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はじめに
世界的に深刻な気候変動の影響回避のためには、化石燃料の利用を将来的にゼロにし、自
然エネルギーを中心としたエネルギー供給システムへの転換が求められている。世界では
その実現にむけて、高い自然エネルギー導入目標を掲げ、普及の促進を図っている国が多数
ある。欧州では、ドイツがこの動きを牽引しており、2035 年までに電力消費に占める自然
エネルギーの割合を 55~60%に、2050 年には少なくとも 80%とすることを目指している。
フランスでも 2030 年までに電力の 40%を自然エネルギーにすることを目標としている。
アメリカでも、カリフォルニア州やニューヨーク州では、2030 年までに電力の 50%を自然
エネルギーでまかなうことを定めている。
日本は、第 5 次エネルギー基本計画(案)で自然エネルギーの「主力電源化」を初めて掲げ
たが、2015 年に定めた長期エネルギー需給見通しを維持し 2030 年の自然エネルギー電気
の割合の見通しを 22~24%としている。これは世界の目標水準の半分かそれ以下の値であ
り、この水準では、
「主力電源化」とはほど遠いと言わざるをえない。
日本における自然エネルギーの主力電源化にむけた大きな課題として、第 5 次エネルギー
基本計画案で指摘されているのは、自然エネルギーの発電コストの高止まりと普及にとも
なう国民負担の増大である。この国民負担の抑制が「主力電源化にむけた待ったなしの課
題」とされている。ここで国民負担の抑制とは、
「電気事業者による再生可能エネルギーの
電気の調達に関する特別措置法」(以下、FIT 法とよぶ)による自然エネルギー電気の買取費
用を一定額に抑えることを意味している。2015 年に策定した長期エネルギー需給見通しの
検討時には、FIT 法における買取費用を 2030 年に最大約 4.0 兆円（税抜）とすることが必
要としていた 1。しかし、2018 年度の買取費用の見通しは約 3.1 兆円（税込）とされ、前年
度に比べて約 0.4 兆円増加した 2。これを税抜に換算すると、約 2.8 兆円に達する。4.0 兆円
という数字に縛られるかどうかは別としても、自然エネルギーの最大限の普及のためにも、
国民負担を抑制することは喫緊の課題である。
2030 年の自然エネルギーの導入水準（22〜24％）の達成を、国民負担の抑制をはかりな
がら、実現するため 3、2016 年 6 月に FIT 法が改正され、2017 年 4 月 1 日より施行され
た。以下、この改正された法律を「改正 FIT 法」と呼ぶ。こうした課題認識が背景にあるた
め、改正 FIT 法には、普及政策における賦課金の抑制や発電にかかるコスト低減を誘導す
るという仕組みが含まれている。問題は、これらの仕組みを有効に機能させることができる
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かどうかである。2017 年度は、この改正 FIT 法の施行初年度にあたり、本法の意図した効
果がどのように現れるか注目された。
本稿では、この観点にたって、2017 年度の改正 FIT 法の運用の結果を評価し、今後数年
の制度運用課題について論じる。具体的に、第１章では、2017 年度の改正 FIT 法の結果を
示す。特に懸案であった、FIT 法のもとでの未稼働案件への対応や、複数年買取価格および
価格目標、入札といった改正 FIT 法で初めて導入された施策の結果を示す。国の審議会等
の議論を把握している読者は、第 1 章を読み飛ばしていただいて差し支えない。第 2 章で
は、現状の自然エネルギーの発電コストについて試算した。改正 FIT 法の重要な目的の一
つは、自然エネルギーの発電コストの低減であり、その成果を評価していくためには発電コ
スト分析は重要な指標となる。第 3 章では、1 章と 2 章の検討を踏まえて、改正 FIT 法の
運用上の課題を検討したうえで、第 4 章では、それらの運用上の課題に対する対策の方向
性を示す。
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第１章

改正 FIT 法への移行初年度の結果

第１節

改正 FIT 法の制度特徴

改正 FIT 法は、多くの改正点があるものの、2015 年に定めたエネルギーミックスの目標
達成と国民負担の抑制という観点からいえば、おおきく４つの改正点が挙げられる。以下、
それら４つの改正点について概観しておく。
第一に、新しい認定制度への移行システムを導入した。FIT 法の設備認定制度のもとで
は、認定を取得しながら稼働をしない未稼働案件が大量に発生した。そのため、新しい認定
制度（以下、事業計画認定）を創設し、認定設備も含めて事業計画認定への移行をもとめる
こととした。それにより、未稼働案件を排除し、かつ新たに事業計画認定される案件につい
ても、認定取得後の速やかな稼働を促すことになる。
第二に、太陽光発電が先行して普及したが、地熱発電・風力発電・水力発電、バイオエネ
ルギー発電も導入拡大の後押しをすすめる、ということである 4。表 1 には、2030 年のエ
ネルギーミックス(2015 年策定)を議論していた 2014 年末時点の電源別の稼働量と認定容
量を示している。また、同表の右端には、それらの稼働量及び認定容量(FIT 前導入量含む)
がエネルギーミックスの（最大）水準にどの程度到達しているかを示している。これを見る
と、認定量(+FIT 前稼働量)とエネルギーミックスの最大水準を比較すると、太陽光以外は
達成率 50％を下回っている。つまり、2030 年のエネルギーミックスの水準を達成するため
には、太陽光以外の電源について、さらなる普及促進が必要であった。
太陽光が先行して導入が進んでいるのは、計画から運転開始までの期間（以下、リードタ
イム）が比較的短いからである。他の電源は、ものによってはリードタイムが 10 年近くか
かるものもある。こうしたリードタイムの長い電源の導入をさらに後押しするため、
「複数
年買取価格」をあらかじめ決定し、提示することとした。

4

以下、太陽光発電は太陽光、風力発電は風力、地熱発電は地熱、水力発電は水力、バイオエネルギー発電はバイオ

エネルギーと略記する。
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表 1

電源別の稼働量及び認定容量、エネルギーミックス 2015 の水準
2014 年末時点
FIT 前

新規認定

稼働量

稼働量

2030 年

認定容量

2014 年末時点の達成率

需給見通し

稼働量

認定量

(最大)

ベース

ベース

太陽光

497

1,541

7,088

6,400

32%

119%

風力

253

23

150

1,000

28%

40%

中小水力

21

4

35

201

13%

28%

地熱

52

0

2

155

34%

35%

112

14

126

601

21%

40%

バイオマス

出所：2014 年末のデータは、資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト」より。
注：「2014 年末時点の達成率」とは、長期エネルギー需給見通しで示された 2030 年の電源ミックスの見通しに対し
て、2014 年末時点においてどの程度に達しているかを示している。

第三に、コスト効率的に自然エネルギー普及を進めるために、固定価格買取制度において
は、中長期的な買取価格目標を設定し（改正 FIT 法第 3 条 12 項）
、買取価格の算定におい
ては、足下の通常要する費用情報等だけでなく、価格目標も勘案することとした。これによ
って、固定価格買取制度を通じて、発電事業者やメーカー等にコスト低減を誘導する。
第四に、改正 FIT 法第 4 条において、経産大臣が電力消費者の負担軽減を図る上で有効
と認めるときは、競争入札制を導入することができるとした。競争入札制を導入すること
で、コストの低減を促し、低コストでの自然エネルギー電気の調達が可能になると考えられ
ている。2017 年度、18 年度については、2000kW 以上の大規模太陽光発電を対象に試行的
に競争入札を実施することとした。
以下では、改正 FIT 法で新たに導入された上記４つの改正ポイントについて、2017 年度
の実施結果を述べる。
第２節

