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浪江町幾世橋災害公営住宅太陽光発電等設備工事  

 

特記仕様書 

 

 

1. 一般仕様 

1.1 一般事項 

① 本仕様書は、浪江町幾世橋災害公営住宅太陽光発電等設備工事に適用する。 

② 基本事項 

  工事場所：福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字来福寺西地内 

  工事概要：太陽光発電、蓄電池、制御・監視設備（HEMS） 1式 

  工 期：平成 31 年 2 月 28 日  

 

1.2 適用規格・法規等 

 本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。 

(1) 労働基準法 

(2) 労働安全衛生法 

(3) 日本工業規格(JIS) 

(4) 電気事業法 

(5) 日本電機工業会標準規格(JEM) 

(6) 電気設備技術基準 

(7) 日本電気規格調査会標準規格(JEC) 

(8) 消防関係法規 

(9) 日本電機工業規格(JCS) 

 

1.3 保証条件 

 検収後 1年以内に設計もしくは操作不良、その他工事者の責任に帰すべき、不都合が発生した場合は

速やかにこれを無償で修理、または良品と交換するものとする。また、太陽光発電設備等設置後による

防水措置、雨漏り等の対策が施され、10年間の保証を有すること。 

 なお、上記保証期間を経過した後に、機器操作不良等工事者の質に帰すると判断される原因により事

故が生じた場合、その修理、取替に要する費用については、協議の上決定するものとする。 

 

2. システム概要 

2.1 概 要 

本設備は、幾世橋災害公営住宅団地の住宅（85 戸）及び集会所（１棟）に太陽光発電及び蓄電池、

HEMS を導入するものである。 

また本設備の導入は、経済産業省「スマートコミュニティ導入促進事業」の一環として実施されるも

のであり、本町が作成した「浪江町復興スマートコミュニティ構築事業」の趣旨を踏まえて実施するも

のとする。 
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2.2 設備機器 

№ 設備名 数量 備考 

1 太陽光発電システム 86式  

2 蓄電池システム 86式  

3 HEMS 86式  

 

3. 機器仕様 

3.1 太陽光発電システム 

3.1.1 太陽電池モジュール 

 (1) 数量        86基 

(2) 形式        結晶系シリコン(JISC8918)、アモルファスシリコン 

(JISC8939)、又は薄膜(JISC8939)太陽電池 

(3) 定格        3.0kW以上相当 

(4) その他        

 

3.1.2 パワーコンディショナ盤 

 (1) 数量        86基 

(2) 形式        屋外壁掛式 

(3) 定格        4.0kW以上相当 

(4) 入力運転電圧範囲  DC60～450V 

(5) 出力電圧      AC202V（定格）単相 2線式（単相 3線式に接続） 

(6) 出力周波数     50/60Hz 

(7) 制御方式      最大電力追従制御 

(8) その他        

太陽電池の出力を監視し、起動・停止は自動で行うこと。また、商用系統

の停止時は手動切換えにて自立運転への切換えを行う。商用系統復旧後は

自動的に再投入して運転を再開すること（自立運転からは手動による）。 

 

3.2 蓄電池システム 

3.2.1 蓄電池 

 (1) 数量        86基 

(2) 種類        リチウムイオン電池（屋外設置） 

(3) 入力        通常時:単相 3線式 200V 

停電時:単相 2線式 100V(太陽光発電自立運転用入力端子付) 

(4) 出力        通常時:単相 2線式 200V（単相 3線式に接続） 

停電時:単相 2線式 100V 

(5) 容量         4.0kWh以上相当 

(6) その他        

基礎を設置するなど安定した場所に設置すること。また、蓄電池を屋内で

操作できるコントローラ等を設置すること。 

蓄電池は通常時、商用系統及び太陽光発電から充電し、商用系統事故時（停
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電時）は太陽光発電から充電を行い、特定負荷（施工計画立案時に調整：

既存分電盤 1回路想定）に電力を供給する。 

機能として、深夜に貯めた電力をピーク時に使うための設定ができること。 

 

