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2018年 11月号（Vol.14） 

    再エネ特措法施行規則及び経済産業省告示の一部改正に係る 

   パブリックコメント募集開始（既認定案件対応等） 

 

Ⅰ.  経緯 

Ⅱ.  全体像 

Ⅲ.  未稼働太陽光発電案件に係る対応措置 

Ⅳ.  認定取得後の事業変更に係る対応措置 

Ⅴ.  その他の提案内容 

Ⅵ.  結語 

 
 

 

 

 

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課は、

2018年 10月 22日から、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に関する意見公募（パブリックコメント

の募集）を開始した1。パブリックコメントの受付締切日は 2018年 11月 21日（水）（必

着）である。 

本稿では、上記意見公募の対象となる改正提案2（以下「本改正案」という。）の概要

をご案内する。本稿が、本改正案の正確な理解及びパブリックコメントの提出のご検討

にあたり、その一助となれば幸いである。 

 

Ⅰ. 経緯 

 

2012 年 7 月 1 日に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法（以下「法」という。）が施行され、法に基づく再生可能エネルギー固定価格買取

制度（以下「FIT 制度」という。）が開始されてから 6 年が経過した。この間の再生可

能エネルギーの導入拡大と、そこで浮き彫りになった課題を踏まえて、2017年 12月に

設置された総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガ

ス事業分科会 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（以下

「審議会」という。）において、既認定案件による国民負担の抑制に向けた対応や再生

可能エネルギー発電事業の長期安定化に向けた地域共生の促進等の必要性が議論され

                               
1 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=0 
2 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省

令等の概要」（http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179331）参照。 
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てきた。 

その中で、2018 年 10月 15日の審議会において、未稼働の太陽光案件等への対応と

して、調達価格及び運転開始期限に関する新たなルールを導入する方針が事務局から示

された。そして、これを具体化した電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法施行規則（以下「施行規則」という。）及び経済産業省告示（電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価

格等を定める件（以下「告示」という。））の改正案に関する今般のパブリックコメント

の募集が開始されるに至った。 

 

Ⅱ. 全体像 

 

本改正案を検討するにあたっては、2019 年 4 月 1 日から施行するものとされている

事項（いわゆる太陽光発電事業の未稼働案件への対応措置）と、当該省令及び告示の公

布の日から施行するものとされている事項（認定取得後の事業変更への対応措置）とに

分けると理解しやすい3。以下では、Ⅲ.で前者について、Ⅳ.及びⅤ.で後者について、そ

れぞれご紹介していく。 

 

Ⅲ. 未稼働太陽光発電案件に係る対応措置 

 

2012 年度から 2014 年度の間に FIT 認定を受けた太陽光発電案件（10kW 以上）4の

うち、運転開始期限が設定されていない（2016年 7月 31日までに接続契約を締結した）

もの（以下「対象案件」という。）5を対象に、以下の措置を講じる6。 

 

                               
3
 前掲注 2記載の「概要」において、前者には◎、後者には□が付されている。 

4
 審議会の資料等に照らせば、主に調達価格が 40円、36円又は 32円の案件を対象とすることが企図さ

れているのではないかと思われる。ただ、本改正案の文言によれば、これらの年度中に認定を取得し

たものの、接続契約の申込みを 2015年 3月 31日までに行わず、その後に接続契約を締結した結果、

29円、27円又は 24円の調達価格が適用されるに至った案件も対象に含まれるようにも見受けられる

ため、このような案件についてまで本改正案の対象に含める趣旨か否かについて、確認が必要と思わ

れる。 
5
 事業計画の総計ベースで 1,100万 kW 弱～1,700万 kW 弱に上る（審議会の第 9回会合資料 2

（http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/009_02_00.pdf）（以下「審議

会資料」という。）12頁。なお、同資料によれば、対象案件について本文記載の各措置を講じた後も、

認定から 4年以上運転開始していない案件を同様の措置の対象に含めるべく、1年ごとに対象年度を

拡大していくことを基本とすることが検討されている。）。 
6
 当該措置の背景にある問題意識は、太陽光発電に関して調達価格が年々引き下げられてきている一方

で、法に基づく認定を既に受けていながら未稼働となっている案件が多く滞留しているという現状に

おいて、早期の運転開始のインセンティブを付与する必要があるという点にある。未稼働案件につい

て早期の運転開始を促すことで、今後国民の費用負担が増大することを避け、低コストでの新規案件

開発を促進できると考えられている（審議会資料 9-10頁参照）。 

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/009_02_00.pdf
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1. 「系統連系工事着工申込みの受領」概念の新設 