未稼働設備への対応

事業計画認定への移行にともない、旧認定を受けていた設備は、原則として 2017 年 3 月
末までに送配電事業者と接続契約を締結することが求められていた。当該契約締結ができ
なかった設備は、旧認定が失効することとなっていた。
10kW 以上の太陽光については、未稼働案件がもっとも重大な問題となっていたため、そ
の失効した設備容量が注目されていた。図 1 に示すとおり、2017 年 3 月末時点の認定量
（移行認定分＋新規認定分）の合計は、7917 万 kW であったが、そのうち 1463 万 kW が
2017 年 4 月時点で認定失効となった。ただし、この失効した認定量は、2016 年 6 月末まで
に認定を受けた設備についてのものであり、2016 年 7 月から 2017 年 3 月末までの認定設
備の失効容量は現段階では不明である。不明分の失効容量を勘案しない 2017 年 9 月末時点
の 10kW 以上の太陽光の認定容量は、6635 万 kW とされている。
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図 1

③=④-(①-②)

2017年9月

④

10kW 以上太陽光の認定状況の推移

出所：第 35 回調達価格等算定委員会資料 1 及び「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」より作成
注：2017 年度推定認定量は移行認定分が 2017 年 9 月迄に事業計画認定に移行したと仮定して推計

バイオエネルギーの認定容量の動向も重要になってきている。2017 年 9 月から 2 万 kW
以上の一般木質バイオマスの買取価格が引き下げられることを見越して、2016 年度末から
認定が急増した。このため、2017 年 3 月末時点の認定量（移行認定分＋新規認定分）の合
計は、1354 万 kW に達した。これら設備容量のうち、2017 年 4 月時点で失効した認定容量
は 95 万 kW にとどまる。太陽光と同様に、この失効容量は、2016 年 6 月末までに認定を
受けた設備についてのものであり、2016 年 7 月から 2017 年 3 月末までの認定設備の失効
容量は現段階では不明である。不明分の失効容量を勘案しない 2017 年 9 月末時点の認定容
量は、1275 万 kW とされている。
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出所：第 35 回調達価格等算定委員会資料 1 及び「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」より作成
注：2017 年度推定認定量は移行認定分が 2017 年 9 月迄に事業計画認定に移行したと仮定して推計。
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その他の電源区分についても 2017 年 4 月時点での失効量は相対的に小さい。しかし、
2016 年度末に風力、中小水力において駆込認定が起こっており、これらは旧認定取得から
9 ヶ月以内に接続契約締結できなければ、当該認定が失効する。これらの失効状況はまだ公
表されていない。
以上、一部失効分が不明であるものがあるものの、事業計画認定への移行にともない、未
稼働案件の排除については一定の効果があったといえる。事業計画認定のためには、送配電
事業者との接続契約が必要である。接続契約締結後、事業者は速やかに着工を開始するとみ
られているので、基本的に未稼働案件は減少していくものと考えられる。
第３節

複数年買取価格

複数年買取価格の対象と期間、価格設定の仕方
調達委は、リードタイムの長い電源として、風力、地熱、中小水力、バイオマスを対象と
して、複数年買取価格を設定することとした。具体的な複数年度の年数の設定については、
事業者が事業化の決定をおこなってから、事業計画認定を取得し、買取価格が決定されるま
での期間を基準とした(調達委、2016, p.4)。この基準にもとづき、風力(20kW 以上)と地熱
については、3 年間の買取価格を定めることとしている。中小水力とバイオマスについては、
事業化判断から 2 年で認定取得に至るが、地元調整や関係法令の手続きに時間がかかるお
それを考慮して、3 年間の買取価格を定めることとした。
表 2

太陽光
(10kW 未満）

陸上風力
(20kW 以上）

複数年買取価格の算定手法

2016 年度算定委

2017 年度算定委

上位 25％のトップランナー水準のシ

トップランナー水準のさらなる

ステム費用を 3 年後に目指すため、

コスト低減効果を注視するた

段階的に買取価格を引き下げる。

め、3 年後の価格を設定せず。

3 年後に 7500kW 以上の設備の資本
費・運転維持費の水準を達成するこ

前年度と同一手法で設定。

ととし、段階的に価格を引き下げ。
コストデータが少ないため、価格据

着床式については 3 年後の価格

え置き。

を設定せず。

地熱

価格据え置き

価格据え置き

中小水力

価格据え置き＋区分の新設

価格据え置き

バイオエネルギー

価格据え置き＋区分の新設

洋上風力

一般木質について、18 年度以降
の複数年買取価格の取消。

出所：調達委(2016b)(2018)より作成。
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複数年買取価格の設定の仕方は、各電源で異なっている（表 2）
。10kW 未満の太陽光、
20kW 以上の陸上風力に対しては、コストの安価な設備のデータをもとに複数年価格を定め
ている。これに対して、洋上風力、地熱、中小水力、バイオマスは、基本的にこれまでの買
取価格を据え置くこととしていた。ただし、中小水力およびバイオマスについては、比較的
大規模な設備については、新しい買取区分をつくり、買取価格を引き下げる形で算定しなお
している。
2017 年度の複数年買取価格の設定に関して
2017 年度は、複数年買取価格適用初年度となったが、同時に試練の年ともなった。一般
木質発電は、2 万 kW 以上の設備について、2017 年 9 月から買取価格の引き下げが決定さ
れると、2016 年度末に認定申請の駆込が発生した（図 3）
。この事態に対して、調達委は、
一旦定めた 2018 年度及び 19 年度の買取価格を消し、2018 年度以降は入札制に移行させる
こととした。
1,400
1,200

万kW

1,000
800
600
400
200
0

図 3

一般木質発電の設備認定量の推移

出所：
「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」より作成

第４節

価格目標の導入の成果

2017 年度末時点で、価格目標については以下のように定められている（表 3）
。太陽光
(10kW 未満)については、2019 年度を目途に、
「調達価格が家庭用電気料金並み」と定めら
れている。これは、2019 年度の調達価格が 24 円/kWh(出力制御対応機器設置義務なし)と
定められており、すでに到達している水準である。非住宅太陽光については、発電コストベ
ースで 2020 年 14 円/kWh、2030 年 7 円/kWh としている 5。陸上風力についても、発電コ
ストベースで 2030 年 8~9 円/kWh としている。着床式洋上風力については、2017 年度に
陸上風力と同等の価格目標を定めた。

5

設定根拠は、NEDO 技術開発戦略目標による。算出根拠等の詳細は、NEDO(2014)を参照のこと。

7

価格目標の重要性は、発電事業者に対して、将来のコスト削減の努力を促すのに加えて、
買取価格算定の際にも考慮されている。具体的には、価格目標にむけてコスト低減を誘導す
るために、買取価格算定の際には、平均より安価な設備のコストを参照している。それによ
り、買取価格は年々低減する形となっている（図 4）。これにより、発電事業者に買取価格
の見通しを与えつつ、着実なコストの低減を動機づけることが可能となっている。
他方で、価格目標が設定されていない買取区分においては、これまでどおり足元のコスト
を参照して算定されている。しかも複数年の買取価格を定めているので、コスト低減を促す
形にはなっていない。
表 3
電源

価格目標

設定年度

目標年

価格目標
調達価格が家庭用電気料金並

太陽光（10kW 未満）

2016 年度

2019 年

み。それ以降、早期に売電価格
が電力市場価格並み。

2020 年

発電コスト 14 円/kWh

2030 年

発電コスト 7 円/kWh

2016 年度

2030 年

発電コスト 8~9 円/kWh

2017 年度

2030 年

8~9 円/kWh（着床式）

-

-

太陽光 (10kW 以上)

2016 年度

陸上風力
洋上風力(着床式)
地熱・中小水力・バイオマス・
浮体式洋上風力

具体的な目標はなし

出所：調達委(2016b)(2018)より作成。
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2019年度
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太陽光・陸上風力の買取価格

出所：調達委(2016b)(2018)より作成。
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第５節

