）

バイオマスダイレクト
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$85

$183
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$50

$100
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$200

$250

$300

$350
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出典：Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis – Version 11.0, © Lazard 2017年11月（https://www.lazard.com）
*資本コストを1ワット当たり2.36～4.50ドルと仮定して予測した洋上風力発電のLCOEの中間点
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太陽光発電所開発プロジェクトの各プロセスで
LCOEに影響を及ぼす要素：

事業開発：

設 計 （ お よ び エ ン ジニ

調達および契約管理：

建設およびO&Mへの引

PPAとプロジェクトの

知 識 の 集 約 、 過 去 のプ

がちなEPC事業者など、

QHSE（品質、衛生、安

競争優位性、規制、市上、
マッチング

アリング）：

ロ ジ ェ ク ト で 獲 得 した
知 見 、 設 計 上 の 競 争優
位性

オペレーターと対立し
複数のサプライヤーお
よびパートナーによる
複雑性

き継ぎ：

全、環境）、時間モニ
タリング、現場のオー

トメーション、O&Mへ
の引き継ぎ

本レポートはグリッド接続されたメガソーラーの開発プロジェクトにフォーカス

していますが、O&Mの重要性についても目を向ける必要があります。O&Mアプ
ローチは設計や計画投資に影響し、太陽光発電所開発のプロジェクト期間が初期

に設定された20～40年を超えた場合には、O&Mコストが膨らみLCOEを大幅に
引き上げることになるでしょう。
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調査方法

本調査では、太陽光発電所開発の大手事業者と、エン

ト以上で、開発中の設備では9.4ギガワット相当が見

ンサイトを含む一次または二次研究に基づき、現行プ

クトが進行しています。

ジニアリング、調達、建設（EPC）事業者から得たイ
ロジェクトにおける開発アプローチおよび課題、改善

込まれており、現在200以上のパイプラインプロジェ

の機会を明らかにしています。インタビューを行った6

分析には工業生産や非従来型リソース開発といった、

ラリア、中東でそれぞれ開発プロジェクトを手掛けて

する事例も取り入れており、知見として参考にしてい

社は、米国、中南米、ヨーロッパ、インド、オースト
います。すでに完成した設備の電力容量は8.3ギガワッ

図3. 調査手順

メガソーラー開発、プロジェ
クト経験、ベストプラクティ
スに関する調査

太陽光発電開発事業者および
EPC事業者への詳細なインタ
ビューを通じて、現状のアプ
ローチの把握と可能性分野を
特定

アウトプット：メガソーラー
開発プロジェクトおよび建設
に関するアンケート

アウトプット：アプローチの
相対評価

他業界の小規模プロジェクトおよび建設プロセスに関
ます。図3は4つの主な調査手順を示します。

アクセンチュアの業界エキス
パートとともに主な改善点を
検証

主要な可能性分野と他業界の
知見を徹底分析

アウトプット：本レポート
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メガソーラー開発プロジェクトの現状
本調査ではオリジネーションおよび事業開発、設計、

図4に示した各プロセスにおける活動および課題は一

ジェクトにおける主要なプロセス（図4参照）と、各プ

大きく変わります。プロジェクトオーナー、開発事業

プロジェクトおよび契約管理、建設などの大規模プロ
ロセスを改善するための主要な機会について重点的に
検証しています。

般的な項目ですが、プロジェクト実行者は各ケースで
者、投資家、EPC事業者、その他サービスプロバイ
ダーなどの多くの関係者が存在します。

図4. メガソーラー開発プロセス
プロジェクトの正味現在価値（NPV）に対する商業的管理

オリジネーション

設計

事業開発

建設

O&Mへの引き継ぎ

EPC、コンポーネントサプライヤー、建設事業者とのプロジェクトおよび契約管理

オリジネーション、事業開発、
プロジェクトNPVの商業的管理

設計

• 市場評価

• 土木設計

• 入札戦略

• PVの電気・機械的設計

• フィージビリティ―スタディー
• 入札管理

• 実現可能性調査

• 認可およびライセンス
• PPAの確保

• プラントの概念設計およびリ
ソース評価

• 機器設計および監視システム
• 環境設計および社会的評価

• 資本政策、サプライヤーの技
術評価

• プロジェクトポートフォリ

• 認可およびライセンス

• 系統連系および送電

• 完成図作成

オ管理

• HSE

• 商業的管理

• 詳細設計

• 技術データアーカイブ
• 部品表（BOM）作成

• AC業務、グリッドコードコン
プライアンス、変電所

• 建設フェーズにおける建設チ
ーム支援

• 構造設計のQA／QCおよび

EPC、コンポーネントサプラ
イヤー、建設会社とのプロジ
ェクトおよび契約管理

• プロジェクトの予算編成、

プランニング、コスト管理、
進捗追跡

建設とO&Mへの引き継ぎ

• 現地調整および監視

• 土木工事実施モニタリング

• 電気機械作業実施モニタリ
ング

• EPC（戦略）および契約、

• 建設状況モニタリング

• 契約および発注管理

• 倉庫管理

落札および契約開始

• 配送・物流フォローアップ
• 品質管理

• 接続契約

• クレーム防止および対策
• リスク評価
• HSE

• 資材受入および品質チェック
• 資材搬入

• 系統連系管理

• 建設プラントの持続可能性
評価

• 衛生および安全性モニタング

• 機器および監督システム設置
• プラント試運転および開始
作業

• O&M業者への引き継ぎ

設置後の現地レビュー
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アーキタイプ

太陽光発電市場の参入障壁は比較的低く、風力発電な
どの分野に比べると参画企業および運用モデルは多岐

にわたっています。図5に示すとおり、企業はバリュー

ナーや開発事業者のケイパビリティ、投資手法などに
ついては各ケースで異なっています。

チェーンのあらゆるプロセスで参画することができ、

また機会とケイパビリティについて考察するにあた

いる企業も少なくありません。またバリューチェーン全

ます。

市場やプロジェクトによっては様々な活動に参画して

体を通じて、設計事業者や代理店、建設事業者などの

り、以下の2つの対照的なアーキタイプを設定してい

サードパーティがプロセスの一部を担うケースもあり

• 設計、建設、運用をすべて自社で行っているプロ

今回の調査では、開発事業者、プロジェクトオー

• 従来型のEPCプロジェクト開発モデルを維持してお

る組織に限定してインタビューを実施しました。前述

ロジェクトオーナーまたは開発事業者、およびその

ます。

ナー、EPC事業者などメガソーラー開発に関与してい
のとおり主要な課題や活動はすべての実行者に共通し

ていますが、LCOEの最適化を図るプロジェクトオー

ジェクトオーナーまたは開発事業者

り、設計に関するケイパビリティが不足しているプ
活動を代行するEPC事業者

図5. 流動的かつ多岐にわたる太陽光発電所の開発プロジェクト運用モデル
プロジェクトの正味現在価値（NPV）の商業管理

オリジネーション

建設

設計

事業開発

O&Mへの引き継ぎ

EPC、コンポーネントサプライヤー、建設会社とのプロジェクトおよび契約管理
開発事業者が概念設計および販売

プロジェクトオーナーがオリジネーション、事業開発、概念設計、運用を行い、設計および建設はEPC事業者
プロジェクトオーナー

EPC事業者

プロジェクトオーナー

開発事業者が設計および販売をすべて実行
開発事業者が設計、建設、販売をすべて実行

設計、建設、運用の社内ケイパビリティを保有
プロジェクトの撤退／売却
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デジタルの主な課題と役割

