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Ⅰ. 改正の経緯・趣旨 
 

2016 年 2 月 9 日、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

置法等の一部を改正する法律案（以下「本法律案」という。）が閣議決定され、第 190

回国会（常会）に提出された。 

2012 年 7 月に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「再エネ特

措法」という。）に基づく固定価格買取制度が開始されて以来、同制度の対象となる再

生可能エネルギーの導入量は増加し、2015 年 7 月に策定されたエネルギーミックスで

は、2030 年に再生可能エネルギーが電源構成に占める割合を 22～24％とする見通しが

示された。その一方で、現行の固定価格買取制度については、①認定量の約 9 割を事業

用太陽光発電が占めているため電源間でのバランスのとれた導入を促進する必要があ

る、②買取費用が約 1.8 兆円に到達しており、国民負担抑制のためコスト効率的な導入

を促進する必要がある、③一昨年には接続留保問題が生じたことを踏まえ、電力システ

ム改革の成果を活かした効率的な電力の取引・流通を実現する必要がある等の課題が指

摘されてきた。 

本法律案は、これらの現行制度の課題に対応しつつ、再生可能エネルギーの最大限の

導入と国民負担の抑制の両立を図るため、固定価格買取制度の抜本的な見直しを行うも

のである。以下、本法律案による改正提案を概観する。 

なお、本法律案による固定価格買取制度の見直し内容は、概ね、再生可能エネルギー

導入促進関連制度改革小委員会により 2016 年 2 月 5 日に公表された報告書の内容を基

礎とするものである（同報告書の内容については、本 Energy & Infrastructure Bulletin 

2016 年 1 月号を参照されたい。）。 
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Ⅱ. 改正の全体像 
 

本法律案による再エネ特措法の改正内容は、概ね、以下の 5 項目に整理できる。 

1. 新認定制度の創設（下記Ⅲ.） 

2. 適切な事業実施を確保する仕組みの導入（下記Ⅳ.） 

3. コスト効率的な導入（下記Ⅴ.） 

4. リードタイムの長い電源の導入拡大（下記Ⅵ.） 

5. 電力システム改革を活かした導入拡大（下記Ⅶ.） 

以下、それぞれについて詳述する。なお、以下においては、本法律案による改正後の

再エネ特措法を「改正法」といい、改正前の同法を「現行法」という。また、特に断ら

ない限り、参照条文は改正法のものを指す。 

 

Ⅲ. 新認定制度の創設 
 

1．新認定制度の全体像 
 

再エネ特措法に基づく設備認定を取得したにもかかわらず開始運転に至っていな

い未稼働案件が、特に太陽光発電について大量に発生しているとの指摘を踏まえ、こ

うした未稼働案件への対策の一つとして、改正法は、事業の実施可能性や事業内容の

適切性を確認した上で認定を行う新しい認定制度を創設する。 

具体的には、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した電気を特定契約により

電気事業者に供給する事業（「再生可能エネルギー発電事業」）を行おうとする者は、

経済産業省令に従い、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画（「再生可能

エネルギー発電事業計画」）を作成の上で、経済産業大臣の認定を申請する必要があ

る（第 9 条第 1 項）。かかる再生可能エネルギー発電事業計画には、再生可能エネル

ギー発電事業の内容及び実施時期（同条第 2 項第 3 号）、再生可能エネルギー発電設

備の区分等（同項第 4 号）、送配電網との接続に関する事項（同項第 5 号）、再生可能

エネルギー発電設備の設置場所、出力、管理方法（同項第 6 号）等の事項を記載する

必要がある（なお、これらの同項第 3 号から第 6 号に掲げられる事項を変更しようと

する場合には、経済産業省令で定められる軽微な変更に該当する場合を除き、変更の

認定を受けなければならない（第 10 条第 1 項）。）。そして、申請を受けた経済産業大

臣は、同計画を審査し、発電設備が一定の基準に適合するものであることに加え（第

9 条第 3 項第 3 号）、当該事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである

こと（同項第 2 号）等、同条第 3 項に定める全ての要件を充足すると認めた場合、認

定を行うこととなる。 

 

 



 

 

 
 

ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 
 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

2．既認定案件の取扱い 
 
事業者にとって関心が高いと思われる、現行制度下での既認定案件の取扱いについ

ては、電力会社との間で系統接続についての調整に時間を要している案件があること

にも配慮し、本法律案附則（以下「附則」という。）において、以下のような経過規

定が定められている。 

 