2017 年度入札の結果

2017 年度は、2000kW 以上の太陽光を対象として入札が行われた。募集内容は、表 4 に
あるとおりである。募集容量は、50 万 kW（=500MW）とされた。
表 4

2017 年度の入札実施概要

項目

内容

発電設備の区分

2000kW 以上の太陽光

募集容量

50 万 kW

上限価格

21.00 円/kWh

買取価格の決定方式
買取期間
運転開始期限

ペイアズビッド（落札した場合の買取価格は、入札した価格に消
費税及び地方消費税を加えた額）
20 年
認定日より 3 年以内（期限内に運転開始しない場合、運転開始期
限を超過した期間分買取期間が短縮される）
出所：低炭素投資促進機構(2017)より作成。

入札の手続きフローは、図 5 のとおりである。このフローの中で重要なのは、入札参加
者による保証金の支払いである。入札参加資格を有する希望者は、入札に参加するために、
手数料として第一次保証金を支払う。第一次保証金単価は、500 円/kW である。その後、
2017 年 10 月 27 日から 11 月 10 日の期間に入札募集が行われ、入札結果は 11 月 21 日に
公表された。落札者は落札決定後 1 ヶ月以内に第二次保証金を支払うことが義務付けられ
る。第二次保証金額単価は、5000 円/kW である。落札決定者が、期限内に第二次保証金を
支払わない場合は、落札者決定が取り消される。また、落札者決定から 3 ヶ月以内に認定を
受ける必要がある。
こうした制度設計にもとづいて行われた第 1 回の入札の結果は、極めて低調であった。
入札をした事業者は 9 件で合計設備容量は 14 万ｋW であった。募集容量 50 万 kW に遠く
及ばない容量であった。その結果、入札した 9 件すべてが落札された。しかし、落札した案
件のうち 5 件が、第二次保証金を支払わなかったため、落札者決定が取り消された。最終的
な落札者は 4 件で、その合計設備容量は 4 万 kW となった。入札が札割れを起こす事態と
なり、入札は競争的な状況にはならなかった。

9

図 5

2017 年度入札手続きのフロー
出所：調達委(2016b)より作成。

落札価格は、表 5 に示したとおり、最低価格は 17.2 円/kWh で、最高価格は上限価格の
21.0 円/kWh であった。第二次保証金を支払った落札案件の加重平均価格を計算すると、
19.2 円/kWh であった。これは、10kW 以上の太陽光の同年の固定価格買取価格 21 円/kWh
に比べて、8.7%低い価格である。他方で、ほぼ同時期(2017 年 10 月)にドイツで行われた
太陽光に対する入札の平均落札価格は 4.91 ユーロセント/kWh(6.4 円/kWh: 1 ユーロ 130
円で計算)であった。日本の落札価格は、ドイツに比べて 3 倍以上高い価格となった。
表 5
落札価格(円/kWh)

2017 年度の入札結果
設備容量(MW)

第二次保証金支払

17.2

7.2

○

18.0

15.4

○

19.0

18.0

19.4

10.5

☓

19.5

12.0

20.0

30.0

20.5

30.0

21.0

5.6

○

21.0

12.6

○

合計

141.3

☓
☓
☓
☓

出所：一般社団法人低炭素投資促進機構 (2017b)より作成
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第２章

2017 年の FIT 対象電源の発電単価

改正 FIT 法は、自然エネルギーの発電コストの低減を一つの重要な課題としている。と
くに、日本の自然エネルギーの発電コストは、他国に比べて極めて高いとされている。しか
し、しばしば資源エネルギー庁が根拠として掲載しているのは、海外と日本の買取価格の比
較である。買取価格はコストを反映している場合もあるが、特に国が価格を定めている際に
は、コストと価格が乖離する可能性がある。入札制においても、競争的な市場になっていな
い場合には、事業者はコストを超える価格を入札する可能性もある。したがって、FIT の買
取価格ではなく、コスト情報をもとに発電コストを検証するのが適切である。とくに直近の
発電コストの動向がどのように変化してきているのか、確認するのが望ましい。そこで、本
章では、
算定委等の資料をもちいて、
2017 年までの FIT 対象電源の発電コストを試算する。
本レポートでは、電源別の発電コストの大小を比べるため、耐用年数全体の期間にわたっ
て均等化された 1kWh あたりの発電コスト（以下、発電単価とよぶ）で比較する。この方式
は、電源間のコスト比較をするために、Levelized Cost of Electricity (LCOE)と呼ばれ、世
界的にも広く用いられ、日本でも「発電コスト検証」などで政府のエネルギー政策決定の際
にも活用されてきた。
第１節

算出の対象電源

FIT 対象電源は、太陽光、風力、バイオエネルギー、中小水力、地熱である。同じ電源で
も規模などにより買取区分が別れている。とくにバイオエネルギーに至っては、燃料種類や
規模によって多数の買取区分に分かれている。発電単価算出にあたっては、ある程度普及が
進み、直近の資本費などのコスト情報が利用可能でなければならない。そこで、ここでは、
FIT 施行から 2017 年 9 月末までに、10 万 kW 以上の導入がなされている買取区分を対象
とする。この条件に該当するのは、太陽光（10kW 未満及び 10kW 以上）
、陸上風力(20kW
以上)、中小水力(1000kW 以上 3 万 kW 未満)、バイオエネルギーのうち、未利用木材、一
般木質、一般廃棄物その他である。
本レポートでは、特に以下の電源・買取区分について、発電単価を算出する。なお 10kW
以上太陽光については、規模によって発電単価の違いが見込まれることから、小規模の
10kW 以上 50kW 未満と大規模の 1000kW 以上について分けて発電単価を計算する。
住宅用太陽光(10kW 未満)
太陽光（10kW 以上 50kW 未満）
太陽光（1000kW 以上）
陸上風力（7500kW 以上）
中小水力(5000kW 以上 3 万 kW 未満)
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バイオエネルギー（一般木質）
バイオエネルギー（未利用木質；2000kW 以上）
発電単価の計算方法については、
発電コスト検証ワーキンググループ
（以下、
コスト WG）
の計算方法を用いる。このうち、2017 年の資本費、運転維持費、設備利用率については、
調達委のデータを用いた。ただし、いくつかのデータについては、2017 年の調達委のデー
タはなく、FIT 開始以降に稼働した設備の平均値や中央値しか掲載されていない場合もあ
る。それらについては、2017 年の単年のデータではない。
また、割引率には、ここでは、発電事業者が事業を行うための資本を調達するコスト、す
なわち資本調達コストを用いる。ここでは投資を行うかどうかを判断するハードルレート
としての加重平均資本コスト(weighed average cost of capital: WACC)の概念を採用する 6。
加重平均資本コストの値は、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）
の借入資本コストと株主資本コストの値、およびそれらの比率を参照して計算した。住宅用
太陽光のみは、日銀金融経済統計月報より長期国債金利及び住宅ローン金利より加重平均
資本コストを計算した。また、運転期間については、住宅用太陽光以外は、FIT の買取価格
との比較を可能にするため、FIT の買取期間と同じ値を採用した。住宅用太陽光の FIT 買
取期間は 10 年だが、他の買取期間にあわせて 20 年と置いた。
この方法で計算される発電単価を卸電力単価と比べることで、FIT からの自立可能性を
評価することが可能になるであろう。ここでは、卸電力単価は、2017 年度の日本卸売電力
取引所のシステムプライスの平均値 9.7 円/kWh を採用する。
第２節

