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Ⅰ. 議論の経緯 
 

2018 年 4 月 16 日、送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グルー

プ（以下「検討 WG」という。）第 12 回において「中間取りまとめ（案）」が提出され

た（以下「本取りまとめ案」という。）。本取りまとめ案においては、電力需要の伸び悩

みと送配電関連費用の増大に鑑み、託送料金を最大限抑制する観点から、①送配電関連

費用の利用者間の負担、②送配電関連設備への投資効率化や送電ロス削減に向けたイン

センティブ設計、③電力需要の動向に応じた適切な固定費の回収方法、④送電ロスの補

填に係る効率性と透明性向上、の 4 点につき、検討 WG における検討結果が記載され

ている。 

このうち①については、現状では系統接続時の工事費負担金を除いては需要家側がす

べて負担している送配電網の維持・運用等に要する費用について、系統利用者である発

電側にも受益に応じた費用負担を求める方向で議論がなされている。 

送配電関連費用の一部を発電側が負担する旨の議論自体は、以前よりなされており、

プロジェクトファイナンス案件（特に既存案件）への影響が懸念されていた。ただ、電

力受給契約の相手方（需要側）が従来負担していた託送料金の一部が発電側に課される

こととなった場合において、同額を発電側から需要側（オフテイカー側）に転嫁するこ

とができれば、経済的には従前と変わらない状態が維持できることになるので、既存の

プロジェクトファイナンス案件においては、このような「転嫁」のための電力受給契約

の変更交渉をタイムリーに行うことで対応すべきものと考えられていた。しかし、既存

のプロジェクトファイナンス案件の中でも、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度

（以下「FIT 制度」という。）の下での買取りが行われているもの（以下「FIT 電源」と

いう。）については、現行制度上、かかる「転嫁」は困難であることから、何らかの例

外的取扱い（FIT 電源は発電側課金の対象外とする、等）が必要と考えられ、その制度

設計の行方が特に注目されていた。この点、本取りまとめ案においては、①稼働済みの

電源（系統に接続し、かつ系統に逆潮させている全ての電源）が課金対象とされること、
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②FIT 電源についても対象となり得ることが前提とされ、③制度上の制約により「転嫁」

が困難な FIT 電源に対しては、「どのような場合に調整措置が必要か、今後、調達価格

等算定委員会において検討する」ものとされている。このため、今後の調達価格等算定

委員会における議論の帰趨によっては、FIT 制度の下でのプロジェクトファイナンス案

件におけるキャッシュフローに深刻な悪影響を及ぼす可能性もあると考えられる。 

本稿においては、まず本取りまとめ案における議論及び今後の方向性を概観したうえ

で、これらがプロジェクトファイナンス案件に与え得る影響について検討する。 

 

Ⅱ. 発電側基本料金の内容 

 
1. 発電側基本料金の導入 

 

発電側基本料金は、現在は託送料金によって回収することとされている送配電関連

費用のうち、発電側・需要側の両方で等しく受益していると考えられる設備の固定費1

を対象として、当該費用を両方で等しく負担することを基本とするものとされる。 

発電側基本料金が導入されることで、発電側にとっては新たな費用負担となる一方、

需要側の託送料金はその分減額されることとなる。このため、既存の相対契約につい

ては、制度変更に伴う経済条件の変更を避けるべく、卸料金に発電側基本料金相当額

を転嫁することについて、発電側と小売側との協議が適切に行われることが適当であ

るとされ、適正な転嫁のあり方については今後ガイドラインで示されることが予定さ

れている。 

 

2. FIT 電源への対応 
 

上記の通り、発電側基本料金導入にあたっては、発電側に課される費用負担が最終

的に卸料金に転嫁されることが想定されている。一方、FIT 電源は、FIT 制度による

買い取り期間中は固定価格で買い取られるため、発電側基本料金による追加コストを

転嫁することができないという制度的な制約がある。この点について、本取りまとめ

案では、FIT 買い取り期間中・終了後を問わず他の電源と同様の条件で課金すること

を基本としつつ、①FIT 認定を受けて既に調達価格が確定しているもの、②発電側基

本料金の導入後に FIT 認定を受けるもの、それぞれについて、どのような場合に FIT

買い取り期間中の調整措置が必要か、今後調達価格等算定委員会において検討するこ

ととされている。 

なお、2018年 3月 22日に開催された再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ

トワーク小委員会（第 4 回）においては、「FIT の利潤配慮期間（2015 年 6 月 30 日

                               
1 具体的には、配電網以外の基幹系統及び特別高圧系統に係る費用（送電費及び受電用変電費）であ 

り、発電側と需要側の課金対象 kW で按分することが適切とされている。 
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まで）の案件については既に手厚い措置が受けられており、かかる案件についてまで