（i） 改正法の施行の際現に現行法に基づく系統接続をしている現行法の特定供給者

（「旧特定供給者」）、及び既に現行法第 5 条第 1 項に規定する一般送配電事業

者等（「旧一般送配電事業者等」）から系統接続の同意を得ている旧特定供給者

は、改正法施行日に、第 9 条第 3 項の認定を受けたものとみなされる（附則第

4 条第 1 項）1。 

 

（ii） 上記(i)に該当しない発電事業者であっても、現行法に基づく接続請求（「旧接続

請求」）について旧一般送配電事業者等の同意を得られていない旧特定供給者で

あって、旧認定を受けた日が 2016 年 7 月 1 日以降であるものは、当該旧認定

を受けた日の翌日から 9 か月間は引き続き旧接続請求を行うことができ（附則

第 5 条第 1 項）、期間内に旧一般送配電事業者等から接続の同意を得られたと

きは、当該同意が得られた日に、第 9 条第 3 項の認定を受けたものとみなされ

る（同条第 3 項）。 

 

（iii） 上記(i)及び(ii)に該当しない発電事業者であっても、旧接続請求について旧一般

送配電事業者等の同意を得るために必要な手続等であって、終了するまでに相

当な期間を要する一定の手続等（具体的には、系統入札への参加等が想定され

ている。）を行っている発電事業者（「旧特定接続請求者」）は、当該手続等の終

了後 6 か月間は引き続き旧接続請求を行うことができ（附則第 6 条第 1 項）、

期間内に旧一般送配電事業者等から接続の同意が得られたときは、当該同意が

得られた日に、第 9 条第 3 項の認定を受けたものとみなされる（同条第 3 項）。 

 

上記(i)から(iii)までの例外のいずれにも該当しない発電事業者については、旧認定は

「その効力を失う」ものとされており（附則第 7 条）、改めて第 9 条第 3 項に基づき

認定を取得することが求められる。この場合、旧認定に基づく調達価格も適用されな

くなり、新たに第 9 条第 3 項に基づく認定を取得した時点において適用される調達価

格の適用を受けることとなると考えられる。 

他方、上記(i)から(iii)までの例外により、第 9 条第 3 項の認定を受けたものとみな

                               
1 但し、一定の基準に該当する発電事業者は、一定の期間内に、発電事業計画と同様の事項を記載した

書類を経済産業大臣に提出する必要がある（附則第 4 条第 2 項）。以下、(ii)及び(iii)の場合についても

同様。 
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される場合において、当該既認定案件に適用される調達価格に関しては、当職らが経

済産業省資源エネルギー庁の担当者に問い合わせを行ったところ、旧認定に基づく調

達価格がそのまま適用されることを当然に想定しており、この点は調達価格・調達期

間に関する告示において明確化する予定であるとの回答を得られた。 

 

以上からは、上記(i)から(iii)までの例外における「みなし認定」を受けられるかどう

かが、従来の調達価格の適用を受けられるかどうかの分水嶺となり、旧一般送配電事

業者等の「同意を得ている」や「同意が得られた」の部分の解釈が、実務における大

きな関心事となる。 

この点、附則の文言からは必ずしも明らかではないものの、未稼働案件への対応と

いう今回の改正の趣旨に照らせば、系統接続の正式申込みに対し承諾を与えただけの

時点では、この「同意を得ている」等の要件は満たさないと解すべきものと思われる。 

また、この「同意」は第 9 条第 3 項の認定を受けたものとみなされるために必要と

され、個別案件につき適用される調達価格に大きな影響を与える重要な要件であるこ

とに鑑みれば、当該「同意」の有無については、外形的・客観的に確認できるもので

あることが求められるものと考えられ、実務上は、旧一般送配電事業者等による一定

の書式による同意書等の書面により判断されることになっていくのではないかと思

われる。 

「同意」のためにはいかなる要件を満たす必要があるかという点は、「同意」を得

る側の事業者にとっても、付与する側の旧一般送配電事業者等にとっても重要なポイ

ントとなる。考えられる要件としては、正式な書面による接続契約や工事費負担金契

約の締結、工事費負担金の支払等が挙げられるが、系統連系に関する実務は個別案件

毎に様々であることにも鑑みると、杓子定規に一律の要件を求めるのが妥当かどうか

という議論もありえよう。ただ、旧一般送配電事業者等が個別案件に配慮して「同意」

付与の可否を判断しうるとすることは、個別案件の実情に応じた柔軟な対応が可能と

なる側面もある一方で、旧一般送配電事業者等の負担を増すことにもなり、事業者の

予見可能性が損なわれる面も生じるものと思われる。いずれにせよ、今後の国会審議

等における議論を注視する必要がある重要なポイントである。 

 