太陽光発電事業者にとっての最重要課題は、各プロセ

エンジニアリングでは、採用技術やデリバリーモデル

がらエンドツーエンドの想定されるすべての投資・開

必要があります。またプロジェクトおよび契約管理で

スにおける様々な変化とステークホルダーを想定しな
発を管理して、目標とするコスト、スケジュール、

LCOEを達成することです。オリジネーションおよび事
業開発フェーズでは、技術オプションや市場の不確実
性を考慮した上で、最適なプロジェクトを見極めて資

金を調達し、いち早く事業化することが重要になります。

において競争優位性の高いソリューションを設計する
はスケジュール、コスト、体制など、プロジェクトと
業務の管理が重要です。建設においては、安全かつ効
率的な現場作業とO&Mへの効果的な引き継ぎを実現す
るために、膨大な工数と資材の管理が求められます
（図6参照）。

図6. プロジェクトの各プロセスにおける主な活動と課題
オリジネーション
および事業開発

プロジェクトおよび
契約管理

設計および調達

建設および運用への
引き継ぎ

• 競争優位性の高いソリューションの

• 複数のプロジェクト要件における複

• 予算およびスケジュール

最適な用地の選定

• モジュール選択およびソーシング

• プロジェクト要件を反映した契約の

• 熟練のQA／QCスタッフおよびツー

よび参入障壁の低い市場における価

• テクノロジーの資本および収率予測

• 契約における技術的交渉

• PPAのプロスペクティング

• 収率、アクセス、送電容量を考慮した
• 太陽光発電市場での競争、収益性お
格競争力の拡大

• 3～5年後の価格予測

• グリッドアクセスおよび系統連系プ
ロセスの検討

• グリッドへの体系的な送電の実現に
向けた要件の拡大

• 新規市場への参入

• 規制および新たな再生可能エネルギ
ー体制の整備

• 商業的モデルに基づく市場のリスク
評価

• 最低収益率の達成

設計

• システム決定の管理
• 系統連系の適用

• テクノロジー選択

• EPCおよび設計事業者を管理する専
門スタッフ

• 知識の集約および管理

• 土木工事（主に現地サプライヤーに
委託）

策定

• 契約、収益リスク、変更指示、争議お

• 環境アセスメント

• 最適なプロジェクト構造の決定（複

数のEPC事業者に分担すべきかなど
の判断）

• 世界的なHSEコンプライアンス

• 調達に影響を及ぼすコンポーネントの

• サプライチェーン

ルによるEPC事業者および建設作業
の監視（監査証跡、現地作業の可視
化、O&Mのデータ管理など）

よびクレームの管理

• 生産性および時間モニタリング

イヤー業務の調整

• HSE統計、根本的な原因分析、オンボ

• 契約上の義務に照らした現地サプラ
• 現地のEPC事業者および労働力の管理
• スケジュール遅延の防止

• NPVおよびプロジェクト利益のライ
ブ管理

• 認可およびライセンス

規制策定

雑性の管理

• 文書管理およびワークフォースツー
ルの整備

• 現場オートメーション

ーディング、現地コンプライアンス

• 土木工事の管理（新規市場では主に
現地の事業者に委託）

• 電気機械とシステムバランスの最適化
• O&M要件の詳細検討と円滑な引き
継ぎの実現

• EPC事業者および他の受託事業者を

• 完成時のプラントと設計当初の差異

• HSEおよび持続可能性管理

• EPC事業者との長期にわたる信頼関

管理するQA／QC要員の確保

• 複数地域における契約管理

• 融資元の業界用語を使用した契約

調査と管理

係の構築と役割の明確化

および管理

プロセス全般

すべての移行および連携の管理と可視化

煩雑なパートナーおよびケイパビリティの最適化

ライフサイクルを通じたプロジェクトNPVの最大化
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開発プロジェクトの特性から見て、課題解決のために
デジタル技術が有効であることは明らかで、調査対象
企業とアクセンチュアの業界エキスパートの見解も一

• 多数の動きが持つ多層構造のサプライチェーンの
構築

致しています（図7参照）。

• 反復作業の自動化およびロボット化

• IoT対応のソーラーパネルおよびインバーターの設

• 異なる企業がコラボレーションした多彩なワーク

置でソリューションをモニタリング

フォースサービスを通じた連携

• パイプライン全体でコンポーネントに関する知識や
プロセス効率を次回のプロジェクトに反映

図7. プロジェクト開発に適用可能なデジタル技術
モビリティ

オートメーション

人間の介入を必要と
しないルーティン作業

ジ
オリ

最

適

化

LCOE最適化

ロボティクス

適

の

最

の

最

現地の業務実行

設

計

お

適化

設計および
契約管理

HSE
エンドツーエンドな
ポートフォリオ/ （衛生、安全、環境）
化

機械による物理的
な作業

行

サイバーセキュリティ

携

コネクテッドなエ
コシステムを保護

サプライチ
ェーン管理

連

セキュリティ

の

デジタルケイパビリティ

よび

新たなデリバリーサービス
を可能にするクラウドプラ
ットフォーム

開発

実

ラ イチェ ーン お

クラウド

ョン お よ び

よ

び

ITとOTの統合

案件およびポート
フォリオ管理

サプ

IT/OT

ネ ーシ

モビリティソリューショ
ンを産業界に拡大

アナリティクス

コグニティブアナリティクス
およびビッグデータの活用

ソーシャル

高度なコラボレーションと
包括的な意思決定
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デジタル技術が有効なのは確かですが、アプローチは