 

「系統連系工事着工申込みの受領」という概念を新たに設け（告示第 1 条関連）、

その時期によって、運転開始期限を定める（告示第 1条関連）とともに、個別案件に

適用される調達価格を決定（変更）する（告示第 2 条関連）。かかる制度変更は、実

際のコストを最も適確に反映した調達価格を適用するためには、本来的には「運転開

始時」を基準に今回の措置の適用を判断することが基本であるとの発想の下で7、個々

の案件が未稼働である理由の中には、系統（送配電事業者）側の要因によるもの（系

統に空き容量がなく、その増強に時間がかかる等）や、案件規模が大きく連系工事に

時間を要するなどの理由も存在するという事情を踏まえて、実際の「運転開始時」よ

りは前の時点である「系統連系工事着工申込みの受領」時を、調達価格決定の基準時

とする考えによるものである8。 

「系統連系工事着工申込みの受領」とは、認定発電設備と送配電事業者が維持及び

運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面（当

該書面を受領することにより、送配電事業者が系統側の事由のみに基づいて最短の当

該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。）の、当該

送配電事業者による受領をいうものとされている。 

この「系統連系工事着工申込み」（以下、「着工申込み」という。）は、現行制度に

は存在しない概念であり、その具体的な手続や実務上の要件については今後公表され

る情報を待つ必要があるが9、かかる「申込み」が認められるためには、「認定事業者

側の準備は全て整っていて、送配電事業者が系統側の事由のみに基づいて最短の連系

開始予定日を機械的に決定することができる状態にある」ことが前提となるとされて

おり、本改正案の中では、「少なくとも、例えば、系統連系工事着工申込みの時点で、 

 

・土地の使用の権原が既に得られている（地権者等との調整が全て整っている） 

・林地開発、農地転用等の事業の開発・実施に必要となる許認可が現に得られている 

・条例による環境アセスメントが必要な場合は、当該プロセスが終了している 

・それ以降、認定計画に変更が生じない 

 

ことが要件となります。」と説明されている。 

 

                               
7
 制度導入当初は、資金調達などへの配慮から、実際の運転開始時より相当前のタイミングで調達価格

が決定される仕組みとされていたが、その後徐々に実際のコスト構造の確定に近いタイミングの調達

価格が適用されるよう、段階的な制度改正が行われてきたところ、本改正案は、それをさらに推し進

めようとするものである。その背景には、国民に高い調達価格を負担させてまで、長期未稼働案件に

対し資金調達などへの配慮を行う合理性はない、との価値判断が存する。 
8
 審議会資料 13頁参照。 

9
 かかる「具体的な手続や実務上の要件の詳細は、別途お知らせします」とされている（前掲注 2記載

の「概要」5頁）。 
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この点については、「認定事業者側の準備」は、連系工事の着工ができる程度に「全