負担を需要家に転嫁させることはあってはならない」旨の意見が出されている。同委

員会での資源エネルギー庁提出資料においても、「かかる意見も踏まえて具体的な調

整措置を調達価格等算定委員会にて議論されたい」旨の記載があり、利潤配慮期間内

の案件については、発電側基本料金が端的に発電側に課される（調整措置適用の対象

外とされる）こととなる可能性もあるように思われる。 

 

Ⅲ. 今後の方向性 
 
上記の通り、発電側に課されることとなる発電側基本料金を卸料金に転嫁できる FIT

電源以外については、発電・小売間の相対の既存契約をどのように調整すべきかの問題

に収斂するといえ、ガイドラインによって示される方向性に沿った当事者間の協議に委

ねられるものと思われる。一方、FIT 電源については、追加コストを転嫁できないとい

う制度的制約上、今後調達価格等算定委員会において議論されることとされている調整

措置の内容や適用範囲が、既存のプロジェクトファイナンス案件にとって重要な関心事

となる。 

 

Ⅳ. プロジェクトファイナンスへの影響 

 
1. 既存案件への影響 
 
（1）FIT 電源以外の案件 

上述の通り、基本的には、発電側基本料金の導入の前後において、発電側と需要

側の双方に経済的な損得が生じないよう、既存の電力受給契約の変更による調整を

協議する必要がある。基本的には、発電側に課される発電側基本料金相当額と同額

を、電力受給契約における電力料金に上乗せする形で対応することになると思われ

るが、場合によっては、発電側基本料金の「支出」と上乗せされた電力料金による

「補てん」との間に時間的なずれが生じたり、SPC 側に課される金額とオフテイカー

側の負担が減る金額との間に金額的な不一致が生じたりすることもあるかもしれな

い（その結果、プロジェクトファイナンス案件との関係では、追加出資やリザーブ

の設定などが必要となるケースもあり得るものと考えられる。）。今後整備される見

込みであるガイドラインの内容を踏まえつつ、従来の経済条件への影響が最小限と

なるよう、関係当事者間で、時間的裕度を持って、必要な対応を協議・検討するこ

とが肝要となると考えられる。 

 

（2）FIT 電源の案件 

FIT 電源については、今後調達価格等算定委員会で検討される調整措置の内容や、
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その適用範囲により、発電側基本料金導入の結果、当該既存案件における SPC の

キャッシュフロー、ひいては DSCR に悪影響が及ぶか否かにより、対応が大きく分

かれることになる。 

発電側基本料金導入により、キャッシュフローに影響が及ぶ案件については、融

資契約上、法令等変更を理由とする事業計画の見直し条項に該当する場合が多いの

ではないかと思われる。そして、キャッシュフローへの影響を勘案して修正された

事業計画に基づく DSCR へのインパクトによっては、配当停止・強制期限前弁済・

期限の利益喪失事由に該当することも考えられる。 

しかしながら、FIT 制度という国策に基づく制度に基づいて、安定的なキャッシュ

フローを見込んで資金調達が行われたプロジェクトファイナンス案件において、今

回の発電側基本料金の導入というような事後的な外的要因により、DSCR 基準への

抵触が生じるということは、レンダーのみならず、事業者、投資家等の予見可能性

を事後的に失わしめるものであり、かかる事態が生じうる今回の制度変更において、

かかる事態を避けるための措置を敢えて講じないのだとすると、わが国の法制度自

体に対する信頼を損なうおそれがあると言わざるを得ないように思われる。調達価

格等算定委員会においては、このような結果を招くことのないよう、慎重な議論が

なされることが望まれる。 

 
2. 新規案件への影響 

 

発電側基本料金の課金がなされることを前提に組成しうる新規案件においては、か

かる負担を織り込んだ上で事業計画を策定することでの対応が可能であるが、調整措

置の内容を含めて、制度設計の全体像が固まっていない段階で実現が予定されている

案件においては、①現時点で当該案件を継続できるか否か、②将来制度設計が明らか

になった時点で、何らかの調整が必要となった場合に対応する規定としてどのような

手当てが必要か、といった点の検討が必要となるであろう。特に、FIT 電源について

のプロジェクトファイナンス案件については、調整措置の内容や適用範囲が不明確な

現時点では、プロジェクトのキャッシュフロー予測自体が困難になっているといえ、

案件組成に重大な悪影響を及ぼすおそれも懸念されるところである。 

 

Ⅴ. 結語 

 

上記の通り、発電側基本料金の導入は、今後の議論の方向性によってはプロジェクト

ファイナンス案件に大きな影響を与える。事業者においては、検討 WG 及び調達価格等

算定委員会における議論に注視する必要があるが、特に FIT 電源との関係においては、

事後的な制度変更により、一方的に関係当事者の期待した利益を失わせ、場合によって

は損失を被らせるようなことのない検討がなされることを、切に願う次第である。 
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