後者のアーキタイプの企業は事業開発に投資を集中し

て用いる場合から、ターゲットを絞った適用、プロセ

計、プロジェクトおよび建設管理プロセスでは、EPC

各企業で異なります。プロセス全体の変革ツールとし
ス変革のイネイブラーとして採用するケースなど様々
です（図8参照）。

一般的に「設計、建設、運用をすべて自社で行うプロ
ジェクトオーナーまたは開発事業者」のアーキタイプ

ているケースが多く、EPC事業者に委託している設

事業者がデジタル投資を行うことを期待しています。

しかし、EPC事業者側では、社内運用が可能な企業と
比べ、大規模なデジタル投資を行っていないことが分
かりました。

に当てはまる企業では、幅広い活動と技術分野への大

いずれのアーキタイプの企業にとってもメガソーラー

来型のEPCプロジェクト開発モデルを維持しており、

フェーズからLCOEを最小化できるアナリティクス

規模なデジタル投資を行っています。これに対し「従
設計に関するケイパビリティが不足しているプロジェ
クトオーナーまたは開発事業者、およびその活動を代

行するEPC事業者」に当てはまる企業では、デジタル
アプローチの範囲が狭い傾向にあります。

の開発プロセスに有効なデジタル技術は、概念設計
と、地理的に分散した環境でのコラボレーションと

データ管理を改善できるクラウドソリューションであ
ることが調査結果では明らかになっています。

図8. デジタル技術がメガソーラー開発プロジェクトにもたらす可能性
オリジネーションおよび
事業開発

設計および調達

プロジェクトおよび
契約管理

建設および運用への
引き継ぎ

エンドツーエンドの
最適化およびNPVの最大化

アナリティクス
ソーシャル
ロボティクス
モビリティ
オートメーション
IT/OT
クラウド
セキュリティ
企業1

可能性：大
可能性：中

企業2

可能性：大
可能性：中

企業3

可能性：大
可能性：中

企業4

可能性：大
可能性：中

企業5

可能性：大
可能性：中

企業6

可能性：大
可能性：中
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主要テーマおよび可能性

デジタルを駆使したエンドツーエンドの
アプローチの必要性

メガソーラー開発プロジェクトにおけるエンドツーエ

また、すべての企業が、クラウドベースのワークフ

のライフサイクル全般にわたるLCOEの追跡といった商

いは導入を計画していると回答しています。コラボ

ンドのアプローチでは、プロジェクトやアセットなど

業面だけでなく、文書やハンドオーバーのフローや
様々なプロジェクト関係者間のインターフェースを管

理するといった運用面にも目を向ける必要がありま

す。固定価格買い取り制度（F I T ）、生産税額控除
（PTC）、投資税額控除（ITC）などの税制優遇措置を

受けるプロジェクトが減少し、C&IのPPAへの依存が高

まるにつれて、オリジネーション、C&IのPPAとプロ
ジェクト財政のマッチング、PPAおよびプロジェクト
の大規模なポートフォリオの管理と実行が商業的な課

題となりつつあります。エンドツーエンドのアプローチ
を取り入れることにより、管理体制、サイクルタイム、

コスト管理を改善して移行をスムーズに進めることが
できるようになります。すべての関係者が必要なデー

ローおよび文書管理ソリューションを導入済み、ある
レーションツールの導入状況は企業ごとに異なります
が、すべての企業がマニュアルまたはデジタルいずれ
かのアプローチで、エンドツーエンドのプロジェクト
ビューの取得に努めています。

• あらゆるプロセスのデータを利用者の用途に合った

ビュー形式で提供される、ユーザー中心のアジャイ
ルなプラットフォームを導入（デジタル）

• 個別のユーザービューを備えたエンドツーエンドの

社内ワークフローおよび管理ソリューションを構築し、
300以上のプロジェクトで使用（デジタル）

タセットを共有でき、また適切な担当者に重要な意思

• シックスシグマプロジェクトを通して、プロセスの

大規模なメガソーラープログラムや、複数のPPAをと

• コラボレーションツールおよびMicrosoft社のツール

決定に関わる正確な情報がもたらされるようになります。
もなうパイプラインで構成されるプログラムでは、エン

ドツーエンドの視点がより一層重要になります。極めて
複雑な大規模開発プロジェクトの開発納期を死守する
ためにも、デジタルを活用したエンドツーエンドの可
視性と管理は不可欠です。

調査対象企業の多くが、建設プロセスからO&Mへのス
ムーズな引き継ぎを促進するために、プロジェクトの
初期から部門横断型の開発および設計アプローチを採
用しています。

変革とデジタル化を推進（デジタル／マニュアル）

セットを活用しつつチームの緊密な連携を図ってエ
ンドツーエンドのビューを実現（マニュアル）

さらに一部の企業では、エンドツーエンドのプロジェ
クト管理タワーの設置、ビルディングインフォメー

ションモデリング（BIM）メソッドの採用、学際的な
プラントデジタルツインビューの導入など、エンド

ツーエンドアプローチの実現を目指した具体的な計画
を立てており、デジタルバイデザインのソーラー

ファームを目指して自動化とロボティクス化を推進し
ています。

プロセス全般

すべての移行および連携の管理と可視化

煩雑なパートナーおよびケイパビリティの最適化

ライフサイクルを通じたプロジェクトNPVの最大化
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主要ポイント：

設計および建設プロセスの統合
デジタルプラットフォーム
アクセンチュアは、世界中の再生可能エネルギー企業

プロジェクト実行では、時間、コスト、リスク、エン

できるよう支援するために、デジタルプラットフォー

よび試運転の進捗などの最新情報を管理します。必要

がエンドツーエンドのプロジェクトアプローチを採用
ムを提供しています。アクセンチュアのプラット
フォームは文書管理、リアルタイムデータの追跡、変

動するベンチマークおよびLCOEの推移特定など、プロ
ジェクトの各プロセスで生じる多様なニーズに対応し
ます。本プラットフォームは多層アーキテクチャを採
用しており、エンジニア、プロジェクト管理者、現場
作業員など、社内外の関係者がアクセスするワークプ
レイスごとにユーザーエクスペリエンスを編成して、
バックエンドシステムや必要なデータベースと連携す
ることもできます。

プラットフォームは「プロジェクト開発」と「プロ

ジニアリングワークフロー、ロジスティクス、建設お
に応じて認可およびライセンス、PPA、資金調達、
パートナーシップ契約などの情報を管理するためのプ
ロジェクト横断型のワークプレイスを作成することも
可能です。また外部アクセス用のワークプレイスを作
成してサプライヤーと共有することで、情報提供依頼
（RFI）や、仕様変更および変更オーダーなどのコ

ミュニケーションを取ることができるため、シームレ
スなコラボレーションを実現できます。プラット

フォームのユーザーは役割に応じて必要な情報にアク
セスすることができ、真にエンドツーエンドのアプ
ローチが可能になります。

ジェクト実行」の2つの主要な領域で構成されます。プ
ロジェクト開発では文書およびデータのバージョンや
依存関係、コストシミュレーション、技術構成シナリ
オ、調達戦略などの情報を管理します。
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図9. メガソーラー開発プロジェクトのステークホルダー
プロジェクト開発者

• 案件の管理と分析

• プロジェクト財務評価の実施
• リスクの特定

• 開発プロセスに関わるすべての

部門に対する説明の実施と承認
の獲得

プロジェクト責任者

• プロジェクト全般の管理

• プロジェクトの技術および経済

プロジェクト管理者

• プロジェクト全般のスケジュー
ルおよびコストの管理

の構造分析および事業開発の

• 偏差分析の実施

• プロジェクト実行チームの組成

• 請求依頼の管理

研究

• サプライヤーおよび受託事業者
の関係管理

• 出荷前検査の実施
• 資材依頼の状況監視

• レポーティングの管理
受託事業者/現場作業員

プロジェクト設計者/設計契約

• 基本および詳細設計

• 現地調査文書の収集と管理

• 設計の進捗管理

• 建設業務の実施

• 入札者の評価

• 資材確認の実施

• 調達文書の管理

• プラントの最終設置

現地/試運転責任者

• 現地調査の実施

• 建設作業の監督

メガソーラープロ
ジェクトのステー
クホルダー

• 完成時チェックの実施
契約責任者

• 調達プロセスにおける管理チー
ムとの連携

• 建設業務の監視

• 作業の監督と指示

• 購入依頼管理

• 自動運用の監視

• 変更指示内容の評価

• 契約上のマイルストーンの確認

• 現地調査の監視

現地資材責任者

物流責任者

サプライヤー

• 納品の確認

• 依頼から調達および出荷まで

• 運用者への入札申し入れ

• 供給書類の完全性の検証

• 出荷作業全般の監督

• 資材関連文書の発行

• 品質および数量などの確認
• 保管場所の選定と確保

のサプライチェーンの管理

• 戦略的供給に向けた倉庫管理

• 依頼された資材の提供

の実施
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図10. メガソーラー開発プロジェクトのワークフロー別役割

