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中・⼤規模の太陽光発電システムの設計・施⼯がこれ1冊でわかる！
2012年7⽉1⽇に、再⽣可能エネルギー普及促進のための固定買取制度（FIT）が発⾜した。再⽣可
能エネルギー分野のエースである太陽光発電システムは、以降、数多く設置され、規模の⼤規模化も進
んでいる。
本書は、このような背景の中、より重要な位置を占める中規模・⼤規模クラスの太陽光発電システム
を取り上げ、その「基礎、計画、設計、施⼯、運転管理、保守点検」などのポイントやノウハウ、注意
点、法令、常識などを経験豊富な執筆陣が解説するとともに、サンシャイン計画から始まるわが国の太
陽光発電の歴史や、将来像なども盛り込んだものである。
太陽光発電システムにかかわる者であれば、事業者、施⼯者ともに抑えておきたい内容である。

★このような⽅におすすめ
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