2017 年の発電単価の計算結果

2017 年の発電単価の計算結果は図 6 のとおりである。
発電単価は、
未利用木質を除いて、
25 円/kWh 以下の値となっている。今回の計算した中でもっとも安価な電源は、中小水力
(5000kW 以上 3 万 kW 未満)であり、13.5 円/kWh である。次に安価なのは、陸上風力であ
り、13.8 円/kWh となっている。2017 年度の卸電力価格の平均値 9.7 円/kWh とくらべる
と、いまだ 4 円/kWh 程度高い水準にある。FIT 制度のもとでもっとも普及がすすんでいる
太陽光発電については、1000kW 以上のメガソーラーについては、20.1 円/kWh、小規模の
10~50kW の低圧太陽光は 23.1 円/kWh という水準である。一般木質については 24.0 円
/kWh と買取価格と同一値になった。未利用木質については、さらに高く、30.8 円/kWh と
なった。なお、一般木質及び未利用木質は、熱利用を勘案していない。

6

IEA&NEA においては、発電単価は、投資家や発電事業者が、資本調達に必要なリターン以外に利益も損失もでな

い、割引されたコスト水準を示す。
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発電単価の試算結果（運転期間：20 年）

以上は、運転期間を 20 年とした場合の発電単価である。しかし、電源によっては、より
長期の運転が可能な電源もある。そこで運転期間を設備が利用可能な年数まで延長した場
合の発電単価についても試算した。海外においては、すでに陸上風力、太陽光については、
25 年の運転も可能とされており、実際の発電単価の計算においても 25 年運転を前提とさ
れている 7。一般木質、未利用木質については、ボイラーやタービン等火力発電と類似する
設備が用いられており、
技術的には火力発電と同等の 40 年運転も可能であると考えられる。
水力発電については、政府のコスト WG (2015)では、1.2 万 kW のモデルプラントについて
40 年と 60 年の運転期間を設定している。そこで、中小水力(0.5~3 万 kW)については、40
年の運転期間での試算を示す。
図 7 に示したように、運転期間を長くすると、発電単価は下がる。特に、中小水力(0.5~3
万 kW)については、10.5 円/kWh となり、2017 年度の卸電力価格とほぼ同等の水準になっ
た。陸上風力、太陽光については 5 年の運転期間延長で約 10%程度の発電単価の下落とな
った。燃料費のかからない、風力、太陽光、水力の場合、運転期間の長期化は、発電単価低
減の効果が大きいことがわかる。
他方で、バイオエネルギーについては、運転期間を 20 年延長してもわずかな発電単価の
下落にとどまる。これは、バイオエネルギーの場合、燃料費がかかるため、運転期間を長期
にしたとしても、それだけかかるコストも増え、全体としてのコスト低減効果は限定的とな
るからである。

7

例えば、IEA&NEA (2015)や IRENA(2018)では、太陽光、風力発電の運転期間を 25 年としている。
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図 7 発電単価の試算結果
（運転期間：陸上風力・太陽光：25 年、その他：40 年）

第３節

発電単価の推移

次に FIT 施行以降の発電単価の推移をみる。太陽光については、規模にかかわらず、発
電単価の大幅な下落が 2012 年から 14 年にかけて起っている。2015 年以降は、下落傾向が
緩やかとなっている。
太陽光の発電単価の下落要因は、大規模なものと中小規模ではやや異なる点がある。メガ
ソーラー以外の小規模の太陽光（ここでは 10kW 以上 50kW 未満）では、2012 年以降、資
本費が大きく下落している。同時に、系統側発電出力を超える出力の太陽電池を載せる過積
載が進んでおり、その結果、設備利用率が向上している。10kW 以上の太陽光の設備利用率
について、2013 年 10 月からの 1 年間は 13.3%であったのが、2016 年 6 月からの 1 年間は
14.1%に上昇している(調達委, 2016a & 2018)。
メガソーラーも過積載が進むなどにより、設備利用率が改善している。1000kW 以上の太
陽光の場合の設備利用率は、2013 年 10 月からの 1 年間は 14.2%であったのが、2016 年 6
月からの 1 年間は 15.6%に上昇している(調達委, 2016a & 2018)。また運転維持費も低減し
ており、2012 年に比べて 2017 年の運転維持費はほぼ半分にまで下がってきている。他方
で、メガソーラーの資本費は横ばい傾向にある。これは、システム単価がなかなか下がらな
い上に、接続費および土地の造成費が増加している影響による。
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太陽光の発電単価の推移

陸上風力(7500kW 以上)については、2012 年の 17.5 円/kWh から、2017 年の 13.8 円
/kWh へと下落傾向が見られる（図 9）。主要な下落要因は、資本費の低減と設備利用率の
改善によるものである。資本費（中央値）は、当初 30 万円/kW を超えていたが、2016 年
を例外として、最新の 2017 年には 27 万円/kW にまで約 10%の低減が見られる（調達委,
2018）
。2016 年の資本費は一時的に 36 万円に跳ね上がっているが、これが一時的なもので
あるか、今後も注視が必要である。
他方で、設備利用率に大きな改善があった。平均的な日本の陸上風力の設備利用率は、
20％とされていたが、FIT 開始後に運転開始した設備は、設備利用率が急激に向上してい
る。
2011 年以降に稼働した風力発電の設備利用率は、2014 年 10 月からの 1 年間では 25.1%、
2015 年 7 月からの 1 年間では、24.8%、2016 年 6 月からの 1 年間では 26.8%となっている
(調達委, 2018)。それ以前に稼働したものは、いずれの期間も 17~18％にとどまっており、
あきらかに設備利用率の大幅な上昇が見られる。
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風力、水力、バイオエネルギーの発電単価の推移

中小水力(0.5~3 万 kW)については、買取区分が 2017 年度に区分されたため、コストデ
ータとしては、2016 年度分と 17 年度分しかない。このため、この 2 カ年の発電単価を試
算している。発電単価は、14.4 円/kWh から 13.5 円/kWh と約 1 円下落している。これは、
資本費の下落によるものである。ただし、この傾向が継続するかどうかは注視が必要であ
る。他方で、運転維持費は横ばいである。また、設備利用率のデータは公表されていないた
め、コスト WG が想定している設備利用率の 45%と置いている。しかし、資源エネルギー
庁の出力別包蔵水力によれば、5000kW から 1 万 kW の既開発水力では、実績の設備利用率
は 59%、１~３万 kW の既開発水力では、52%の設備利用率の実績となっており、コスト
WG の想定と実績の数字に乖離がある 8。既開発案件は条件の良いところが開発されている
可能性が高いとしても、かなり大きな乖離であるため、FIT 法のもとで開発された稼働設備
の設備利用率に関するデータの公表が求められる。
バイオエネルギーのうち、一般木質において、発電単価の下落傾向が見られる。一般木質
発電のコスト下落要因は、発電所の大規模化による熱効率の改善にある。図 10 にあるよう
に、発電所の大規模化は極めて顕著である。2014 年に運転開始した発電所の平均設備容量
は、0.6 万 kW であったのに対して、2015 年から 16 年には 1.8~1.9 万 kW になり、2017 年
には 2.9 万 kW と急速に発電所の大規模化が進んでいる。これにより、熱効率が改善してい
ることが推測される (図 11)。熱効率の改善は、同じ量の燃料に対して発電量が増える効果
がある。これにより、1kWh あたりの発電単価が下落している。

8

資源エネルギー庁 出力別包蔵水力（一般水力）

(http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/hydroelectric/database/energy_japan006/),
2017 年３月末時点
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3.5

2.9

平均設備容量(万kW)

3.0
2.5

1.9

1.8

2.0
1.5
1.0

0.6

0.5
0.0

2014年

2015年

2016年

2017年1~9月

図 10 各年に運転開始した設備の平均設備容量（一般木質）
出所：資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」より作成

発電電力（KW）
出典︓電力中央研究所報告「FIT 導入に伴う国内バイオマス発電所設備の開発動向と石炭火力混焼発電への影響調査」より

図 11

木質等バイオマス発電の発電出力と発電効率の関係
出所：調達委 (2016b)