プロジェクト分析

投資提案

• 案件管理（PD）

• 投資パッケージ（PD)

• プロジェクト文書

• 一般的技術説明（PE） • 詳細な設計文書（PE）

• 権限評価（PE+SM）

• リスク特定

• 全部門長からの承

および重大性（PD+PC） • 調達開始（PM+PE）

• 財務評価

• 基本設計

• 最終決定
• レビュー

デリバリー

設備製造

設計および建設への
連携

の保存（PM）

認獲得（PD）

プロジェクト開始

詳細設計

• 最終関係プロジェク
ト実行計画（PM）

設計仕様

入札者の技術的評価

• 設計業務の進捗追跡

• コンプライアンス評価

• SMから連携後の詳細

（サプライヤー）

• ENG成果物の承認

• アセスメント評価（CM）

（PE+PM）

ン確認（CM）

• 進捗モニタリング

• スケジューリング（PC）

• 出荷前検査（LM+PC）

確認（受託事業者+LM） • 契約上のマイルストー

• 資材依頼（PE）

• プロジェクトのリスク • 基本文書の編集

• 納品：品質および数量

の現地確認（SM+MM） • 検査報告の発行

資材依頼

（PE）

• 最終購入依頼（CM+PM）

（PE+PC）

購入依頼

• 技術仕様（PE）

• 作業範囲：スケジューリ
ングおよび監督（PM）

• 購入依頼（CM）

• 出荷計画（SM+LM+
サプライヤー）

建設作業

物理的進捗状況

作業許可

• 現地アクセス文書の

• 建設業務の実施

• 建設作業の完了

• 地域プラント連携

• 進捗状況の更新

• 完成時の偏差検証

収集（SM+受託事業者）

（SM+ 受託事業者）

• 変更依頼の管理（PC） • 進捗管理（PC+SM）

（SM+受託事業者）

O&Mへの引き継ぎ

• プラント稼働（SM+PE）

（PE+SM）

PD: プロジェクト開発者

事業開発

PE: プロジェクト設計者

プロジェクト実行 – 設計

PM: プロジェクト責任者 

プロジェクト実行 – 契約フォローアップ

SM: 現地責任者

PC: プロジェクト管理者
CM: 契約責任者

プロジェクト実行 – 調達
プロジェクト実行 – 建設

LM: 物流責任者

MM:（現地）資材責任者
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フロントエンドデータとアナリティクスを
生かしたLCOEの最適化

事業開発および基本構想設計は、プロジェクト全体の

PPAの条件、既存および将来の技術仕様、モジュールお

ロセスで、競争の激化、技術的なコスト見積もり、規

O&Mコストなどに加えて、O&Mコストを軽減しCAPEX

よび追跡システムのコストとパフォーマンスデータ、

中でも最も経済性の評価が激しくなるデリケートなプ

を増加させる技術の採用検討に関する情報も含まれます。

制の変化などが従来の主要な課題でもありました。近
年、太陽光発電容量のオークション、固定価格買い取
り制度、税額控除などのインセンティブが終了したこ

事業開発および基本構想・設計に用いるアプローチ、

はC&IのPPA要件を特定して迅速にプロジェクトとマッ

です。過去のプロジェクト設計コストに基づく予測を

詳細化のレベル、ソフトウェアなどは企業により様々

とによりLCOEがさらに複雑化しており、開発事業者に

用いる場合もあれば、将来的なコスト削減計画に沿っ

チングすることが求められています。その結果、LCOE

て見積もる場合もあります。ほとんどのケースでエネ

が下降傾向にあることは明らかですが、その予測には

ルギー収率予測のパッケージソフトウェアが使用され

ばらつきが生じています（図11参照）。

ますが、その場合でも設計プロセスにおける選択や将
来の技術コストに関連する多くの仮説条件のデータが

インタビューではすべての回答者がオリジネーショ

必要になります。プロジェクトの入札では参加企業の

ン、事業開発、概念設計におけるアナリティクスの有

経験値や姿勢が全く異なるため、インタビュー対象企

効性を評価しています。意思決定とLCOEの最適化する

業の中にも、採算の合わない入札を経験している企業

ためにアナリティクスで使用する大規模なデータセッ

もあります。

トには、用地選定パラメータ、パネルの設置方向、
ソーラーリソース評価、将来のエネルギー価格予測、

図11. メガソーラーのLCOEおよびPPA価格
LCOE中央値 （ITC：30%） LCOE
中央値 （ITCなし）

ドル/kW（2017年）

個別プロジェクトの LCOE （ITCなし）

COD:

プロジェクト:
MW-AC:

個別プロジェクトのLCOE （ITCなし)
ITC：投資税額控除

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

29

40

38

64

87

157

67

175

428

915

1,344

3,166

2,870

7,469

2,137

2018
未定
未定

出典：「Empirical Trends in Project Technology, Cost, Performance, and PPA Pricing in the United States（2018年）」
ローレンス・バークレー国立研究所（2018年：https://emp.lbl.gov）
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メガソーラー開発プロジェクトの課題
オリジネーションおよび事業開発
における課題
PPAのプロスペクティング
収率、アクセス、送電容量を考慮した
最適な用地の選定

設計における課題
競争優位性の高い（経済性・持続性）
ソリューションの設計

テクノロジーの投資および収率予測

太陽光発電市場での競争、収益性およ
び参入障壁の低い市場における価格競
争力の拡大

3～5年後の価格予測
グリッドへの体系的な送電を実現する
要件の拡大

新規市場への参入
規制および新たな再生可能エネルギー
体制（奨励策、政治情勢）の把握

商業モデルに基づく市場リスク評価
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パートナービジネスおよび運用管理に不可欠な
クラウドベースのコラボレーション

あるインタビュー対象企業は、すべてのプロジェクト
要件にまたがる複雑性が、プロジェクトの遅延や書類

ビジネスケースは契約に沿って構築され、プロジェク

あると回答しています。ライフサイクルを通じた設計

活動を通じて実行されます。契約の策定および管理に

提出期限の超過などの重大な影響を招く不安定要素で
文書や認可およびライセンス、変更関連する通信の監
査証跡、注文書などの契約関連の文書管理やバージョ
ン管理は、プロジェクトのスケジュール管理、争議の
解決、ビジネスケースの実現に不可欠です。