て整って」いれば足り、発電設備の工事が即時連系可能な程度に完了していることま

で求めるものではないと解する余地があるようにも思われる。そして、上記引用箇所

において例示された各要件についても、このような意味において「認定事業者側の準

備は全て整って」いるといえるか否かという観点から、その充足の有無を判断する運

用が検討されるべきと考えられる。例えば、「認定事業者側の準備」が整っていると

いうために「着工申込みの受領」時点までに「現に得られている」ことが必要な許認

可は、運転開始までに取得が必要となる「全ての許認可」とは異なると解する余地も

あるのではなかろうか。また、「認定計画に変更が生じない」との点については、事

業計画の変更が必要となる事項には軽重様々なものがあるところ、これらが一切許容

されないとされるのは不合理であるように思われる10。 

本改正案に関連して、全ての対象案件に係る事業について、着工申込みに係る書面

を送配電事業者に対して提出する必要があるとされている11。後述のとおり、対象案

件については着工申込みの受領が 2019 年 3 月 31 日以前になされるか否かによって

大きな差異が生じることになるところ、かかる「受領」が上記期限までになされるた

めには、それに先立って「申込みに係る書面の提出」を行う必要がある。当該提出期

限については、2019 年 1 月下旬頃を目途とすることが想定されている（正式な期限

は、意見公募終了後に発表される予定である。）。 

なお、そもそも既に連系工事が開始されている（若しくは完了している）又は連系

開始予定日が既に送配電事業者により決定されている未稼働案件について、改めて

（連系開始予定日の決定に至るための実務上の手続であるところの）「着工申込み」

の提出・受領が必要か、という点も、実務的には確認を要するところと思われる。 

前述のとおり着工申込み及びその受領に関する具体的な手続や実務上の要件は今

後議論の対象となるべき点であるので、本改正案が実現した場合にできる限り合理的

な運用が行われるよう、以上の点に限らず、具体的な懸念点は今回のパブリックコメ

ントにおいて積極的に提起されることが望ましいといえる。 

 

2. 運転開始予定日の変更の認定 

 

本改正案によると、2019 年 4 月 1 日以降、対象案件についての運転開始予定日の

変更が、法 10条第 1項の規定による変更の認定の対象となる（施行規則第 9条関連）。

但し、着工申込みの受領をもって運転開始予定日の変更の認定とみなされるため、実

際に変更認定申請を行う必要はない。 

この点に関しては、経済産業省から詳細な改正理由等の説明が行われていないため

                               
10

 例えば、認定事業者の代表者の交代に伴う代表者の変更や、認定事業者の商号変更や合併による事業

者名の変更の場合などについてまで許容されないというのは、明らかに過剰であるものと思われる。 
11

 着工申込みに係る書面の提出を必要とされる根拠がどのように設けられるのかについては、必ずしも

明らかではない。 
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推察の域を出ないが、後述の告示第 2条の改正を併せて行うことで、変更認定を理由

とする調達価格の変更という現行制度上の枠組みに乗せることを企図しているので

はないかと思われる12。 

 

3. 調達価格の決定（変更） 

 

本改正案は、対象案件13のうち、2019年 4月 1日から 2020年 3月 31 日までの間

に着工申込みが受領されたものについては、2017年度の調達価格（21円／kWh）を

適用するものとしている（告示第 2条関連）。 

これに対して、2019 年 3 月 31 日までに着工申込みが受領されたものについては、

2019 年 4 月 1 日時点での適用価格の変更は生じない。しかしながら、次に掲げる場

合には、着工申込みに係る書面が改めて送配電事業者により受領された日（以下「再

度の受領日」という。）を基準とすることになるため、かかる再提出が生じた場合に

は調達価格が変更される点に留意が必要である。特に、事業者側の都合で連系開始予

定日を変更した場合に調達価格が変更されうることとなる点は、かかる変更リスクが

残存する間の資金調達の可能性に重大な悪影響を及ぼしうる変更点であるといえる。 

 

・受領された着工申込みの内容が事実と異なることが判明した場合14
 

・着工申込みに係る書面の内容を変更する場合 

・送配電事業者が決定した連系開始予定日を変更する場合（送配電事業者が系統側の 

事由のみに基づいて変更しようとする場合を除く。）15
 

・着工申込みに係る事業の認定計画を変更する場合16
 

 