Ⅳ. 適切な事業実施を確保する仕組みの導入 
 

改正法では、未稼働案件に対応しつつ、発電事業者が長期にわたり安定的に発電を継

続することを確保するための施策として、上記の事業開始前の審査に加え、事業計画に

則って適切に事業が実施されることを確保するための仕組みが新たに設けられる。 

すなわち、事業実施中の点検や保守、事業終了後の設備撤去等といった事項について

適切な事業実施に向けて遵守すべき基準を定め、認定時において再生可能エネルギー発

電事業計画がこれらの基準に適合することを求める（第 9 条第 3 項）ことを前提に、経
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済産業大臣は、認定を受けた事業者（「認定事業者」）に対し、認定を受けた再生可能エ

ネルギー発電事業計画（「認定計画」）に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施

に必要な指導及び助言を行うものとされている（第 12 条）。 

また、経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業

を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、改善

命令を行うことができる（第 13 条）。さらに、経済産業大臣は、①認定事業者が認定計

画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき、②認定計画が前述の審査

基準（第 9 条第 3 項各号）のいずれかに適合しなくなったとき、又は③認定事業者が前

述の改善命令に違反したときは、認定を取り消すことができるものとされている（第

15 条）。 

以上に加え、改正法では、急増する太陽光発電において地域住民とのトラブルが生じ

ている例もあること等を勘案し、地域社会の理解を得て長期安定的な発電を継続するた

め、発電事業者の認定情報（発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定め

る一定の事項）を公表することを予定している（第 9 条第 5 項）。 

現行制度下での既存案件との関係では、上記 III.2.(i)から(iii)までの経過措置により認

定事業者とみなされることとなる発電事業者において、改正法に基づき要求される義務

を遵守するために、当初想定していなかった追加のコスト負担が生じる可能性がある点

に留意が必要と思われる。 

 

Ⅴ. コスト効率的な導入 
 

本法律案は、固定価格買取制度の買取価格に関し、発電事業者のコスト低減を促すよ

う買取価格を設定する仕組みの導入という観点から、①電源毎に中長期的な買取価格の

目標の設定、②コスト効率的な買取価格決定方式の採用、③賦課金減免制度の見直しと

いう 3 点について再エネ特措法の改正を提案している。 

 

1．中長期的な目標の設定 
 

改正法では、買取価格の予見可能性を高めるべく、経済産業大臣が、電源毎の再生

可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状

況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、当該年度の調達価格及び調達

期間（「調達価格等」）に加え、翌年度以降に定めるべき調達価格等を当該年度に併せ

て定めることができるものとされている（第 3 条第 2 項、第 3 項）。将来の調達価格

が一定程度引き下げられることを予め示すことにより、導入コストを引き下げる事業

者の努力を促す効果があると考えられる。 

また、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、再生可能エネルギ

ー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水
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準に関する目標を定めなければならず、遅滞なくこれを公表しなければならないもの

とされている（同条第 12 項～第 14 項）。 

 