エンジニアリングおよび設計プロセスで、LCOEが最適

トの計画、コスト管理、契約管理、リスク管理などの
は、プロジェクトのガバナンス、要件、技術的交渉、
変更およびリスク管理規定、価格設定およびインセン
ティブ、建設スケジュール、パフォーマンスおよび進
捗状況の追跡、O&Mへの引き継ぎ要件などが含まれ
ます。

化された太陽光発電所の開発を行うためには、サード

またインタビューではクラウドベースの文書管理およ

ボレーションが欠かせません。さらに、プロジェクト

した。この２つをアナリティクスと融合させることに

パーティの設計会社、EPC事業者、建設会社とのコラ
のスケジュールと目標コストに応じたHSE（Health/

Safety/Environmentの略）管理を実現するために、
すべての受託事業者、モジュールおよびインバーター
のサプライヤー、土地所有者、計画機関、ネットワー
ク事業者が関与するインターフェースを、プラント建

びコラボレーションツールの有効性も明らかになりま
より、スケジュール変更などでプロジェクトの価値に
影響が生じるような場合には、計画および目標の自動
更新やアラート設定などの機能も実装することが可能
になります。

設中に管理することが重要になります。

EPC事業者による一括請負契約、あるいは開発者によ

るポートフォリオの直接管理のいずれにおいても、すべ
ての関係者およびプロジェクトに共通する重要課題は

パートナー契約の策定と管理です。今回のインタ
ビューでも、パートナーを効果的に管理するための成

功要因として、EPC事業者と品質を管理するためのビ
ジネスおよび運用経験を持つ専門スタッフの存在であ

ると、多くの企業が回答しています。またEPC事業者
とのパートナーシップもサプライヤー管理に有効な要

因であり、ある企業では特定のEPC事業者4社と提携し
て100以上のプロジェクトを成功させています。
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太陽光プロジェクトの課題
設計における課題

プロジェクトおよび契約管理
における課題

• 経済性・生産性・持続性のバラ

• 全プロジェクト要件間の複雑性

• EPC事業者および設計事業者

• プロジェクト要件を反映した契

ンスの高いソリューションの設計
を管理する専門スタッフ

• 知識の集約および管理

の管理

約の締結

• 契約における技術要件に関する
交渉および整理

• 契約、収益リスク、変更指示、
争議およびクレームの管理

• 大規模な現地調達する建設要員
の管理

• スケジュール遅延の防止

建設および運用への引き継ぎ
における課題

• 予算およびスケジュール

• 熟練のQA／QCスタッフおよび
ツールによるEPC事業者ならび

に建設作業の監視（監査証跡、
現地作業務の可視化（O&Mの
データ管理など）

• 土木工事の管理（新規市場で
は主に現地事業者に委託）

• O&M要件（チェックリスト）の
検 証による円滑な引き継ぎの
実現

• NPVおよびプロジェクト利益の
ライブ管理

• 文書管理および要員管理ツー
ルの整備

• EPC事業者および他の受託事業
者を管理するQAおよびQCスタ
ッフの獲得

• HSEおよび持続可能性管理
プロセス全般にわたる課題

すべての移行および連携の管理
と可視化

複数の多様なパートナーおよ
びケイパビリティの最適化

ライフサイクルを通じたプロジェ
クトNPVの最大化
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クラウドベースで活用した関係者の業務連携が、プロジェクトワークフローの各プロセスにもたらす影響は極めて大

きく、とりわけ異なる部門や関係者間の情報交換が必要な場合においては、以下のような効果が期待できるでしょう。
運用および受託事業者

O＆Mへの引き継ぎ

のコンセプトにあらゆる要素が含まれて

や制御室を通じてローカルまたは遠隔で

本プロセスには、O&MチームがSCADA

設計および建設プロセスでは、設計計画

運用するために必要となる、膨大かつ迅

おり、設計文書の承認だけでなく、資材

速に情報を取得できる文書の引き渡しが

管理などの後続業務における協調のため

含まれます。安全および衛生関連の現地

にも、サプライヤーおよび受託事業者と

法令とグリッド要件を順守したプログラ

の積極的なコラボレーションは不可欠で

ムを構築し、稼働後の太陽光発電施設の

す。ユーザーはクラウドサービスを通じ

保護と監視を確立するために欠かせない

て業務の進捗状況を監視し、プロセスの

プロセスです。O&Mチームはクラウド

完全性を把握することができます。

サービスを通じて必要な文書を取得し、
インシデントが生じた際には、設計およ

事業開発および設計・建設チームによる

び建設パートナーと迅速に情報を共有す

プロジェクトの実行

ることができます。

事業開発プロセスでは、開発チームと設
計および建設チームが連携し、予備解析

• 成果物の紛失または不備

を実施します。クラウドサービス上で文

• 建設および品質上の欠陥

書を共有することでコラボレーションを

• 改善および最適化要件

加速し、プロジェクトのコストとパ
フォーマンスの指標を同時に策定するこ
とができます。

エンドツーエンドな品質およびHSEモニ
タリング

品質およびHSE監査は、プロジェクト全

体で発生する業務です。クラウドサービ
スを採用することで、過去の品質チェッ
ク情報を簡単な操作で入手したり、新規
情報を素早く記録したりすることができ
ます。過去の品質チェックの結果を生か
すことで分析のスピードと効率を上げる
ことができ、また常時アクセスが可能な

クラウドプラットフォームが広く普及することで、
メールによる文書共有が不要となり、チームが共通の
クラウドサービスを通じてリアルタイムに作業を進め
ることができるインフラの整備に期待が集まっていま
す。例えば、契約や文書を「管理するための管理」作
業が不要となり、全体的な文書数も大幅に削減するこ

とができます。また、人工知能（AI）およびブロック
チェーン技術の進化によって、人間による労働力はよ
りインテリジェントかつ安全な業務へと移行していく
でしょう。

結果ライブラリなどの作成も可能になり
ます。
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ロボティクス、サプライチェーン、デジタルワーカーを
含むデジタルコンストラクションへの投資

