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Ⅰ. はじめに 
 

本 Bulletin Vol.14（2018年 11月）1でご案内したとおり、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（以下単に「経済産業省」という。）

は、2018年 10月 22日から 11月 21日にかけて、「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）を行った（当該意見公募に付された当初の提案を以

下「原案」という。）。その後、当該手続により提出された意見（提出意見数は 1,617件

に上る。）の概要及びこれに対する経済産業省の見解2（以下「本回答」という。）並び

にこれらを踏まえた修正後の「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対

応」3（以下「新ルール」という。）が、12月 5日付で公表された4。新ルールは、関連

する施行規則及び経済産業省告示の改正及びその公布を経て施行される。 

本稿では、再生可能エネルギープロジェクト関係者各位の関心が特に高いと思われる

点について、本回答及び新ルールの概要をご紹介する。 

 

 

 

                               
1 http://www.mhmjapan.com/content/files/00031765/EI%20Bulletin_201811.pdf 
2 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=2 
3 http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181205004/20181205004.html 
4 なお、本回答及び新ルールは、原案のうち事業用太陽光発電のいわゆる「未稼働案件」への対応に関

連したものについてのみ先行的に公示されている。その他の項目（事後的な蓄電池の併設やバイオマ

ス比率の変更等に関連する事項）については、後日改めて公示される予定である。 
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Ⅱ. 制度変更の手法 
 

原案 

内容 新たに「系統連系工事着工申込み」（以下、単に「着工申込み」という。）

の手続を設けて、対象となる認定事業者に一律にその提出を要求し、当

該申込みの受領をもって「運転開始予定日の変更の認定」がなされたも

のとみなすことにより、適用される調達価格を変更する。 

問題点 実質的に、一旦決定された調達価格を一律かつ強制的に変更するものに

ほかならない。かかる制度変更を、法律の改正ではなく施行規則及び告

示のレベルで行ってよいのかとの疑義がある。 

本回答 

内容 原案どおり。なお、制度変更の法的有効性について、本回答の中で経済

産業省の見解が示されている5。 

 

Ⅲ. 措置の対象 
 

原案 

内容 今回の措置は、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）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。）を対象とする。 

着工申込みを受けた送配電事業者は、「最短の連系開始予定日を機械的

に決定する」。 

問題点 上記対象案件の中には、既に決定された調達価格を前提として資金調達

を行っている案件（その多くは既に開発行為に着手している案件である

と思われる。）も多数含まれており、今回の措置により調達価格の変更

及び運転開始期限の設定がなされた場合には、借入金の返済計画等に重

大な影響を及ぼしかねない。 

 

                               
5 省令改正ではなく法律改正の方法によるべきであるとの意見に対しては、「早期に接続契約が締結され

認定から 4年以上が経過したにもかかわらず運転開始準備段階に至っていない事業に、当時の費用と
利潤を前提に算定された調達価格を適用することは、現行 FIT法の趣旨に照らして適切ではないこと
から、法律改正ではなく、現行 FIT法の規定の範囲内で省令等の改正により対応することが適当であ
る」との回答がなされている（本回答 No.8）。また、「FIT法においては、調達価格は、価格の算定時
点において事業が『効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用』を基礎とし、『適正な利

潤』を勘案して定めるものとされています。また、調達価格及び調達期間は毎年度、当該年度の開始

前に経済産業大臣が定めることとされており、どの事業にどの年度の調達価格が適用されるかについ

ては、経済産業大臣の裁量に委ねられています。このため、今回の措置は、現行法の下で講じ得る範

囲のものとして制度上予定されていたものと整理しています」とも述べられている（本回答 No.98。
また、本回答 No.80もご参照）。 
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新ルール 