審議会での議論によれば、本改正案で 2017年度の調達価格を適用するとされてい

るのは、（a）現行制度で運転開始期限の適用がある事業用太陽光発電案件については

「認定から 3 年間」を運転開始期限としている（すなわち、ある年度の調達価格は、

その 3 年後までに運転を開始する案件に適用される構造にある）ことに加えて、（b）

                               
12

 すなわち、施行規則第 9条第 1項の改正により、「運転開始予定日の変更」を軽微な変更から除外す

ること（前掲注 2記載の「概要」2頁参照）とした上で、告示第 2条の改正により着工申込みの受領

をもって法 10条第 1項の変更の認定（運転開始予定日の変更の認定）とみなし、かかる変更認定を

もって、適用される調達価格の変更のトリガーとなるように、告示第 2条が改正されることとなるも

のと考えられる。なお、モデル契約第 1.4条において「再エネ特措法 6条第 4項（注：現第 10条第

1項）の変更認定を受けたことにより本発電設備について適用される調達価格が変更された場合には、

当該変更後の調達価格による」旨の規定があることも勘案されたのではないかとも推察される。 
13

 但し、対象案件であっても、2018年度以降に（本改正案の定める措置とは無関係に）法 10条第 1項

の変更の認定を受けたことにより、2018年度以降の調達価格が適用されている場合は、かかる措置

の対象外となる。 
14

 土地の使用権原や、林地開発・農地転用等の事業の開発・実施に必要となる許認可を、着工申込みの

時点で有していなかった場合等。 
15

 個々のケースにおいて「系統側の事由のみ」に基づくものにあたるか否かの判断が難しい場合もあり

うる。この点については今後の議論を注視する必要がある。 
16

 前掲注 10参照のこと。 
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着工申込みが受領されれば多くの場合はその後 1 年程度で運転開始に至ることが想

定されることを勘案すると、着工申込みの受領日の 2年前の年度の調達価格を適用す

るのが適当であるとの考え方によるものである17。 

なお、2020 年 4 月 1 日以降に着工申込みが受領された場合の取扱いについては、

本改正案の下では明らかにされていないが、審議会における上記議論を踏まえると、

着工申込みの受領日（再提出がなされた場合は再度の受領日）の 2年前の年度の調達

価格を適用するという運用が継続される可能性がある。 

 

4. 運転開始期限の設定 

 

対象案件について、現行制度の下では運転開始期限の適用はないが、本改正案はこ

れを改め、以下の運転開始期限を設定することとしている（告示第 1条関連）。特に、

再度の受領日を基準に適用される調達価格が変更された場合であっても、運転開始期

限が当該再度の受領日に合わせて延長されるわけではない点には留意が必要である。 

 

・2019 年 3 月 31 日以前に着工申込みが受領されたものについては、2020 年 3 月  

31日 

・最初の着工申込みの受領が 2019年 4月 1日以降になされたものについては、当該 

最初の着工申込みの受領日から起算して 1年を経過する日 

 

なお、上記の運転開始期限を超過した場合の取扱いについては、調達価格等算定委

員会の意見を踏まえた上で今後定めるものとされているため、今後の議論を注視する

必要があるが、現行制度で 10kW 以上の太陽光発電案件（2016 年 8月 1 日以降に接

続契約を締結したもの）については運転開始期限を超過した期間分だけ買取期間が短

縮されるという取扱いがなされている点が参考になろう。 

 

5. 小括 

 

本改正案の下での太陽光発電事業の運転開始までの一般的なプロセスは以下のよ

うになる18。 

 

 

 

 

                               
17

 審議会資料 16頁。すなわち、（a）（開発・系統工事に要する総期間である 3年間）から（b）（系統工

事期間として想定される 1年間）を差し引いた 2年間が、調達価格の設定年度から着工申込みの受領

日までの期間となる。 
18

 審議会資料 14頁を基に作成。 

事業化

検討 

 

接続契約

の申込 

 

系統接続

の調整 

 

接続契約

の締結 

 

認定

取得 

 

土地の

整備等 

連系工事

着工申込

の受領 

運転

開始 
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また、本改正案に基づく措置が適用された場合に実務上想定されるシナリオは以下

の 2通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、上記いずれの場合であっても、2019 年 4 月 1 日以降に着工申込みを再度行

わなければならなくなった案件については、以下の規律が適用される。 

 