太陽光発電容量1メガワット当たりに必要なソーラーパ

ネルは約2,500～4,000枚です。つまり50メガワット
以上のプロジェクトとなれば、15万枚を超えるパネル

• 拡張現実ソリューションを用いた現場作業員への遠
隔サポート

が必要になります。資材の輸送にともなう移動回数の

• 現地カメラによる遠隔モニタリング

ス、オートメーション、デジタルサプライチェーン、

• ドローンによる自動進捗モニタリングおよび検査

可能性を示しています。

• 遠隔での管理が可能な建設所の設置（プラット

多さと安全なパネル設置の観点から見ても、ロボティク
デジタルワーカーなどのデジタル技術の採用は大きな
建設プロセスを自社で実行している一部の企業では、主

に建設の進捗状況とサプライチェーン上の資材輸送を
明確に把握するための分析的投資を行っています。ま
たアナリティクスを用いて、受託事業者のパフォーマ

ンスを監視し、現場作業員のモビリティおよびモ
ジュール組み立ての自動化をサポートすることも可能
です。

インタビュー対象のある開発事業者は、次のようなデ

ジタルコンストラクションの取り組みを実施しています。
• 資材追跡ソリューションで納品から設置までを統合
管理

• モバイル品質チェックリストに基づく品質の現地管理
• 掘削作業および移動時間を約30%削減、布掘りおよ

びケーブル設置の作業時間の約30%削減、50%のコ
スト最適化、パネル設置のための自立走行車の導入

• オンサイトモニタリングおよび追跡機能を用いた
人 員および車両の自動監視

• 現場作業員の安全性管理（リアルタイムな位置追跡
ウェアラブル技術で現場作業員の位置を特定し人員お
よび車両のインターフェースを管理）

フォームソリューションに基づく建設現場のプロ
ジェクトデータおよび情報の一元管理）

• 現地コネクティビティの最適化（コネクテッドプラ
ントサービスを通して建設から運用を管理）

また契約および建設事業者の管理をEPC事業者に委託
する場合に有効なデジタルソリューションはクラウド
ベースの文書管理です。これにはO&Mへの引き継ぎに

必要な建設チェックリストの管理も含まれ、引き渡し
チェックリストの作業ステータスにフラグやアラート
を表示することができます。一般的にプロジェクト管
理および建設プロセスを委託する開発事業者は、EPC
事業者側が建設プロセスに有用なデジタル投資を行う

ことを期待していますが、EPC事業者が必ずしも適切
なデジタル投資を行えるとは限りません。インタ

ビューでは「誰がデジタル投資を行うかは、建設プロ
セスのデジタル化と改善における最大の課題である」
という声もありました。

意外なことに、建設プロセスにおいては「コラボレー
ションツールが優先度の高い選択肢である」と回答し
た企業はありませんでした。しかし、受託事業者、モ
ジュールおよびインバーターのサプライヤー、土地所有

者、計画機関、ネットワーク事業者が関与するイン

ターフェースの多様性を考慮すると、コラボレーショ
ンツールがもたらす効果と可能性は極めて大きいとア
クセンチュアは確信しています。
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建設および運用への

引き継ぎにおける課題
予算およびスケジュール
サプライチェーン
熟練のQA／QCスタッフおよびツールに

よるEPC事業者および建設作業の監視

（監査証跡、現地作業の可視化、O&Mの
データ管理など）

生産性および時間モニタリング
現場のオートメーション
効果的なHSE（統計、根本原因分析、
オンボーディングなど）

土木工事の管理（新規市場では主に現地
業者に委託）

電気機械のシステムバランスの最適化
O&M要件（チェックリスト）の検証によ
る円滑な引き継ぎ
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規制に対するコンプライアンス強化とサイ
バーセキュリティのレジリエンスの向上

太陽光発電容量が増加し、デジタル技術によって太陽

• 物理的制御システムのハイジャック：太陽光イン

で、ソーラーアセットに対するサイバー攻撃のリスク

為。攻撃者が運用事業者と同等の制御を行えるよう

光発電所と大規模グリッドの接続性が向上したこと
が高まり、グリッド全体が深刻な脅威にさらされてい
ます。このような状況はデータとエネルギーセキュリ

バーターを損壊、停止、破壊する目的で乗っ取る行
になる

ティの両面から企業および社会に負の影響を与えるだ

• 中間者攻撃（Man In The Middle Attack）：ソフト

復コストが発生するため、企業や規制当局はサイバー

し、事業者およびアセット間の全トラフィックを

けでなく、生産性の低下や侵害への対応、物理的な修
セキュリティの重要性をより強く認識しています。

すべての企業がサイバーセキュリティに注力できてい

るとは言えませんが、優先課題と捉えている企業で
は、万一の時にも対応が後手に回ることのないよう、
外部サプライヤーや受託事業者向けのプロジェクト要
求仕様に、サイバーセキュリティ要件を組み込んでい
ます。

各国の規制当局も、再生可能エネルギーアセットをサ

イバー攻撃から保護することの重要性を認識してお

ウェアを介して運用事業者を制御チェーンから外

乗っ取る攻撃。事業者が攻撃に気付かないこともあ
るため極めて危険な攻撃であり、ソーラーファーム
が正常に機能しているように見えても、ウイルス感
染やサイバー攻撃にさらされている場合がある

• ランサムウェア：システムをクリプトウイルスに感

染させたり、太陽光インバーターにハードウェアを
追加したりすることで、ソーラーファームのアセッ
トを制御する攻撃。これにより発電所の遠隔管理が
遮断され、身代金要求の対象となる

り、近年規制化されたサイバーセキュリティに関する

• 「Horus scenario」における脆弱性攻撃：膨大な太

NIST 800-82、NERC-CIPなどのベストプラクティスを

ンスを制御不能なレベルにまで崩すことを目的とす

EUのNIS指令やICS標準のほか、ISO 27001、IEC 62443、
採用し、重要インフラの一部に対策を組み込んでい
ます。

再生可能エネルギーに対するサイバーセキュリティ投
資を拡大するにあたっては、現行規制に対するコンプ
ライアンスだけでなく、サイバーレジリエンスのベス
トプラクティスにも目を向けて異なるタイプの様々な
攻撃に留意する必要があります。

陽光発電出力を急激に停止させることで、供給バラ
る攻撃。これにより電力グリッドが完全に破壊さ

れ、電力供給全体が脅かされる。システム侵害が成
功すると、内部ネットワークからITおよびOTネッ

トワークへのさらなる攻撃につながる場合もある。
高度化した執拗な攻撃により、企業ネットワークの
大部分が乗っ取られるため、攻撃者を排除すること
が極めて困難
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サイバーレジリエンスを高めるために、太陽光発電事
業者には以下のような行動が求められます。

• 戦略およびリスク：リスクを正しく評価することで
バリューチェーン全体を保護する

• サイバー防御：クラウド、モバイルデバイス、IoTな
どの環境下で幅広くレジリエンスを確立する

• デジタルアイデンティティ：高度に拡張可能なアイ

デンティティおよびアクセス管理システムを採用し
て市場化までのスピードを大幅に加速する

• アプリケーションセキュリティ：セキュリティ機能

搭載のアプリケーションの開発および実装、運用す
るとともにリリースサイクルの加速化を図る

まずはレジリエンス診断を行い、脆弱性やハッカーの
攻撃フローを特定するとともに、適切な防御ケイパビ
リティを定めることが重要です。診断には基本的な侵
入テストに加えて、悪質なプロの攻撃者や、犯罪者集
団を想定したシミュレーションが含まれます。ケイパ
ビリティ評価では、組織的役割、ガバナンス、プロセ
ス、運用モデル、KPIおよびメソッド、セキュリティ

リスク評価ツールなど、すべてのサイバー防御ケイパ
ビリティを検証する必要があります。レジリエンス診
断およびケイパビリティ評価の結果から、太陽光発電
事業者が規制コンプライアンスや長期的な攻撃緩和計
画を進めるための行動に加え、常に変化する規制環境
下で新たな脅威に立ち向かうための、組織的なサイ