内容 対象案件6のうち、以下のいずれかに該当する案件は、今回の措置の適

用対象外とする（調達価格の変更及び運転開始期限の設定はなされな

い。）。但し、いずれの場合においても、着工申込みの提出は必要となる。 

（1）【原則】2018年 12月 5日時点で電気事業法に基づく工事計画届 

出が既に受理されている事業 

（2）【例外】2018 年 12 月 5 日時点で既に林地開発許可を取得し林地

開発行為着手届出が受理されているもの（林地開発許可が不要な

事業の場合は、2018年 12月 5日時点で既に開発工事に本格着手

していることが法令に基づく公的手続によって客観的に証明で

きるもの）であって、2019年 9月 30日までに工事計画届出が受

理され、同年 10月 31日までに当該工事計画に係る電気工作物の

設置工事に着手したことが確認できたもの 

留意点 上記の適用除外事由に該当しない案件については、一律に今回の措置が

適用されることとなり（但し、一部の案件には後述の猶予期間が設けら

れている。）、個別案件の事情は勘案されない。 

上記の適用除外事由に該当する案件であっても、着工申込みの提出は必

要であり、連系開始や運転開始が不当に遅れる場合等には改善命令等の

対象となり得る。 

太陽光パネルの変更を行った場合には、上記の適用除外に該当しなくな

る。 

 

Ⅳ. 猶予措置 
 

原案 

内容 原案のうち、いわゆる太陽光発電事業の未稼働案件への対応措置に係る

部分は、2019年 4月 1日から施行する。上記施行日に先立って必要と

なる着工申込みの提出期限は、2019年 1月下旬頃を目途とする。 

問題点 原案公表からの期間が短く、実務上の対応が困難である。特に大規模事

業や、条例に基づく環境アセスメント（以下「条例アセス」という。）

の対象事業に関しては、既に許認可の申請等のプロセスに入っていても

なおその完了までに一定の期間を要する場合がある。 

 

                               
6 なお、2014年度までに認定を取得した後、2015年度以降に接続契約の申込み・接続契約を締結した
結果、29円、27円、24円の調達価格が適用される事業についても対象案件に含まれる（本回答No.97）。
他方で、電源接続案件募集プロセスに入っている事業については、接続契約が締結されていないため、

対象案件には含まれない（本回答 No.36）。 
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新ルール 

内容 着工申込みの提出期限・受領期限及び（受領期限に間に合った場合の）

運転開始期限は以下のとおりとする。 

 
着工申込み 

運転開始期限 
提出期限 受領期限 

原則7 2019/2/1 2019/3/31 2020/3/31 

猶予 
措置 
（例外） 

2MW以上 2019/8末 
目途 2019/9/30 2020/9/30 

条例アセ

ス対象 
2020/2末 
目途 2020/3/31 2020/12/31 

 

留意点 個別案件によっては、上記猶予期間内であっても依然として実務上の対

応に支障があるものも存在し得る。 

着工申込みの受領期限から運転開始期限までの期間は原則として 1 年

間であるが、条例アセス対象案件の場合には 9 ヶ月間とされている点

に留意が必要である。 

着工申込みの受領期限に間に合わなかった場合の運転開始期限は、原案

どおり「最初の受領の日から 1年」となる。 

送配電側の工事が既に着工している案件や前記 III 記載の適用除外に該

当する案件も含め、上記提出期限の時点で FIT制度に基づく再生可能エ

ネルギー電気の供給を開始していない事業については、一律に着工申込

みの提出が必要である8。 

 

Ⅴ. 着工申込みの要件 
 
今回の制度変更案において新設された着工申込みについては、その提出にあたって満

たすべき要件とされた項目や、再提出が必要となる事由に関して、実務上特に留意が必

要となる点は以下のとおりである。 

 

1. 土地の使用権原の確保 
原案 

内容 「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）」ことが着工申込みの時点で必要とされる。 

問題点 工事の進捗に応じて周辺土地を買い増していくという場合には、全ての

土地の取得が完了するまで着工申込みを行えない（土地の追加取得が生

じたときは再度の着工申込みが必要になる）こととなる。これは、特に

                               
7  「猶予措置」に該当する案件（即ち「例外」に該当する案件）以外の案件は、「原則」と記載した行の

各期限が適用される。 
8 着工申込みの受付開始は、2019年の年始を予定している。 
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大規模案件において大きな制約となり得る。 