未利用木質については、方向性が一定しない。2014 年の発電単価 33.0 円/kWh から比べ
ると、2017 年の発電単価は 30.8 円/kWh と下がっている。しかし、2015 年の 29.0 円から
は継続的に上昇している。この変動は、燃料費の価格変動によるものである。2014 年時点
における燃料価格は、11141 円/トンであったが、2015 年には 7809 円/トンに下落、しか
し、2016 年には、9580 円/トンに上昇し、2017 年もわずかに上昇している。このように、
燃料価格の変動によって発電単価が大きく変わってきているため、発電単価の方向性が一
定ではない。この点は、未利用木質だけの問題ではなく、一般木質についても今後燃料価格
が大幅に変動することになれば、それによって発電単価も変動する。この特徴は、他の自然
エネルギー電源にはない、バイオエネルギー特有のものであるといえる。
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バイオエネルギーについては、燃料費の変動性という問題以外にも、相対的に発電単価が
高めになっているという問題がある。これは運転期間を延ばしても効果が小さいことは示
したとおりである。ただ、コスト削減の余地が無いかといえば、そうとも言えない。まず、
図 10 に示したように発電設備の規模は大規模化している。プラントの建設費は規模が大き
くなるほど単価が低減するとされている。三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング (2016)の
推計式では、2 万 kW の発電所の場合、その建設費は約 27 万円/kW となる。しかし、調達
委(2018)の資本費のデータをみると、2 万 kW 近傍の発電所でも資本費が 40 万円/kW を超
えているものがおおく、資本費が高止まりしている可能性がある。これは、FIT 後建設需要
が集中して起っていることによる可能性がある。この資本費が適正水準に落ち着けば、発電
単価の下落は十分に可能であろう。
また、電力だけでなく熱も生産することで、発電単価を引き下げられる可能性がある。自
然エネルギー財団(2018)で示したように、熱電併給は総合エネルギー効率を向上させると
ともに、電力需給において調整力を提供しうる。久保山ら(2017)の検討のように、条件制約
はあるものの、電力に加えて熱も販売することで、発電単価も下げられ、全体の経済性が向
上する可能性がある。
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第３章

改正 FIT 法の運用課題

第 1 章と第 2 章で、改正 FIT 法の運用結果および主要な FIT 電源の発電コストの動向を
整理した。本章では、前章を踏まえて、改正 FIT 法の運用課題について検討する。改正 FIT
法における FIT と入札は異なる制度運用になっているため、両者は分けて論じる必要があ
る。そこで、第 1 節から 5 節までは、FIT の制度運用に関する問題を取り上げ、入札制の制
度運用に関する問題は第 6 節で取り上げる。
第１節

発電単価と買取価格の乖離

まず、発電単価と買取価格が合致しているかどうかを検討する。ここでは、前章で分析し
た発電単価と、それらの設備が適用されていると想定される買取価格（想定買取価格）とを
比較した（表 6）
。想定買取価格は、2017 年に運転開始した設備が FIT 法の設備認定を取
得したであろう年度を予測し、当該年度の買取価格を示している。
表 6

発電単価と想定買取価格との比較

2017 年発電単価

太陽光
(1MW 以上)
陸上風力
(7.5MW 以上)
一般木質
未利用木質
(2MW 以上)
中小水力
(5~30MW)

想定買取価格

20.1

32~40

13.8

22.0

24.0

24.0

30.8

32.0

13.5

24.0

想定買取価格の根拠

2012 年度・13 年度・14 年度未稼働認
定設備の存在
運転開始までの期間を 4 年とし、2013
年度価格を参照
運転開始までの期間を 3 年とし、2014
年度価格を参照
運転開始までの期間を 2 年とし、2015
年度価格を参照
運転開始までの期間を 4 年とし、2013
年度価格を参照

表 6 から言えることは、一般木質や未利用木質（2MW 以上）を除いて、発電単価は適用
される買取価格よりも大幅に低い値となっている、ということである。発電単価と買取価格
との乖離幅が大きいのは、太陽光（1MW 以上）、中小水力(5~30MW)、陸上風力(7.5MW 以
上)の順である。とくに、太陽光（1MW 以上）のうち、2012 年度の認定を取得した案件は、
40 円/kWh の買取価格に対して、発電単価 20 円/kWh と約 2 倍の差となっている。発電単
価と買取価格との差額は、発電事業者あるいは投資家の利益を増大させることにつながる。
問題は、なぜこのような大きな差が生じているのか、ということである。大きく分けて 2
つの要因が考えられる。第一に、これまで買取価格の設定時点において運転開始時点のコス
トを予測し、また運転開始時期をコントロールしていなかったためである。第二に、買取価
格を設定する際の適正利潤の想定が資本調達コストを上回っていることによる。以下、詳細
に述べる。
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第２節

運転開始時点を予測した価格設定及び運転開始時期の管理の問題

調達価格等算定委員会が買取価格を設定する際には、基本的に、直近、あるいは FIT 法
導入後のコストデータをもとに、次期の買取価格を設定する（図 12 の買取価格設定時点）。
その設定された価格にもとづき、新たな認定申請をしたものが、認定を受け、発電所の建設
を行い、運転を開始する。この買取価格の設定時点から運転開始までに、タイムラグがある
(図 12 の赤い矢印)。

図 12

買取価格と発電単価の乖離

このタイムラグ期間中に、発電単価が下落した場合、買取価格と発電単価に大きな乖離が
できることになり、事業者あるいは投資家の利益になると同時に賦課金の増大につながり、
国民負担は増大する。こうした構造のため、発電事業者にはできるだけ早期に認定を取得
し、買取価格を確保しようとするインセンティブが働く。そして、多くの発電事業者が価格
改定のタイミングで認定取得をもとめて、殺到する「駆込認定申請」が起きやすくなる。こ
の問題は、未稼働案件の累積という、より大きな問題を引き起こしてきた。
発電単価と買取価格との乖離をできるだけ少なくするためには、①買取価格設定の時点
で、運転開始時点の発電単価を予測した買取価格を設定すること、②認定時点と運転開始時
点の時間的乖離を小さくすることが重要になる。
2017 年度までの調達委において、①のように将来の発電単価を予測しながら、買取価格
を定めていない。それに近いものとして、2013 年度調達委で、認定を取得したものの運転
開始していない 400kW 以上の太陽光に関する実態調査を行い、そのシステム費用データを
買取価格算定の基礎として用いたことがある（調達委, 2014, p.4）
。その他には、2017 年度
調達委において、2020 年度の陸上風力の買取価格算定にあたって、接続費用が上昇するの
ではないかとの懸念があがったため、送配電会社が接続検討をおこなった際に提示した接
続費についての情報を参照した（調達委, 2018, p.18）
。これは、現在、事業化が検討されて
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いる事業の接続費についてデータであり、将来の資本費の一部を構成するものである。この
ように、調達委においては、断片的に将来のコストに関するデータを集め、用いることがあ
ったものの、基本的には将来のコストを予測して買取価格を算定しようとはしてこなかっ
た。
過去のコストデータは、実際の発電コストを規定するもので、重要であるが、買取価格が
適用されるのは、将来の認定設備に対してである。例えば、認定から運転開始まで 4 年かか
る発電設備があるとして、その発電設備が 2018 年度に認定を取得した場合、その設備が稼
働するのは、2022 年度となる。であれば、その 2018 年度の買取価格を決める際には、2022
年度のコスト動向を予測しなければならない。
特に、複数年買取価格を定める際には、3 年後の認定申請分に対して適用される買取価格
なので、さらに慎重にコストを検討する必要がある。2017 年度調達委では、複数年買取価
格について、いくつかの買取区分で 2020 年度の買取価格を定めた。この価格で 2020 年に
認定を受けた設備が運転開始するのは 2020 年代なかば以降であろう。その意味で複数年買
取価格の設定の際には、将来コストを必ず見通して置かなければ合理的な買取価格設定は
できない。
②については、そもそも、諸外国の FIT では、発電事業者が買取価格を確保できるのは、
認定時ではなく、運転開始時点の国がおおい。その場合、買取価格が付与される時点と運転
開始時点とのタイムラグはゼロになるので、買取価格の設定の際に、足元の発電単価を参照
したとしても、発電単価と買取価格との乖離は起こりにくくなる。