C.  着工申込みを再度行わなければならなくなり、2019年 4月 1日から 2020年 

3月 31日までの間に再度の着工申込みが受領された案件 

 

具体例 

受領済みの着工申込みに関して以下の事由が発生した場合 

・ その内容が事実と異なることが判明したとき 

・ その内容を変更するとき 

・ 決定済みの連系開始予定日を変更するとき（系統側の事由の

みに基づく変更を除く。） 

・ 事業の認定計画を変更するとき 

調達価格 2017年度の調達価格（21円／kWh） 

運転開始期限 
上記 Aから移行した場合：2020年 3月 31日 

上記 Bから移行した場合：最初の着工申込み受領時点から 1年間 

 

                               
19

 前記Ⅲ.1.参照。 

A.  2019年 3月 31日までに着工申込みの受領がなされた案件 

 

具体例 

着工申込み提出期限（2019 年 1 月下旬頃を目途）19までに、以

下の要件を満たして着工申込みに係る書面を提出できる状態に

ある案件 

・ 土地の使用権原の取得（地権者等との調整完了） 

・ 事業の開発・実施に必要となる許認可の取得 

・ 必要な環境アセスメントに係るプロセスの終了 

・ 着工申込み提出後に、認定計画に変更が生じないこと 

調達価格 従来の調達価格を維持 

運転開始期限 2020年 3月 31日 

B.  2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日までの間に最初の着工申込みの受領が

なされた案件 

 

具体例 

2019年 1月下旬頃までに、（a）地権者等との調整、許認可の取

得又は環境アセスメント手続きが間に合わなかったり、（b）将来、

認定計画に変更が生じることが想定されるとして、着工申込みの

受領がなされない案件 

調達価格 2017年度の調達価格（21円／kWh） 

運転開始期限 当該受領の時点から 1年間 
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上記のうち、Aの場合であって、かつ、再度の「着工申込み」の必要性が実際に生

じない（Cに移行しない）案件については、少なくとも調達価格に関しては特段の影

響は生じないが、これまで適用のなかった運転開始期限の制限を新たに受けることと

なる20。 

B の場合には、調達価格が現時点で既に決定済みのものよりも低い価格に変更とな

り、さらに運転開始期限の制限も新たに受けることとなる。 

さらに、上記 A及び Bのいずれの場合であっても、2020年 4月 1日以降、Cに移

行したときは、調達価格がさらに低いものに変更される可能性がある（運転開始期限

の延長はない。）。 

 

Ⅳ. 認定取得後の事業変更に係る対応措置 

 

1. 事後的な蓄電池の併設（太陽光発電の過積載） 

 

本改正案は、太陽光発電事業について、既に認定を受けた発電設備とともに設置さ

れる自家発電設備等を変更する場合を、法 10 条第 1 項の規定による変更の認定の対

象とするものとしている（施行規則第 9 条関連）。これにより、認定済み発電設備に

対して蓄電池を事後的に併設（新増設）する場合は、上記変更認定の対象となること

が明確化される。 

その上で、本改正案は、10kW 以上 2,000kW 未満21の太陽光発電設備について、併

設される蓄電池に係る変更（以下の要件に該当するものに限る。）の認定の日を、  

2018 年度の調達価格等の適用に係る価格決定日に加えるものとしている（告示第 2

条関連）22。 

 