新ルール 

内容 着工申込みの提出時点で、「再生可能エネルギー発電設備を設置する土

地の使用の権原が現に取得できていること」が必要とされる9。 

留意点 着工申込み提出期限（前記 IVご参照）までに再生可能エネルギー発電

設備を設置する土地の使用権原を確保する必要がある。 

 

2. 許認可の取得 
原案 

内容 「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」ことが着工申込みの時点で必要とされる。 

問題点 連系開始予定日までの適宜のタイミングで許認可を取得するという現

在の実務対応では、間に合わなくなるおそれがある。 

新ルール 

内容 着工申込みの提出時点で、以下の許認可10の取得等が現にできているこ

と（いずれも必要な場合に限る。）が必要とされる。 

・ 農振除外及び農地転用の許可の取得（又は届出の受理） 
・ 林地開発の許可の取得 
なお、林地開発の許可については、着工申込みの提出時点で基礎となる

許可が取得できていれば、その後当該許可に変更が生じたとしても、そ

れに伴って事業計画の変更認定申請が生じない限り（後記 4ご参照）、

再度の着工申込みは不要である11。 

留意点 着工申込み提出期限（前記 IVご参照）までに上記各許認可の取得等を

完了する必要がある。それでもなお間に合わない案件については、事業

計画自体を見直す必要が生じ得る。 

 

 

 

 

 

 

                               
9 本回答では、「『運転開始準備段階』たる系統連系工事着工申込みの提出時点で土地の使用の権原を有

していることは当然に満たされるべき条件であり、これを緩和することは適切ではない」とされてい

る（本回答 No.85）。 
10 原案では例示列挙との解釈もあり得る記載になっていたが、新ルールで示されたものは限定列挙と解

される（本回答 No.91ご参照）。なお、林地開発の許可及び農地転用に係る許認可については、いずれ
も「開発工事の前提となる重要な許認可であり、その取得を要件とする必要性は高い」とされている

（本回答 No.86及び 87）。 
11 本回答No.90。 
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3. 環境アセスメントプロセスの終了 
原案 

内容 「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」ことが着工申込みの時点で必要とされる。 

問題点 条例アセスの必要期間は、その根拠となる条例等によってさまざまであ

り、一律にその「完了」を要件とするのは硬直的に過ぎる。 

新ルール 

内容 条例アセスが必要な場合は、着工申込みの提出時点で、「条例に基づく

環境影響評価の評価書の公告・縦覧の終了」に至っていることが必要と

される。 

留意点 着工申込み提出期限（条例アセス対象案件については、1年間の猶予措

置が設けられている。前記 IVご参照）までに上記手続を完了する必要

がある。それでもなお間に合わない案件については、事業計画自体を見

直す必要が生じ得る。 

 

4. 認定計画の追加的変更 
原案 

内容 「それ以降、認定計画に変更が生じない」ことが着工申込みの時点で必

要とされ、事後的に認定計画の変更が生じた場合には再度の着工申込み

が必要となる（その結果、調達価格が減額される可能性がある。）。 

問題点 変更内容の如何を問わずに上記ルールを一律に適用する場合には、系統

連系工事のスケジュールに影響を及ぼさないような項目の変更であっ

ても、調達価格の減額という重大な不利益を被るおそれがある。 

新ルール 

内容 着工申込みの提出時点12で、「着工申込みの提出後、運転開始までの間

に、再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請を行わないこと」

が必要となる。 

着工申込み後運転開始までの間に事業計画の変更認定申請が行われた

場合には、再度の着工申込みが必要となり、調達価格の変更が生じ得る。

他方、事業計画の変更届出（軽微な変更）や運転開始後の変更認定の申

請については、再度の着工申込みを行う必要はない。 

留意点 着工申込み後運転開始までの間に、事業者の変更、設備所在地の一部の

地番の変更、太陽光パネルの変更等によって事業計画の変更認定申請が

必要となる場合には、再度の着工申込みを行わなければならず、その結

果、調達価格が減額される可能性がある。 

                               
12 事業計画の変更処理手続中であっても、着工申込みを行うことは可能である。 



 

 

 
 

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。 

© 2018 Mori Hamada ＆ Matsumoto. All rights reserved. 