出所：資源エネルギー庁 (2018)

この問題に対して、日本の場合は、以下の 2 つの対策を実施してきている。第一に、認定
取得の条件の 1 つとして、接続契約を求めることとし、着工に至る蓋然性が高い案件に認
定を出すこととした。第二に、2018 年度より太陽光以外にも運転開始期限を設けて、当該
運転開始に遅延した場合、遅延期間分、買取期間が短縮されることとした（経済産業省告示
第 50 号）
。運転開始期限は、表 7 のとおりである。これにより、認定取得後、速やかに運
転開始するよう誘導することとしている。
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表 7

運転開始期限

運転開始期限
太陽光

3年

風力

4年

中小水力

7年

地熱

4年

バイオエネルギー

4年

環境影響評価法に基づく環境アセスが必要な場
合は 8 年
環境影響評価法に基づく環境アセスが必要な場
合は 8 年

出所：経済産業省告示第 50 号(平成 30 年 3 月 30 日)より作成

問題は、運転開始期限をどのように設定するかである。表 7 で示したように数年のタイ
ムラグが大きな発電単価と買取価格の乖離に結びついていることを踏まえる必要があり、
長すぎる期限を設定しても意味がない。この点から、特に、中小水力に対して 7 年の運転開
始期限を設定することが妥当なのかどうかが問題である。中小水力のこれまでの認定と稼
働実績の動向をみると、2017 年 9 月末までに稼働した設備容量(特定水力除く)は約 27 万
kW ある。この数値は、2014 年 2 月末の認定量 26 万 kW に近い。このことから、2014 年
初頭に認定をうけたものが、2017 年 9 月末までに稼働していると見られる。この間、約３
年 7 ヶ月である。このことから、中小水力に７年の運転開始期限を与えることが妥当なの
か疑問である。
風力の場合、４年という運転開始期限は概ね妥当だと考えられる。2017 年 9 月末までに
稼働した設備は 83 万 kW であり、これは 2013 年 10 月末の認定量にほぼ等しい。この間、
ちょうど 4 年である。
他方、風力と地熱については環境アセスに関する例外規定をもうけて運転開始期限を追
加的に 4 年延長することが可能となっているが、これは複数年買取価格との整合性がとれ
ていない可能性がある。そもそも、第 1 章で述べたように、複数年買取価格は、
「事業化決
定後に買取価格が決定していないリスク」に対処するためであった。複数年の設定は、事業
者が事業化の決定をおこなってから、認定を取得し、買取価格が決定されるまでの期間を基
準とし、3 年と設定している。図にあるように、地熱と風力については、事業化判断から価
格決定（認定取得）までの期間には環境アセスの期間がすでに考慮されている。しかし、今
回運転開始期限の設定で、認定取得後にさらに環境アセスの期間を考慮しており、ダブルカ
ウントしている可能性がある。
運転開始期限は、認定取得後速やかに着工し、運転開始することを促すための制度であり、
これによって、買取価格と発電単価との乖離を少なくする重要な規定である。したがって、
その適切な期間設定が求められる。
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図 13

複数年の根拠

出所：資源エネルギー庁 (2018)

第３節

適正利潤の設定と資本調達コスト

発電単価と買取価格が乖離する要因の第 2 として、適正利潤をどのように捉えるかであ
る。事業者が投資をするためには、ある程度の利潤がなければならない。この投資を判断す
る際、少なくとも資本調達コストを上回る利潤があげられるかどうかが基準となる。
FIT においては、適正利潤に内部収益率 IRR の概念を採用している。設定すべき IRR
は、税引前５〜６％としている（調達委、2012, p.3）
。さらに、FIT 法施行後 3 年間は、
事業者の利潤に特に配慮することから、さらに 1~2％の IRR を上乗せしてきた（これを優
遇 IRR という）
。優遇 IRR は、3 年経過後も太陽光・一般木質を除いて継続されている。
このことから、2016 年度以降の買取価格の設定において図 14 の「FIT IRR」を想定して
いる。
FIT IRR

加重平均資本コスト

10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

陸上風力

太陽光

一般木質

未利用木質

図 14 FIT の IRR と加重平均資本コスト
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中小水力

本稿の発電単価試算で用いた資本調達コストと FIT IRR を比較すると、陸上風力、未利
用木質、中小水力において、かなり高い IRR が設定されている事がわかる。高い IRR が設
定されていると買取価格もその分高く設定されることになる。
確かに、高い IRR は、投資を引きつけるうえで有効である。他方で、金融市場を歪める
ことになる上に、事業者のコスト削減インセンティブを損なわせ、FIT からの自立を遅ら
せる可能性もあることも考慮されるべきである。高い IRR の設定が、どのような政策目的
に合致するのか、利点・欠点も含めて、再検討するべき時期に来ている。
第４節

買取価格とシステム費用との関係

以上、買取価格と発電単価の乖離問題について取り上げたが、そもそも日本の発電単価は、
海外に比べて高いと言われる。したがって、発電コスト低減は、極めて重要な政策課題とな
っている。
表 8 は、2017 年の大規模太陽光の発電単価について、試算した結果及びその計算根拠の
データを国別に示している。
表 8

大規模太陽光の発電単価と費用項目別の国際比較
ドイツ

発電単価(円/kWh)

英国

米国

日本

9.2

10.1

7.0

20.1

資本費(万円/kW)

10.5

10.9

12.3

30.3

運転維持費(万円/kW/年)

0.14

0.14

0.17

0.50

11

11

19

16

2.44

3.36

3.96

2.89

設備利用率（％）
資本調達コスト（％）

出所：ドイツ、英国、米国のデータは、BNEF (2017)より参照し、各発電単価を試算。日本のデータについては調達

価格等算定委員会を参照した。

これをみると、日本の発電単価が突出して高いことがわかる。問題は、その理由である。
表 8 に示したように日本の資本調達コストや設備利用率は欧米と遜色ないレベルである。
問題は、資本費と運転維持費である。日本の資本費・運転維持費はともに、欧米の約 3~4 倍
という値になっている。
なぜこのように資本費と運転維持費が高いのか。大型太陽光の資本費の内訳に関する
IRENA(2018)の分析によれば、日本におけるモジュールやインバーターといった発電所の
主要コンポーネントのコストは、欧州よりもやや高いが遜色ないレベルである。欧州に比べ
て極めて高いのは、土木・電気工事にかかるコスト、ファイナンスコスト、設置業者や開発
事業者のマージンである。
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その他の理由として、買取価格がコストに影響を与えている可能性がある。太陽電池モジ
ュール等の太陽光発電システムを構成する主要機器のコストは、FIT 法施行後大幅に下落
している。例えば、太陽電池モジュールの平均販売単価(税抜)は、2012 年に 15.6 万円/kW
だったのが、2017 年には 8.7 万円/kW になっている 9。これを反映して、10kW 以上 2000kW
未満の設備では、年々システム費用は低下している（図 15）
。また、それらの稼働設備に対
して適用される買取価格は、買取価格の引き下げを反映して、年々安価になっている。2016
年度に稼働した設備のうち約 3 割は 29 円/kWh 以下の買取価格が適用されており、3 割が
32 円/kWh 案件である。
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図 15 システム費用の推移と各年度稼働分の適用価格（10~2000kW の設備）
出所：各年度に適用された買取価格の比率は、資源エネルギー庁 (2017)を参照して作成した。平均システム費用は、
調達価格等算定委員会資料より。