2．コスト効率的な買取価格決定方式の採用 
 

また、改正法では、発電事業者間の競争を通じた買取価格の低減を実現するため、

事業用太陽光発電を対象とすることを想定して、入札制の導入が提案されている。 

具体的には、経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の供給価格についての入札

により認定を受けることができる者を決定することが、電気の使用者の負担軽減を図

る上で有効であると認めるときは、入札手続を実施する再生可能エネルギー発電設備

の区分を指定して、入札手続を実施することができるものとされている（第 4 条第 1

項）。 

入札手続は、経済産業大臣が定める入札の実施に関する指針（「入札実施指針」）（第

5 条）に従い行われ、入札への参加を希望する事業者は、再生可能エネルギー発電事

業計画を作成して経済産業大臣に提出しなければならず（第 6 条）、経済産業大臣に

よって再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものである

と認められた事業者のみが、入札に参加することができる（第 7 条第 1 項、第 2 項）。

入札においては、原則として2、参加者は、入札実施指針で定められた再生可能エネ

ルギー発電設備の出力の量（「入札量」）の範囲内において、再生可能エネルギー発電

設備の出力及び供給価格を入札し、同指針に定める供給価格上限額を超えない供給価

格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって、

落札者が決定される（同条第 3 項）。そして、落札者における当該再生可能エネルギ

ー発電設備に係る調達価格等は、予め定められた入札実施指針に従い、入札の結果を

踏まえ決定される（第 8 条）。なお、入札に参加するには所定の手数料の納付を要す

る（第 7 条第 9 項）。また、入札の実施に関する業務は、指定入札機関により行われ

ることが予定されている（同条第 10 項）。 

 

3．賦課金減免制度の見直し 
 
賦課金減免制度については、その制度趣旨を徹底するため、減免対象となる電力多

消費事業について、省エネへの取組みや事業の国際競争力への影響等を確認する仕組

みが採用されている。また、現在一律 8 割となっている減免率は、事業の種類及び上

記の取組みに応じて事業者毎に設定することが可能とされている（第 37 条）。なお、

平成 2016 年 10 月 1 日より前に認定を受けた事業者に対する賦課金の額は、なお従

前の例によるものとされている（附則第 2 条）。 

                               
2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保の観点から供給価

格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるとこ

ろにより、上記の方法以外の方法で落札者を決定することができる（第 7 条第 6 項）。 
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Ⅵ. リードタイムの長い電源の導入拡大 
 

改正法は、地熱発電・風力発電・中小水力発電・バイオマスのように開発に比較的長

期間を要する（リードタイムの長い）電源について、調達価格についての予見可能性を

高めることにより発電事業者の参入の促進を図るため、翌年度分の調達価格等だけでな

く、リードタイムに応じて数年先の調達価格等まで予め決定することを可能とする仕組

みを導入することを提案している（第 3 条第 2 項、第 3 項）。 

 

Ⅶ. 電力システム改革を活かした導入拡大 
 

改正法では、電力システム改革の成果を再生可能エネルギーの導入拡大にも結びつけ

ていくべきであるとの考えの下、再生可能エネルギー電気の買取義務者が、小売事業者

等から一般送配電事業者及び特定送配電事業者（併せて「電気事業者」）に変更されて

いる（第 16 条）。これにより、電力の広域融通をより円滑化し、より多くの再生可能エ

ネルギーの導入を可能としようとする趣旨であるが、具体的には、以下のような制度設

計とされている。 

 

（i） 電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、

経済産業省令で定める基準に従い、①卸電力取引市場における売買取引により

供給する方法、又は②小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に対し、

その行う小売供給の用に供する電気として供給する方法のいずれかにより供給

し、又は使用しなければならないものとされている（第 17 条）。なお、かかる

仕組みを踏まえ、交付金及び納付金の額の算定方法についても所定の整備が行

われている（第 29 条、第 32 条）。 

 

（ii） 電気事業者は、上記(i)②の方法による供給（「再生可能エネルギー電気卸供給」）

に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令に従い、再生可能エネル

ギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならず（第 18 条

第 1 項）、原則として、当該約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電

気卸供給を行うことが禁止される（同条第 2 項）。また、経済産業大臣は、料

金水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度となっ

ていない場合や、特定の者を差別的に取り扱う内容である場合等には、当該約

款の変更を命ずることができる（同条第 3 項）。 

 

（iii） 小売電気事業者への差別的対応等を禁止する規定（第 19 条）、電力取引監視等

委員会による監視規定も整備されている（第 21 条～第 27 条）。 
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以上のほか、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー

源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される

再生可能エネルギー電気を、小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなけれ

ばならないものとされている（第 20 条）。 

 

なお、附則第 3 条では、本法律案施行の際現に締結されている現行法に基づく特定契

約は、その契約の期間が終了するまでの間は、改正法に基づく特定契約とみなされ（同

条第 1 項）、また、現行法に基づく電気事業者は、当該契約期間が終了するまでの間は、

改正法に基づく電気事業者とみなされ、改正法の規定が適用される（同条第 2 項）旨の

経過措置が設けられている。したがって、改正法施行時に小売電気事業者が買い取って

いる既存契約分については、引き続き小売電気事業者が買い取ることが許容されている。

そのため、既存案件については小売電気事業者が引き続き買取りを続けることが原則と

なり、実務への影響は最小限にとどめられるものと思われるが、法改正の前後において

は、電力受給契約の内容をはじめとして、実務上検討が必要となる事項が少なからず生

じるものと思われる。 

 