バーセキュリティ機能の構築に必要な手順を定めたセ
キュリティロードマップを確立します。

• マネージドセキュリティ：革新技術、サービスとし

てのケイパビリティ 、専門知識を駆使して、セキュ
リティおよびコンプライアンスの運用を拡大する
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O&Mが設計およびLCOE
へもたらす影響

• ソーラーファームアセットの推定寿命は延びており、

これまでソーラーファームのO&Mは、定期的なパネル

最大では40年と推定されている

洗浄およびインバーター交換などのシンプルな業務だ
と考えられていました。陸上風力発電所（メガワット

当たり約1.5万～4万ドル 4 ）と比較しても、メガソー

• DC/AC比率におけるDCの電力量の増加によりイン

バーターの摩耗が進み、追跡システムの普及により

ラーの年間O&Mコストは低く、およそACメガワット

可動部品の故障率が上昇する

当たり1万～2万ドル、DCメガワット当たりのコストで

は半分以下になります。しかし、O&Mコストが低下し
ているとはいえ、プロジェクトの長期化、追跡システ

• モニタリング技術とプラットフォームの導入により、

上、分析を可能にするためのアナリティクス、生産量

O&Mにおける活動のターゲティングおよび最適化

高度かつ実用的な生産性損失分析がサポートされ、

ムの普及、インバーター稼働にかかるDC/AC比率の向

（インバーター故障やパネル洗浄時期の予測、

低減を防ぐ対策などの要素を考慮すると、LCOEに占め
るO&Mコストの割合は拡大することが予想されます

O&Mコストのトレードオフ分析、生産性向上によ
る価値など）を通して収率が最大化される

（図12参照）。

インタビュー対象企業では、O&Mおよびアセット管理

• 太陽光発電開発プロジェクトのパイプラインを備え

沿った引き渡しにより、引き継ぎの円滑化を図ってい

パフォーマンスの情報を次の開発プロジェクトにも

た企業では、モニタリングに基づくコンポーネント

を建設プロセスに組み込んで、O&Mチェックリストに

素早く反映できるようになる。すべてのコンポーネ

ます。また、ソーラーファームの設計という初期のプ

ントを社内調達しているある企業では「O&Mと設

ロセスからO&Mを取り込んでいる企業もあり、以下の

計モニタリングシステム間のフィードバックループ

理由から、このような取り組みは今後より一層重要性

を重視している」と回答

を増すと考えられます。

• コスト削減に向けた投資拡大のトレードオフとして、
自洗式ソーラーパネルなどのO&M技術を設計段階で
採択する必要がある

図12. 米国における太陽光発電所のO&Mコスト
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主なポイント：

生産性損失分析と対策に向けたデジタ
ルソリューション
従来、太陽光発電のO&Mは可動部品の少なさからシン

Ensight SolarTMを用いたO&Mコスト削減例：

ました。しかし、発電規模の拡大と追跡システムの利

• トラッカーモニタリング：Ensight SolarTMが、ト

O&Mコスト削減（効率的なO&M）と、O&M支出に対

遮光損失量を特定するとともに、トラッカースケ

プルな作業で必要コストは極めて低いと考えられてき

用増加にともないプラントの寿命が延びたことで、

する収益拡大（スマートなO&M）に有効とされる、
Ensight SolarTMなどのツールへの投資が、プロジェクト

のLCOEの最適化を図るために重要となりつつあります。
Ensight SolarTMはEnvision Digital社が開発した、高度

なアナリティクスプラットフォームで、太陽光発電所

の継続的なパフォーマンス評価が可能です。このプ
ラットフォームでは標準タグからのリアルタイムデー
タを用いたモニタリングに加えて、実際のプラント運
用パフォーマンスに基づく生産性損失の定量化が可能

です。Ensight SolarTMでは高度なデータアナリティク
スを駆使し、経済的に実行可能なタイミングで生産性向
上に必要な対策が提示されます。

O&M事業者は高度なアナリティクスツールを通してパ
フォーマンス比率を厳密に追跡できるため、アセット

所有者との契約にあたっての訴求ポイントとなりま

ラッカーの太陽光を遮る別のトラッカーを検知して
ジュールを調整し、経済的に回復可能かを自動診断
して提案してくれます。

• パネル洗浄の最適化：O&M契約で定められた標準の

パネル洗浄スケジュールに従うのではなく、プラン
トのパフォーマンス、天候、汚染状況、洗浄コスト
などのデータに基づき、最適な洗浄スケジュールを
策定し、次回の洗浄期日を運用事業者に通知してく
れます。

• DC入力モニタリング：インバーターまたはストリン

グ（ストリングのモニタリングが可能な場合）への
DC入力を定期的に比較して、異常値およびエネル

ギー損失が最も大きい箇所を検出し通知してくれる
ため、マニュアルの抜き取り検査コストを削減でき
ます。

す。またインバーターの故障、センサーの不具合、

Ensight SolarTMで は 複 数 プ ラ ン ト の 継 続 的 な パ

ンス作業にかかるコストを登録しておくことで、将来

生じるコストを最小限に抑えるだけでなく、エラーを

ソーラーパネルの洗浄頻度など、設備故障やメンテナ

的なO&Mコストを算出することも可能です。従来型の定
期メンテナンスアプローチから脱却し、ツールを活用
して経済的に有効なタイミングで適切な意思決定がで
きるようになります。

フォーマンス評価が可能なため、生産量の低下により

誘発しやすいエクセルや使い捨てのスクリプトなどで
実行していた従来の労働集約型の業務削減にも寄与し
ます。電力事業者は、要員やチームを強化することな
く、最適な管理の下で電力出力量の大幅なスケーリン
グが可能になります。またLCOEの改善にも有用なこ

とから、開発プロジェクトの早い段階でアナリティク
スツールに投資することがより重要になります。
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図13. Ensight SolarTMのダッシュボードが示す情報
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メガソーラー開発プロジェクトのための
デジタルケイパビリティ
バリューチェーンが分断化されている太陽光電力事業
では、エンドツーエンドのアプローチと、プロジェク

トの早い段階から部門を横断した関与およびパート
ナーとのコラボレーションを実現することが極めて重
要です。企業や投資家はフロントエンドデータおよび

アナリティクスの価値にも目を向け、LCOEの最適化を
図るとともに、高度な設計を実現するためのパッケー
ジソフトウェアを活用して、ソーラーリソース収率を
最大化しています。一部の企業では、開発プロジェク
トのライフサイクル全体にわたるビジネスおよび運用
上の書類業務を、自社で開発したアプリケーションで

処理しています。規制上の優遇措置の廃止にともな
い、競争は激化しコストに対するプレッシャーはより

高まるでしょう。まず取り組むべきは、オリジネー

ション、C&IのPPAとプロジェクトのマッチング、PPA
およびプロジェクトの大規模なポートフォリオの管理
と実行です。

太陽光発電ポートフォリオの拡大を目指す企業が優れ

た成果を上げるためには、6つのテーマに沿った対策を
講じることが極めて重要になります。デジタルこそが
主要な成功要因であり、適切な投資を行うことで効果
的に対処することができるでしょう。アクセンチュア