他方で、2MW 以上の大規模太陽光では、システム費用が 2013 年度から 16 年度まで横
ばい状態である(図 16)。このシステム費用には造成費や接続費が含まれていないから、造
成費や接続費の増加はこの理由にならない。また、2MW 以上の設備における過積載率も
120%程度でほぼ横ばいであり、システム費用が横ばいである理由にはなりづらい。
太陽電池モジュール等の機器コストが大幅に下落している中、システム費用が横ばいで
あるコスト面での理由は見いだしづらい。他方で、2MW 以上の設備に適用される買取価格
について、稼働年別に見てみると、2016 年度に稼働した設備のほぼすべてが 40 円や 36 円
といった過去の高い買取価格の適用を受けるものであることがわかる（図 16）
。

9

経済産業省生産動態統計より計算。太陽電池モジュールの各年の販売額を販売容量で除した。
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図 16 システム費用の推移と各年度稼働分の適用価格（2MW 以上の設備）
出所：各年度に適用された買取価格の比率は、資源エネルギー庁 (2017)を参照して作成した。平均システム費用は、
調達価格等算定委員会資料より。

２MW 以上のシステム費用が下がっていない理由について、より詳細に分析をしなけれ
ばならないが、今回の検討から、買取価格がシステム費用に影響を与えている可能性がある
ことが示唆される。事業者へのヒアリングでも、高い買取価格の案件であれば、発電事業者
側も無理にコストを下げるインセンティブも低く、メーカーや設置業者等は、発電事業者と
の価格交渉では強気に出る傾向にある、との意見もある。
以上を踏まえれば、
改正 FIT 法においても高い買取価格の案件を多数残存させることは、
自然エネルギーのコスト低減にとって負の影響をもたらす可能性があり、この点に対する
対策の検討を行うべきである。
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■コラム：陸上風力発電の発電コストの国際比較
太陽光以外の電源についても、海外との発電単価の比較をしておきたい。表 9 は陸上
風力発電の 2017 年の発電単価と費用項目別の国際比較を示したものである。発電単価
は、欧米の 2 倍以上である。欧米と比較して日本が遜色ないのは、資本調達コストのみ
である。日本における資本費は欧米の 45％高く、運転維持費は 3 倍高い。設備利用率も
4 カ国の中では最低である。設備利用率については単純に風況だけによるものではない。
実際、ドイツでは、風況のよい北部の建設可能地域が制限されてきており、風況の弱い地
域への建設が進んでいる。そうした国とくらべても、日本の設備利用率が低い。これは、
欧州の低風速域で導入されている受風面積の大きな風車の導入が日本ではまだ進んでい
ないからであると考えられる。今後、こうした大型風車も日本に入ってくるとみられるた
め、設備利用率についてはさらに改善すると考えられる。となれば、残った問題は、運転
維持費と資本費の低減である。
表 9

陸上風力の発電単価と費用項目別の国際比較
ドイツ

発電単価(円/kWh)

英国

米国

日本

6.2

6.6

5.7

13.8

資本費(万円/kW)

18.5

18.7

18.7

27.1

運転維持費(万円/kW/年)

0.31

0.26

0.33

0.91

設備利用率（％）

30

31

37

26

資本調達コスト（％）

2.3

4.2

4.0

3.9

出所：BNEF (2017)より発電単価を試算。日本のデータは調達価格等算定委員会より試算。

第５節

複数年買取価格の取消問題

2017 年度は、最初の複数年買取価格適用の年であったが、初年度からその運用は混乱し
た。1 章 3 節でも論じたように、2016 年度末に、一般木質発電の駆込認定がおこり、膨大
な認定案件がつみあがったことに対処するため、2016 年末に一旦定めた 2018 年度および
19 年度の買取価格を取り消した。
本来、複数年買取価格は、リードタイムの長い電源に対して、価格の予見性を与えるため
に導入された制度である。しかし、導入初年度から一旦定めた買取価格を取り消してしま
い、かえって予見性を損ねる事態をもたらす結果になった。とくに、2017 年度算定委の問
題点は、複数年の買取価格の取消の妥当性に関する議論が中心で、今後このような事態に対
処するための方策について議論されていないことである。
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一般木質の複数年の買取価格の取消は、16 年度末の駆込認定申請が起こったことに端を
発している。この駆込認定申請は、2017 年度下半期から買取価格が下げられるタイミング
で起っている。これは、一般木質のみでなく、過去に太陽光（10kW 以上）でも買取価格改
定前に何度も起こった事態であり、本質的には他の買取区分においても生じうる。この懸念
については、既に自然エネルギー財団(2015)で下記のように指摘していた。
③バブルを防止する緊急ブレーキ機能の導入
長期の価格設定の問題点として、突然の市場環境の変化（例えば他国の太陽光発電市場が
急速に縮小したことによる太陽電池モジュール価格の暴落、為替の大幅な変化など）によっ
て、急激な太陽光発電の拡大（いわゆる「バブル」）が起きる可能性に対処できないという
ことである。その場合のために、急激なバブルを抑制する緊急ブレーキ機能を FIT の中に、
備えておくことは必要である。このように、基本的には買取価格を段階的に引き下げてい
き、自然エネルギーの着実なコスト低減を促し、かつ導入速度を調整していく手法が望まし
い。

このような駆込認定申請に対する緊急ブレーキ機能がなければ、複数年買取価格を安定
的に運用できないことが、今回明らかになった。政府は、早急にこの対策について検討する
べきである。また、緊急ブレーキ機能だけではなく、認定量に応じて、複数年買取価格自体
に柔軟性を持たせることも検討するべきである。これにより、事業者にある程度の予見性を
与えながら、コストや導入量等の変化に柔軟に対応することで、制度の安定的な運用を担保
し、同時に国民負担を抑制することが可能になる。
第６節