Ⅷ. 電気事業法の改正 
 

改正法においては、再エネ特措法の改正により買取義務者が変更されることに伴い、

一般送配電事業者の禁止行為（情報の目的外使用）等に関して、電気事業法の所要の規

定の整備も併せて行われる。 

 

Ⅸ. 施行時期 
 

本法律案は、改正法につき、2017 年 4 月 1 日より施行されることを予定している。

但し、賦課金減免制度の見直しに関する事項（上記Ⅴ.3.）は、2016 年 10 月 1 日より施

行されることが予定されている。 

 

Ⅹ. 結語 
 

以上のように、本法律案が成立し、改正法が施行された場合には、現在既に設備認定

を取得している未稼働案件のみならず、稼働中の案件も含め、既存の案件に与える影響

が少なくないと思われることから、国会での議論状況等、本法律案の動向について引き

続き注視していく必要がある。 
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文献情報 
 論文     「電気事業法等の一部を改正する等の法律について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.28 No.1   

著者    市村 拓斗   

 

 論文    「電力の小売全面自由化に関する実務上の留意点」 

掲載誌   NBL 1066 号 

著者    岡谷 茂樹（モデレーター）  

       伊藤 憲二、市村 拓斗、木山 二郎（パネリスト） 

 

 論文    「他サービスとのセット販売で求められる分かりやすさ」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム 第 62 巻 734 号 

著者    市村 拓斗   

 

NEWS 
 パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 6 名の弁護士がパートナーに就任致しました。 

 

 【パートナー】  

秋本 誠司、岡谷 茂樹、横田 真一朗、熊谷 真和、大野 志保、松下 憲 

 

また、同日付で 3 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任致しました。 

 

 【オブ・カウンセル】 

池村 聡、玄場 光浩、佐伯 優仁 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々

研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 MHM ジャカルタデスク開設のご挨拶 

森・濱田松本法律事務所は、インドネシアのジャカルタに MHM デスクを開設す

ることを決定いたしました。MHM ジャカルタデスクは、AKSET Law のオフィス

内に設置され、同オフィスに駐在する当事務所の弁護士が、AKSET Law と一体

となって、インドネシア案件に関するリーガル・サービスを提供いたします。 

 

※AKSET Law は、2010 年創設、弁護士 30 名（うち外国法弁護士 2 名）を有す

るインドネシアにおける有力法律事務所です。 
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 名古屋オフィス移転のお知らせ 

弁護士法人森･濱田松本法律事務所名古屋オフィスは 2015 年 9 月より業務を行っ

て参りましたが、この度、2016 年 3 月 1 日より下記に移転いたしましたのでご案

内申し上げます。 

 

移転先： 

愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号 大名古屋ビルヂング 23 階 

TEL：052-446-8660（代表） / FAX:052-446-8661（代表） 

※各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 

 

業務開始日： 

2016 年 3 月 1 日（火） 

 

 Chambers Asia 2016 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2016 で、当事務所は Projects & Energy、Banking & Finance、

Capital Market、Investment Funds、Real Estate を始めとする多くの分野で上位グ

ループにランキングされ、小林卓泰が Projects & Energy の分野で日本を代表する

弁護士に選ばれるなど、計 33 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選

ばれました。また、当事務所のヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、

GENERAL BUSINESS LAW: INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野でラ

ンクイン致しました。詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

 The Seventh Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました  

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Seventh Edition of Best Lawyers 

in Japan に当事務所の弁護士 58 名が選ばれました。 

 

また、下記 4 名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

佐藤 正謙：Structured Finance Law 

棚橋 元: Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law 

石綿 学: Corporate and M&A Law 

小澤 絵里子: Real Estate Law 

 

 Chambers Asia-Pacific Awards 2016においてShortlisted law firms に選ばれました 

Chambers Asia-Pacific Awards 2016 において、当事務所は Japan (Domestic law  

advisers)分野において Shortlisted law firms に選ばれました。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