では太陽光発電事業者が6つのテーマに取り組み、最大

限の効果を引き出すために必要な8つのデジタルケイパ
ビリティ（案件およびポートフォリオ管理、LCOEの最
適化、設計および契約管理、サプライチェーン管理、
現場レベルでの業務遂行、サイバーセキュリティ、衛
生・安全・環境、エンドツーエンドのポートフォリオ

およびプロジェクト管理）を定義しています（図13
参照）。

ほとんどの企業が最低限のデジタル投資にとど

まる一方で、ワークフロー、コラボレーショ
ン、文書管理、プロジェクトのライフサイクル
管理、追跡ツールなどに投資する企業も少なくあ

りません。企業間で最も大きな格差が生じてい
るのが建設、現場レベルの業務遂行、サプライ
チェーン、資材・部品管理への投資です。これ
はサードパーティの受託事業者が増えたことに
より、誰がツールに投資すべきかが不明瞭であ

ることも原因の1つです。プロジェクトのパイプ
ラインが拡大し、プロジェクト数や規模が増大
するにつれ、現場における資材配送管理の重要
性は一層高まります。プロジェクトスケジュー
ルに沿ったコンポーネントの納品と搬入に基づ
いたソーラーパネルの設置という反復的作業で
成立している業界体質は製造業の環境と類似し
ています。製造業のサプライチェーンにデジタ
ルがもたらした恩恵は、グリッド接続されたメ
ガソーラーにおけるデジタル化でも同様にもた
らされるビジネス機会であると言えるでしょう。
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図14. 太陽光発電所開発プロジェクトのデジタルケイパビリティ
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びPPAの最適化およびシナリオ、個
別のPPAおよびプロジェクト価値、
市場独自の可能性およびリスク

プロジェクト選定のための高度なアナリ
ティクス、変更や予測に関する総合的意
思決定ポートフォリオ

パッケージ型のシステムを通した
スプレッドシート統合データによ
り、リソース収率、コンポーネン
トコスト、O&Mコストを予測

基本設計、配置、最適化ツールによ
る設計およびコンポーネントのバリ
エーションとシナリオの作成

設計最適化、収率およびコスト算出、
規制／市場／技術の不確定性を組み込
んだ高度なアナリティクス

共有ドライブおよび基本ツールに
よる文書および契約管理、手順
ベースの基本的な機能横断型統
合、マニュアルでのパフォーマン
ス管理

クラウドベースのプロジェクトライ
フサイクル、文書管理、コラボレー
ションツールがサポートする3D土木
／電気／機械／計装／管理のための
ENGオーサリングツール

所定の現場コネクティビティおよ
び要員管理ツールの限定的活用、
パネル設置の一部自動化、現場監
督への依存

要員最適化ツール、品質管理計画、
パフォーマンス構造基準、現場作業
員向けバーチャルアシスタント、重
要な反復作業の自動化

モバイルデバイスおよび遠隔試運転シス
テムを通した現場の完全なコネクティビ
ティおよびアクセシビリティ、ロボット
およびドローンによる作業領域の最大
化、フィードバックループによるコスト
およびサイクルタイム削減と品質向上

HSEに対する手動アプローチ、限
定的なデータ管理による過去デー
タの検証、現地サプライヤーや受
託事業者の審査によるコンプライ
アンスの確認

HSEチーム向けデジタル追跡ツール
（書類業務、認可、コンプライアン
ス、ステータスおよび課題、インシ
デントおよびアイデア記録、サプラ
イヤーのHSEパフォーマンスモニタ
リング）

HSEへの包括的アプローチ、高度なアナリ
ティクスおよび予測モデリングによるリ
スク特定、クラウドベースのコネクテッ
ドワーカー統合管理、IoT／モバイル／拡
張現実を用いたリアルタイムかつバー
チャルなセイフティーアシスタント導入

製造業者のサプライチェーン、マ
ニュアル追跡、倉庫システムのサ
プライチェーン利用

エンドツーエンドの資材管理、プロ
ジェクト計画に統合されたシステム
／サービスの追跡、リードタイム／
在庫の最適化

多層構造のサプライチェーン管理タ
ワー、コンポーネント製造から搬入を通
したエンドツーエンドな可視性、スマー
ト倉庫管理、アラート通知を用いたプロ
ジェクト価値の自動更新

プラントのリスク評価、基本的回
復措置の計画および実施

規制およびICS基準／ベストプラク
ティスへのコンプライアンス、シ
ミュレーション済み侵入テストおよ
び包括的ケイパビリティ評価に基づ
く診断、セキュリティロードマップ
アプリケーション

エンドツーエンドなセキュリティフレー
ムワーク、高度な診断およびケイパビリ
ティ評価、包括的なICSネットワークセ
キュリティのブループリントの導入、プ
ラント運用時の侵害を検証するためのホ
ワイトハットの実行

プロジェクトの進捗状況およびア
セット価値およびLCOEをエンド
ツーエンドに追跡する基本ツール
セット、移行および連携のマニュ
アル管理

統合型データプラットフォームによ
る各ステークホルダー向けビュー、
プロジェクトステータス、価値およ
びLCOEの影響、バージョン、連携
に関する単一情報源

スマートユーザーデータプラットフォー
ムによりロール、ペルソナ、目標に影響
を与えるイベントまたはデータポイント
についてステークホルダーに通知し、
LCOEのシナリオおよびインパクトを実
行および共有

サイバーセ
キュリティ

エンドツーエンドの
ポートフォリオおよ
びプロジェクト管理

VISIONARY

BIMメソッドおよび総合的デジタルツイ
ンビューを備えたデジタルコラボレー
ション、自動でアクションをトリガーす
るブロックチェーンによるスマートコン
トラクト、イベントやマイルストーンの
設定、プロアクティブなパフォーマンス
管理、LCOEのリアルタイムインパクト
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アクセンチュアについて

アクセンチュア

ング、インタラクティブ、テクノロジー、オペレー

メリッサ・スターク
再生可能エネルギー
グローバル統括

日本語版監訳者
山崎智

アクセンチュア株式会社
再生可能エネルギー統括

マネジング・ディレクター

アクセンチュアは、ストラテジーおよびコンサルティ
ションズの領域で、すべてにデジタルの力を組み込ん
だ幅広いサービスを提供する世界最大級の総合コンサ
ルティング企業です。世界最大の規模を誇る先端技術
とインテリジェント・オペレーションセンターのネッ

トワークに裏打ちされた40を超す業界に向けて、豊富
な経験と専門スキルを生かしたサービスを提供してい

ます。アクセンチュアでは、世界120カ国以上のお客

様に対して、50万9,000人の社員による継続的なイノ

ベーションによって、お客様のパフォーマンス向上
と、永続的な価値創出を支援しています。

小野田敬

アクセンチュアの詳細はwww.accenture.comを、

洋上風力発電＆VPP事業担当

www.accenture.com/jpをご覧ください。

アクセンチュア株式会社

マネジング・ディレクター
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