3.2.2 蓄電システム用分電盤 

 (1) 数量        86基 

(2) 構成        漏電ブレーカ、分岐ブレーカ、蓄電池配線用遮断器、保守用切換器 

(3) その他       既往の分電盤に近接して設置すること。 

 

3.2.3 計測ユニット 

 (1) 数量        86基 

(2) 機能        太陽光発電、電力総利用量の計測及び計測値の保存、パワーコンディショ

ナの運転状況の計測及び保存 

(3) その他       HEMSと連携するシステムとすること。 

 

3.3 HEMS 

3.3.1 HEMSサーバー 

(1) 数量        86基 

(2) 通信方法      ゲートウェイへは LoRaWAN等信頼性の高い無線通信による。HEMSモニタへ

は WiFi方式による。 

(3) その他        

スマートメータにより計測した電力量を集会所に設置するゲートウェイに

送信する機能及び各戸に用意する HEMSモニタにおいて当日の電力消費、太

陽光発電電力量及びこれらの積算値、前年度との比較機能等を有する HEMS

アプリケーションシステムを組み込むこと。 

通信事故等によりデータに欠測があった場合は、欠測データをスマートメ

ータより再収集する機能を具備すること。 

 

3.3.2 スマートメータ（電力計） 

(1) 数量        172基（各戸 2基） 

(2) 機能        証明用計器として使用可能なこと 

(3) 通信方法      RS485 

(4) 保存データ     現在値データ（電力量、電圧、電流、電力） 

30分値データ（30分ごとの計量値（正方向）を当日含む 45日分記録） 

＊入居者の消費電力量が分かること 

(5) その他 

スマートメータ間の時刻が正確になるよう同期させる機能を有すること。 

スマートメータは収納箱（屋外設置）に格納すること。 

 

3.3.3 HEMSモニタ 

(1) 数量        86基 
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(2) サイズ       7インチ以上相当（タブレットタイプ） 

(3) 画面        液晶 

(4) 通信方法      WiFi方式（HEMSサーバよりデータを受信） 

(5) 表示内容      「発電量」「消費量」「買電量」及びこれらの「実績値（積算値）」を表示。

表示は、時間ごとの数値、及び日間、月間、年間などの積算値を表・グラ

フ等視覚的にわかりやすい手法で表示すること。また、利用者に高齢者が

多いことを踏まえた操作性を確保すること。 

(6) その他        

 

3.3.4 ゲートウェイ 

(1) 数量        1基（集会所に設置） 

(2) 設置        屋外型 

(3) 機能        各戸に設置した HEMSサーバーよりデータを 30分ごとに発電量及び総電力

消費量を収集し、平成 31 年度に設置する CEMS に送信する機能を有するこ

と。CEMSが稼働するまでは発注者の指定する箇所にデータを送信すること。 

また、町より入居者に対して電気料金請求を行うため、HEMSサーバーから

送信されたデータを月額料金集計できるためのデータ加工システムを提供

すること。 

 

3.4 工事区分 

(1) 3.1～3.3項記載の各機器の製作据付工事 

(2) 3.1～3.3項記載の各機器の配線接続工事 

(3) 接地工事(C種接地) 

 

4. その他 

(1) システム系統等参考図を参考に、設置工事を行うこと。なお太陽光発電等設置のための仮設は、

実施方法を検討のうえ、発注者の承認を得ること。 

(2) 設置工事にあたり施工計画を立案し、発注者の承認を得ること。なお、第一期住戸については、

HEMSシステム等を含めて先行して実施し、システムの予備稼働を行うこと。 

(3) 各設備の設置住戸は、入居済みであるため、工事の実施にあたっては発注者及び入居者と連携・

調整したうえで、入居者の生活に十分配慮した工事を実施すること。 

(4) 各世帯の電力量等の情報を扱うシステムとなるため、システム全般において情報セキュリティ対

策を十分に行うこと。 

(5) HEMSデータを集会所に設置するゲートウェイを経由してデータを送信するが、各住戸から集会所

までの通信に関しては、サービス料金等が発生しないシステムを提案すること。 

(6) 電力会社との系統連系に関する申請手続きを行うこと。 

 

 

以 上 


