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プロローグ

• VCPC WG テーマ として、
（事業者の）想いを育て（組織が取組む）戦略（として）
展開するプロセス の研究に取り組んできました。

• ①漠然 とした想 い を

• ②組織 が取り組む戦略 に描 き、

• その戦略 を ③実現するしくみ

を プロセスとして捉え
全体像を明らかにしたプロセス参照モデル を
ValueChainManagement （VCM）プロセスフレームワーク
としてまとめました。 （ VCPC, 2015年 5月発表）
図１ に示す
【方針設定（Visioning）】【計画策定（ Configuration）】

【実装（ Process construction）】【実行（Conduct/control）】
の４つの プロセス をレベル１と呼びます。



プロローグ



プロローグ 太陽光発電 事業性評価鑑定事業のモデル化



プロローグ

•DMNの目的は、意思決定をモデル化するのに必要な構成物を提供すること
である。図を用いて素早く組織的な意思決定を描くことができ、ビジネスアナ
リストにより正確に定義でき、そして（オプションで）自動化できる。
（出典：DMN V1.1)

•クラウド、AI,、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーンなどのテクノロジーを
使えば簡単にデジタル・ビジネスやデジタル・サービスひいてはDX（デジタル・
トランスフォーメーション）までが実現できるのか。

⇒ DXのもととなるデジタル・ビジネスやデジタル・サービスは意思決定
（判定、査定、ルーティング、など）のかたまりです。
その実現のためにはすべての意思決定がオンライン上で正しく
間違いなく行われ、意思決定に基づくアクション（プロセス）まで
自動実行する。 ⇒ デジタル・デシジョン が不可欠です。



動機

• 「太陽光発電事業性評価」事業の収益性向上に向け
事業構造の見直しにDMNを利用可能か試すことに！！

• 現状との比較にあたり、業界ガイドラインとの比較が評価
に適していると考え
【太陽光発電事業の評価ガイド】
（太陽光発電事業の評価ガイド作成委員会
2018年6月28日制定版 ） を、選定した。

• 【太陽光発電事業の評価ガイド】は、4章14節１３６ページ
で構成されています。
次の場面での利用を想定しています。
① 太陽光発電事業計画・設計時、竣工時の評価
② 太陽光発電所運用・保守点検時の評価
③ 太陽光発電トラブル時の評価
④ 太陽光発電所売買時の評価



依拠した DMN定義 （人による意思決定のモデリング）

•組織内の人員によりなされる意思決定を
モデル化するために使用できる。

•人による意思決定は、相互依存する意思決定
要素のネットワークに分解され

•DRD（Decision Requirements Diagram:
意思決定要求ダイアグラム）を使ってモデル化
できる。

•DRDにおける意思決定は概念的なので自然言語
により記述される。

⇒ 定義 からは、モデル化に期待が持てそう！！



太陽光発電事業評価ガイドの意思決定モデル

評価ポイント

事業のための
権限

事業用地の
法令手続き

土地構造
評価

建築物上設備
の構造評価

関係書類

発電システム
設計

設備機器



太陽光発電事業評価ガイドの意思決定モデル

評価ポイント
評価
ガイド

評価ポイント

事業のための権限 事業用地の法令手続き

発電 送電
の権限

事業用地
の権限

土地使用
の権限

ガイドライン記載の
法令手続き

ガイドライン非記載の
法令手続き

法令外手続き

事業計画認定
の確認

標識設置の確認

撤去処分

系統連系契約
の確認

確認対象の顕
現有無の確認

使用権保全の
確認（所有地）

の権限

同（借地）



評価ポイントのDMNモデルの作成方法

•評価ガイド 全頁を参照し、各項番の「評価ポイント」を見る。

•各項番に関して、評価ガイドの中の「一次評価ポイント」を
知識モデルとして記述する

•「根拠」については「評価ガイド」を対象とするので省略する。

•一次評価がどのくらい自動化できるかを検討する。
（二次評価は全て人の作業を想定されている。）



評価ガイド 記載例 （３．１．１ 原文）

3.1.1. 土地及び地盤に関する書類の確認 a）解説
・発電所建設にあたり、土地取得時に隣接土地との境界が確定されていることが重要である。
また、土木工事の際の各種調査結果、図面についても、保管されている必要がある。
・工事完成時に確定測量がなされ、測量図面が保管されていることが望ましい。
b）評価のポイント
（一次評価） ［二次評価も同じ］
・敷地概要図面、測量図面、造成図面等、原本が保管されていることを確認する。

c）評価方法・評価例
（一次評価）
・図面、調査報告書等を確認する。確認する図面等は以下の通り。①敷地境界測量図面
②敷地図面③地盤調査報告書④排水計画図面⑤造成図面
・評価の判定例
－必要とされるすべての図書（①～③は必須）を確認できた場合には「指摘なし」とする。
なお、1.2項、1.3項で土地の使用にかかる権原が確認できている場合は、①、②の図書の
確認に替えるこ とができる。
－前記以外の場合には「指摘あり」とする。