【併設蓄電池の変更が調達価格変更の対象となる要件】 

・当該発電設備に係る太陽電池の合計出力が当該発電設備の出力よりも大きい（いわ 

ゆる過積載状態にある）こと 

                               
20

 2019年 3月 31日までに着工申込みの受領がなされ、その後特段予定の変更なく 2020年度内に運転

開始に至った案件（再度の「着工申込み」が必要とならなかった案件）については、調達価格も調達

期間も変更なし、という帰結になる。これに対し、着工申込みが一旦受領された後に、連系開始予定

日や事業計画の変更を要するような何らかの変更が生じ、「再度の着工申込み」が必要となった場合

には、「再度の受領日」を基準として適用される調達価格への変更が生じることとなる。 
21

 なお、2,000kW 以上の太陽光発電設備の場合であって、蓄電池からの逆潮流に係る電気の的確な区分

計量ができない構造であるときは、2019年度以降に入札を経て認定を受けることにより、変更を行

うことができる。 
22

 この提案は、過積載の太陽光発電設備に事後的に蓄電池を併設することは、国民負担の増大につなが

ることから認められないという立場を改めて明確化すると同時に、かかる蓄電池の有効活用自体は再

生可能エネルギーの最大限の導入に資するものである等の理由から、国民負担の増大という弊害をも

たらさない場合（調達価格を引き下げる場合や、蓄電池から逆潮流する電気を区分計量することによ

り FIT制度によらずに売電できる場合）にはその併設を許容しようとするものである（審議会資料 22

頁参照）。 
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・蓄電池を当該発電設備に係るパワーコンディショナー（PCS）よりも太陽電池側に 

新設又は増設すること 

 

なお、当該蓄電池からの逆潮流によって電気事業者に供給する電気の量を的確に計

測（区分計量）できる構造であって、当該電気を特定契約によらないで供給する場合

は、上記価格変更の対象から除外される。 

 

2. バイオマス比率の変更 

 

本改正案は、バイオマス発電事業について、既に認定を受けた発電設備に係る以下

の事項を、法 10 条第 1 項の規定による変更の認定の対象とするものとしている（施

行規則第 9条関連）23。 

 

・バイオマス比率の変更 

・バイオマス比率考慮後の出力の変更 

 

その上で、特定契約が既に締結されているか否かの区別に応じて、以下のように規

律することが提案されている。 

 

（1）既に特定契約が締結されている場合 

既に特定契約が締結されているバイオマス発電案件に関しては、バイオマス比率

の変更（年単位24）がなされた場合に、調達価格の変更が行われる25こととなる（告

示第 6条関連）。但し、以下の場合は、調達価格の変更対象から除外される。 

 

・認定済みのバイオマス比率を減少させる場合 

当該減少幅が、従前のバイオマス比率の 40％未満26となるとき 

 

                               
23

 本改正案の背景には、現行制度のように認定取得後のバイオマス比率の変更が（入札案件を除き）無

制限に可能な状態では、バイオマス比率の事後的な増加によって国民負担が増大するという懸念があ

る。その一方で、バイオマス比率の増加自体は再生可能エネルギーの最大限の導入に資することから、

一定の許容範囲を設けた上で、制約を課そうとするものである（審議会資料 25頁参照）。 
24

 年間でのバイオマス比率の増加又は 40％以上の減少が生じているかは、認定事業者による定期報告

により確認が行われる（審議会資料 27頁）。 
25

 より厳密には、法 10条第 1項の規定による区分等ごとのバイオマス比率の変更の認定の日が、2018

年度から 2020年度の調達価格等の適用に係る価格決定日に加えられる。バイオマスのうち一部の燃

料に関しては、既に 2020年度までの調達価格が定まっているため、仮に本改正案に基づく調達価格

の変更の対象となった場合であっても、例えば未利用材に関しては事実上価格は変わらないというこ

とも起こりうる。 
26

 入札案件では 20％の変動幅を基準として管理されているのに対し、非入札案件ではそれほど厳格な

管理を求める必要性は高くないと考えられることから、燃料調達や水分量の変動といった要因による

影響に配慮して、40％の変動幅を採用するものとされている（審議会資料 27頁参照）。 
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・認定済みのバイオマス比率を増加させる場合 

以下の要件をいずれも満たすとき27
 

 当該発電設備が供給する区分等ごとの再生可能エネルギー電気のうち、当該

設備が供給する電気の量に「変更前の認定に係る区分等ごとのバイオマス比

率×1.2」28を乗じて得た量を超える部分を、FIT制度の枠外で供給すること 

 当該発電設備が供給する再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備が供

給する電気の量に「変更前の認定に係るバイオマス比率」を乗じて得た量を

超える部分を、FIT制度の枠外で供給すること 

 