入札制の運用

第 1 章 5 節で 2017 年度の入札結果について概説したように、初回の入札では、応募が募
集枠を大幅にしたまわるなど、競争環境にあったとはいえない。こうした 2017 年度入札の
課題について、以下４点指摘しておく。
第一に、入札頻度の問題がある。太陽光発電協会(2018)が会員企業等に行ったアンケート
調査で 23 社が、入札に参加しなかった理由を回答している。その結果、主要な理由として
は、土地の確保、接続契約・入札保証金没収要件、系統の空容量の 3 つが上げられている。
入札制の場合、入札のプロセスやスケジュールが厳密に決められているので、事業者は、そ
のスケジュールにあわせて、土地の確保や接続契約締結等をしなければならない。いずれ
も、地権者との交渉や送配電事業者との手続きが必要になり、相応の時間がかかる。したが
って、入札のスケジュールに土地と系統の確保が間に合わない場合は入札に参加できない。
こうした時間的制約も入札制度の制度設計では考慮すべきである。
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ドイツの入札制の場合、2015 年及び 2016 年の試行期間では年 3 回の入札を実施してい
た。これにより、事業者の立場からは、1 年間のうち 3 回入札の機会があり、土地や系統接
続の確保と入札への参加に関して時間的調整がしやすくなる。しかし、2017 年度は 1 回し
かなかったため、当該 1 回の入札スケジュールに合わせて土地と系統接続をタイミングよ
く確保するのは困難が伴う。
第二に、2 次保証金の没収事由についてである。2017 年度入札では、落札後 3 ヶ月以内
に事業計画認定を取得しなければ、2 次保証金を没収するという規定があった。認定取得の
ためには、落札後に電気事業者側に接続契約申込を行い、電気事業者側の審査を受け、接続
契約を締結する必要がある。しかし、このプロセスにおいて、電気事業者側の審査に時間が
かかる、あるいは工事費負担金の内容に疑義がある場合など、接続契約締結に時間がかかる
場合がある。認定取得（申請）期限までに当該手続きが終了しないリスクがあり、事業者の
入札参加等へのディスインセンティブになる。
そもそも、入札制においては、認定取得期限までに認定を取得することによる政策上の重
要性は低いのではないか。確かに FIT の場合において認定取得時点が重要な意味をもつ。
これは、当該時点で調達価格が決まるからである。しかし、入札制度の場合は、落札時に買
取価格がきまる。したがって、入札制度において認定取得がいつであるかは、制度の運用上
決定的な問題とならない。むしろ政策的観点からいえば、落札時点から一定期間内に運転開
始するかどうかが、重要である。したがって、第 2 次保証金の没収事由は、運転開始期限
（3 年）に遅延した場合としたほうが合理的である。
第三に、財団が独自にヒアリングをした事業者からは、入札枠の将来展望がないことに対
する危惧が示された。2MW 以上の太陽光の開発になると、土地の取得や関連する許認可の
取得等に数年の時間がかかる場合がある。しかし、2018 年度以降の入札の枠について何の
展望も示されておらず、どの程度の入札枠が将来にわたって提供されるか全く不透明であ
る。このような環境で、新規の事業開発にどれほどの経営資源を投入するかについて、見通
しがたてにくい。
第四に、入札の制度設計に関する問題も加えて、FIT からの移行に伴う問題も大きいと考
えられる。入札の対象となっている 2MW 以上の太陽光については、2017 年 9 月末の FIT
の認定量が約 2617 万 kW あるが、そのうち、運転開始したものは 472 万 kW のみである。
2145 万 kW が未稼働であることから、未稼働案件の開発が中心で、入札に参加する強い動
機が事業者に生まれにくい状況にある。
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固定価格買取制度から入札制へ移行したドイツでは、運転開始時点での買取価格適用の
ため未稼働案件がない。このため、事業者は入札に参加しなければ新規の開発案件がゼロに
なる。この違いもあり、2015 年に試行的に実施した最初の太陽光発電に対する入札では、
15 万 kW の募集に対して、71.5 万 kW の応募があった(Bnetza, 2015)。その後の入札でも
募集容量よりも応募容量が上回る競争的な環境が生まれており、落札価格は段階的に下が
ってきている。
日本では、入札制以前に固定価格買取制度の大量の未稼働案件があることで、入札制への
参加動機が生まれにくく、競争的な入札環境を作り出しにくくなっている。このような状況
では、競争入札による価格低下効果も減殺されてしまう。実際、初回の入札では、上限価格
で参加した事業者も 2 社あった。このことから、第 1 回目の入札は競争的環境にならない
ことが事業者にも予見されていたことが推察される。
このことから、未稼働案件の解消をすすめることが第一だが、現実的には同時に入札対象
範囲を拡大し、潜在的参加者を増やすことも検討課題となるであろう。
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第４章

対策の方向性

前章では、2017 年度の改正 FIT 法の運用課題について検討した。最後に、前章の検討を
ふまえて、望ましい対策の方向性をまとめる。
発電単価と買取価格の乖離を縮めるため、価格設定や価格付与のタイミング等の検討を
行うことが求められる。まず、IRR については、資本調達コスト等の調査を行い、IRR の政
策目的を再度検討し、FIT における適正な値の再設定を行うべきである。とくに優遇 IRR の
取り扱いについて、供給量勘案して判断するとあるが、現段階では明確な基準がない状況で
ある。このように制度運用の仕方が曖昧になっており、優遇 IRR の目的を再確認したうえ
で、明確な運用規定を設ける必要があるのではないか。
次に、価格算定段階においては、運転開始時点の発電単価を予測あるいは誘導するという
考え方を徹底していくことが求められる。そのためには、運転開始後のコスト情報のみなら
ず、開発中の案件の情報や主要機器の世界的な市場価格動向や性能情報も収集し、これらを
有効に活用して、買取価格の算定を行うべきである。
また、買取価格を付与する時点と運転開始時点を極力近づけるよう制度設計を行うべき
である。本来的には他国で採用されてきたように、運転開始時点に価格を付与することが望
ましい。ただし、そのためには、系統接続契約および接続のプロセスを透明にし、速やかな
接続が可能な環境整備が必須である。この観点から言えば、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で議論された「コネクト&マネージ」の実施や系統アクセ
ス業務が改善されることが前提条件になる。
運転開始時点に買取価格を付与しない現行の運用を続ける場合には、運転開始期限が決
定的に重要となってくる。前章で論じたように、発電単価と買取価格の乖離を小さくするた
めには、事業計画認定の取得（＝買取価格付与）後に速やかに着工し、運転開始に至ること
を前提に運転開始期限を設定することが望ましい。環境アセス等の期間については、複数年
買取価格の提示によってすでに考慮されると考えられるため、当該期間を理由とした運転
開始期限の延長は再検討すべきである。
さらに、以上の制度運用をリードタイムの長い電源について行うためには、複数年買取価
格が欠かせない。ただし、そのためには、前章で指摘した、①価格改定前の駆込認定に対す
る対策（緊急ブレーキ機能の導入）
、②導入量やコスト等の変化に対応しうる柔軟な価格メ
カニズムを同時に組み込まなければならない。
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①については、価格改定前の駆込は、事業者の行動原理としては自然なことである。仮に、
運転開始時点で買取価格が付与されるのであれば、発電所を建設・稼働しなければならない
ため、そもそも駆込しにくい。しかし、認定時点で価格を付与する現行の制度運用の場合、
駆込は比較的容易にできる。特に、複数年買取価格の場合、数年先の買取価格が提示されて
いるので、さらに大きな影響がでやすい。
これに対しては、駆込と認識できる量以上の申込に対しては、次年度の価格を適用するな
ど、
年間認定可能な上限の設定を行うことも一策である 10。その場合、年間認定可能上限は、
現下の普及速度からみてあきらかに駆込と認識できるような値でなければならない（例え
ば、過去３年の平均年間導入量の 3 倍など）
。
②については、各期の導入量の変化に応じて、次期の買取価格を変化させる制度がありう
る。ドイツでは、2009 年以降の固定価格買取制度にこの仕組を組み込んでいる 11。具体的
には、政府の定めた導入目標を達成するために必要な導入量を想定しつつ、それよりも多く
導入された場合は、次期の買取価格をあらかじめ決めた率で引き下げる。逆に導入速度が想
定よりも落ちてしまった場合は、次期の買取価格の下落率を緩和し、導入速度を引き上げ
る。このように買取価格に柔軟性をもたせることで、市場の状況変化に対して買取価格の予
見性を損ねることなく、対応可能となる。
以上、これらの制度整備により、得られる政策効果は非常に大きい。第一に、発電単価に
近い買取価格が設定・適用できるようになり、自然エネルギー電源のコスト低減の促進を実
現できる。第二に、駆込認定を抑制できる。駆込認定自体は、事業者の自然な行為だが、そ
れが政策の安定性や持続性、また産業や市場の健全な発展に対して脅威となりうる。また、
駆込認定は、以前の高い買取価格の認定案件が長期間市場に残ることになり、第 3 章 4 節
で検討したように高コスト構造を温存することにもつながりかねない。第三に、国民負担の
抑制につながり、自然エネルギーへのエネルギー転換を低コストで実現できることになる
であろう。

10

具体的な事例として、イギリスの FIT では、「Deployment Cap」という制度を 2016 年から運用しており、買取

区分ごとに各期の認定上限を設定している。
11

ドイツでは”deployment corridor”(日本語の直訳では普及回廊という意味)とよぶ。日本では「大量導入・次世代

電力ネットワーク小委員会-中間整理」で、”Sliding-scale”と紹介されている。
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