評価ガイド DMN モデル化

3.1.1. 土地及び地盤
に関する書類の確認

・評価の判定例
－必要とされるすべての図書（①～③は

必須）を確認できた場合には「指摘なし」と
する。なお、 1.2項、1.3項で土地の使用に

かかる権原が確認できている場合は、①、
②の図書の確認に替えることができる。
－前記以外の場合には「指摘あり」とする
。

①敷地境界測量図面
②敷地図面
③地盤調査報告書
④排水計画図面
⑤造成図面

b）評価のポイント
（一次評価） ［二次評価も同じ］

・敷地概要図面、測量図面、造成図面等、
原本が保管されていることを確認する。

各図面の合否判定

SubDecision

の挿入



評価ガイド （３．１．２ 原文）

3.1.2. 設備に関する書類の確認 a）解説
・竣工図面、保証書、検査結果報告書等の資料が、不足なく整備されている必要がある。
・竣工図書は発電所維持管理に必要な図書であり、現地調査にも使用するため、モジュール
割付図面、機器配置図面、架台・基礎図面があることを確認する。
・構造計算書で、計算の基礎となる風速・積雪量・地表面祖度区分の設定が、設置地域の状
況と大きく異 なることがある。疑義がある場合は専門家による確認が望まれる。
・取扱説明書は、竣工図書類として管理しておくべきだが、機材・機器の個別の取扱説明書
は現地に設置されている場合がある。取扱説明書は竣工図書として纏めて保存しておくこと
が望ましく、現地におい て使用する原本が複数ある場合を除き、複製を現地に設置しておく
ことが望ましい。

b）評価のポイント （一次評価）［二次評価も同じ］
・竣工図書一式の原本が保管されていること。



評価ガイド DMN モデル化

3.1.2. 設備に関する
書類の確認

・評価の判定例（一次評価）
－必要とされるすべての図書を確認
できた場合には「指摘なし」とする。

－一部の又は全部の図書を確認できな
かった場合には「指摘あり」とする。

①配置図面
（アレイ割付図、モジュール割
付図面、機器配置図面等）
② 架台・基礎図面
（設置されている架台全種類・
全サイズの構造図面）
③ 構造計算書
（架台・基礎強度計算書等）

b）評価のポイント
（一次評価）［二次評価も同じ］

・竣工図書一式の原本が保管されてい
ること。
（一次評価）

・架台図面については、設置された全て
の仕様の架台についての図面があるこ
とを確認する。



評価ガイド DMN モデル化

3.1.3. 自主検査結果
報告書の確認

c）評価方法・評価例
（一次評価）［二次評価も同じ］
・自主検査結果報告書の有無を確認する。
・評価の判定例
－自主検査結果報告書を確認できた場合
には「指摘なし」とする。

－自主検査結果報告書を確認できなかっ
た場合には「指摘あり」とする。

①自主検査結果報告書

b）評価のポイント
（一次評価）［二次評価も同じ］
・自主検査結果報告書があること。



評価ガイド DMN モデル化
（原文記述解釈に予備知識必要なケース）

3.2.1. 敷地周辺
の地形の状況

c）評価方法・評価例
（一次評価）［二次評価も同じ］
・目視により、周囲の地形に異常が無いことを
確認する。
・評価の判定例
－目視により周囲の地形に自然災害等に
よる異常が確認された場合は「指摘あり」と
する。

－調査不能の場合には「判定不能」とする。
－上記以外の場合には「指摘なし」とする。①自主検査結果報告書

b）評価のポイント
（一次評価）［二次評価も同じ]

・周囲の地形に異常が無いこと。

自主検査
←「現地調査結果」
から構成する



評価ガイド DMN モデル化

3.2.2. 敷地
（一次評価）

c）評価方法・評価例
（一次評価）
・敷地の範囲が図面と整合が取れているか確認する。
・造成工事図面と現況の整合が取れているか確認する。
・評価の判定例
－図面と敷地境界の整合が取れていない場合には「指摘あり」
とする。

－造成工事図面と現況の整合が取れていない場合には「指摘
あり」とする。

－図書がなく評価が出来ない場合には「判定不能」とする。
－上記以外の場合には「指摘なし」とする。

①敷地平面図面
②測量図面

b）評価のポイント
（一次評価）
・敷地平面図面と測量図面が整合していること。
・敷地平面図面と敷地境界が整合していること。

現地調査結果

3.2.2. 敷地

b）評価のポイント
（一次評価）［二次評価も同じ］
・敷地平面図面と測量図面が整合していること。
・敷地平面図面と敷地境界が整合していること。

c）評価方法・評価例
（二次評価）
・敷地境界が確定されていない、境界杭がない場合、測量等に
より図面と敷地境界が整合しているか確認する。

一次と二次で
違う



評価ガイド DMN モデル化

3.2.3. 地盤調査、沈下
、地割れ、陥没等の

確認
（１次評価）

b）評価のポイント
（一次評価）［二次評価も同じ］
・太陽光発電設備が設置されている範囲の地盤調査が実施され
ていること。
・敷地内に著しい地盤沈下等による不陸、傾斜、地割れ等がない
こと。
・大雨による敷地の形状、周辺の土地の状況に異常がないこと。