（2）新たに特定契約を締結する場合 

新規に締結される特定契約に関しては、以下の事項29をその内容に含めることを原

則とし、認定事業者がこれに同意しない場合には電気事業者が特定契約の締結を拒

むことができることとなる（施行規則第 14条関連）。 

 

・当該発電設備が複数の区分等に属する種類のバイオマスを用いる場合には、「認定

に係る区分等ごとのバイオマス比率×1.2」を、それぞれの区分等に係る再生可能

エネルギー電気の FIT制度による毎月の買取りの上限とすること 

・「認定済みのバイオマス比率」を、当該発電設備に係る再生可能エネルギー電気の

FIT制度による毎月の買取りの上限とすること 

 

Ⅴ. その他の提案内容 

 

上記の各事項のほか、本改正案には以下の提案も含まれている。 

 

・事業計画の記載事項のうち、認定事業者（個人を除く。）の住所及び電話番号を、法 

第 9条第 5項に基づく公表の対象に追加する（施行規則第 7条関連）。 

・電気事業者が特定契約の締結を拒むことができる正当な理由のうち、特定契約の申込 

みをする認定事業者が、接続契約に基づく工事負担金を接続契約の締結後 1ヶ月以内 

（入札に参加する場合は、認定を受けた日から 1ヶ月以内）に支払わない場合に、電 

気事業者が接続契約を「解除できる」旨を契約内容としない場合が掲げられている部 

分について、「解除する」に改める（施行規則第 14条関連）。 

 

                               
27

 増加分を FIT制度の枠外で（調達価格の適用を受けずに）供給する場合には国民負担の増大をもたら

さないため、除外されている。 
28

 複数種類のバイオマス燃料を混焼する場合には、個別のバイオマスの内訳に関して 20％の範囲で増

加を認めることで、一定程度柔軟な対応を可能にするものである。 
29

 年単位であるか月単位であるかの差異はあるものの、基本的に前記Ⅳ.2.（1）でバイオマス比率を増

加させる場合の規律とパラレルな構造になっている。 
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Ⅵ. 結語 

 

FIT制度の導入以来、各種の再生可能エネルギー発電事業に関して案件が蓄積するの

に伴い、様々な制度的課題が指摘されるようになった。その一部はこれまで数次に亘っ

て行われてきた制度改正によって解決されてきたが、再生可能エネルギーに関する技術

の開発及び発展はめざましく、制度的な手当てが追い付いていない論点も存在している

のが実情である。今回、意見公募手続に付された改正提案もまたかかる手当ての一つで

あり、技術の進歩に伴うコスト低減によって生じた不均衡を是正し、ひいては国民負担

の増大の回避を図ろうとするものであって、かかる趣旨自体については、反対する声は

少ないものと思われる。 

他方で、本改正案の主な対象となるのは、既に認定取得に至った案件であり、既に資

金調達の上で着工に至っている案件を含め、認定事業者及びその関係者において現行制

度を前提として過去に相当なコストを投じて各種の検討及び調整が行われてきたもの

についても、全く予期していなかった調達価格の変更及び調達期間の短縮という重大な

影響を及ぼす可能性のあるものである。本改正案が提案するような調達価格の変更や運

転開始期限の設定等によって既認定発電事業の収益性に影響が生じるとすれば、その波

及効果も決して無視できないところであり、FIT制度自体に対する国内外の事業者、金

融機関や投資家の信頼を損ない、太陽光以外の案件に対する事業環境や資金調達環境に

も悪影響を及ぼすことは避けられないであろう。 

再生可能エネルギー発電事業に携わっておられる関係各位においては、本改正案の目

的を踏まえた上で、本改正案の法的論点30に関する点も含む多様な視点からその内容を

精査し、健全な実務の発展に資する建設的な意見を積極的に提出することが期待されて

いるといえる。 

  

                               
30

 対象案件に適用される調達価格や調達期間を現在適用されているものから変更することを「告示」に

より行おうとしている点や、送配電事業者による「着工申込みの受領」をもって「法令上の変更の認

定とみなす」こととしている点など、本改正案に係る法的論点は少なくないものと考えられる。 
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