7 
 

5. 連系開始予定日の事後的変更 
原案 

内容 「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。）」に

は、再度の着工申込みが必要となる（その結果、調達価格が減額される

可能性がある。）。 

問題点 認定事業者の責めに帰すことができない事由（天災地変のような不可抗

力等）により工事が遅れ、連系開始予定日を変更せざるをえなくなった

場合においても、認定事業者が「調達価格の変更」という重大な不利益

を負担しなければならなくなる。 

新ルール 

内容 着工申込みの受領後、送配電事業者が指定する予定日に何らかの理由

（工事の遅延等）で連系開始が間に合わなくなった場合でも、再度の着

工申込みは不要とされる（したがって、調達価格の変更は生じない。）。 

留意点 事業計画の変更認定申請が必要となる場合には調達価格が減額される

可能性がある点に留意が必要である（前記 4ご参照）。 

 

Ⅵ. 太陽光パネルの変更 
 

新ルールの下で新たに運転開始期限が設定される事業については、着工申込み前であ

れば太陽光パネルの変更を行っても調達価格が変更されないこととされた（2018年 12

月 10日付で施行）。これは、現行制度上既に運転開始期限が設定されている事業との公

平性を図るとともに更なるコストダウンを可能にするための措置である。但し、太陽光

パネルの変更を行った場合には、前記 III 記載の適用除外には該当しなくなる（したが

って、運転開始期限が設定されるとともに、着工申込みの受領のタイミングによっては

調達価格の変更が生じる可能性がある）点に留意が必要である。 

 

Ⅶ. 結語 
 

原案は、未稼働状態にある認定取得済み太陽光発電案件に対して極めて厳格な措置を

講じようとするものであり、太陽光発電案件に関わる関係者に大きな衝撃を与えるもの

であった。認定事業者や金融機関をはじめとする資金提供者その他の関係者から、パブ

リックコメント手続を通じて数多くの意見が提示されたことからも、関心の高さが窺え

るところである。それらの意見の多くは、国民負担の軽減という制度変更の目的につい

ては理解を示した上で、具体的な措置の内容が可能な限り合理的なものとなるよう、建

設的な提言を行ったものであるように見受けられる。かかる意見を踏まえてなされた新

ルールにより、原案の問題点のいくつかについては柔軟かつ妥当な解決策が示されたと
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評価できる。 

但し、原案が維持された部分については原案の問題点が残されており、新ルールにつ

いても各項に示したとおり留意すべき点が少なからずある。新ルールにより、今回の措

置の対象が原則として電気事業法に基づく工事計画届出が未受理の案件に限定され、さ

らに大規模案件や条例アセス対象案件については着工申込みの提出期限の延期がなさ

れたとはいえ、制度変更の対象となる案件の関係者は具体的な対応の検討及び実施を早

急に行う必要がある。 

第 5 次エネルギー基本計画に示された再生可能エネルギーの主力電源化に向けて国

民負担の抑制と低コストの新規案件の促進は喫緊の課題とされており、今回の制度変更

以外にも今後必要な施策が取られていくものと考えられる。今回の制度変更の対象とな

らなかった太陽光案件及び他の電源種別の案件についても、コストの低減や早期の運転

開始が期待されているといえよう。今後の再生可能エネルギー事業の展開にあたっては、

政策の動向を注意深くフォローしつつ、大局的な見地から事業判断を行う必要がある。

当職らは、引き続き制度の動向に関する情報収集・分析を行い、幅広い関係者と意見・

情報交換しつつ、必要な情報の発信や、関係者へのアドバイスを行っていく所存である。 

 

（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 