c）評価方法・評価例
（一次評価）
・造成工事図面を基に目視により確認する。
・目視にて地割れ、陥没等を確認する。
例：敷地内に陥没が見られる。
・目視により敷地全体の不陸を確認する。
例：敷地内に沈下が見られ、雨水が滞留している。
・図面にて排水管等の地中埋設物の有無を確認する。
・地盤調査報告書に記載された調査箇所を目視により確認する。

地勢調査報告書

3.2.3. 地盤調査、沈下、
地割れ、陥没等の確認

b）評価のポイント
（一次評価）［二次評価も同じ］
・太陽光発電設備が設置されている範囲の地盤調査が実施
されていること。
・敷地内に著しい地盤沈下等による不陸、傾斜、地割れ等が
ないこと。
・大雨による敷地の形状、周辺の土地の状況に異常がないこと。

c）評価方法・評価例
（二次評価）
・沈下、地割れ、陥没等が認められた場合、ボーリング調査等の地盤調査
によって、これらの事象の進行の可能性や補修の必要性について評価す
る。



太陽光発電 事業評価ガイドの意思決定モデル

評価ポイント
評価
ガイド

評価ポイント

事業のための権限 事業用地の法令手続き

発電 送電
の権限

事業用地
の権限

土地使用
の権限

ガイドライン記載の
法令手続き

ガイドライン非記載の
法令手続き

法令外手続き

事業計画認定
の確認

標識設置の確認

撤去処分

系統連系契約
の確認

確認対象の顕
現有無の確認

使用権保全の
確認（所有地）

の権限

同（借地）



太陽光発電事業評価ガイドの意思決定モデル

評価ポイント

事業のための
権原

発電・送電の
権原

事業計画認定の
確認

標識設置の確認

撤去処分

系統連系契約の
確認

事業用地の
権限

確認対象の顕現
有無の確認

使用権保全の確
認（所有地）

同（借知）

土地使用の
権限

事業用池の法令
手続き

ガイドライン記載
の法令手続き

ガイドライン非記
載の法令手続き

法令外手続き

・つなぎの図書があるか
・事業計画認定への移行手続
が完了しているか

・標識が設置されているか
・標識に必須事項が記載
されているか

・記載された撤去及び処分の
費用の1トン当たり単価。

・連系に必要な契約図書が
あるか

・全筆について使用する権原を有するか。
（所有権、地上権、地役権、借地権
使用借件、道路占用許可など

・事業用地のうち事業者が
所有する全筆について
使用収益を制約する権利の
設定がないか

・借地期間が全事業期間（建設工事から解体・
撤去の完了までの全期間）にわたる、
あるいは借地契約の更新に関する
定めがあること。



太陽光発電事業評価ガイドの意思決定モデル

評価ポイント

事業のための
権原

発電・送電の
権原

事業計画認定
の確認

標識設置の確
認

撤去処分

系統連系契約
の確認

事業用地の
権原

確認対象の顕
現有無の確認

使用権保全の
確認（所有地）

同（借知）

土地使用の
権原

確認対象の
確認

使用権保全の
確認（所有地）

使用権保全の
確認（借地）

・つなぎの図書があるか
・事業計画認定への移行
手続が完了しているか

・標識が設置されているか
・標識に必須事項が記載
されているか

・記載された撤去及び処分の

費用の1トン当たり単価。

・連系に必要な契約図書が
あるか

・全筆について使用する権原を
有するか。（所有権、地上権、
地役権、借地権、使用借件、
道路占用許可など

・事業用地のうち事業者が
所有する全筆について
使用収益を制約する権利の
設定がないか

・借地期間が全事業期間（建設工事
から解体・撤去の完了までの全期間）
にわたる、あるいは借地契約の更新
に関する定めがあること。

・土地（事業用地の使用に
付帯して必要な土地）の全筆に
ついて使用する権原を
有するか

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

デシジョンテ
ーブル



取組みに対する所見

• 「太陽光発電事業の評価ガイド」からDMNを適用した
事業評価業務プロセス【意思決定】のデジタルデシジ
ョン化が可能。

• 「意思決定」に必要な情報を入力（取得する）方法を
従来の人手に頼る方法と併用する場合、投資効果は
限定されたものになる。 ⇒ 「今までの方が・・・」
⇒ 変革する意思の基で取り組むことが投資効果を

得るために重要。

• 意思決定に必要な事柄を図示していくDMNは、
実行プロセスの具体化の際に、ステークホルダー間
の認識共有に効果があった。⇒ 再説明場面の減



ご清聴
ありがとうございました




