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米国の太陽光発電ファイナンスを再想像する 
これまで、米国の太陽光発電プロジェクトへの資金供給は、主にエネルギー関連の企業、銀行、および

連邦政府の組み合わせによって担われてきたが、状況は急速に変わりつつある。第三者金融に重点を

置いた新しいビジネスモデルが生まれてきた。機関投資家を初めとする新しい投資家たちが参入を始め

ている。そして、プロジェクト債券を初めとする証券など、より大きい資本市場から資金を調達するための

新しい金融手段が導入されつつある。このレポートは、Reznick Group の依頼でブルームバーグ・

ニュー・エナジー・ファイナンスが作成したもので、米国の太陽光発電への資金供給に現在生じつつある

変革について記述している。市場の現状、将来の動向、およびこの重要な変化の背後にある事情が分

析されている。 

● 米国の太陽光発電の成長を維持するには、現在よりはるかに多くの投資が必要である。米国の太

陽電池プロジェクトへのアセットファイナンスは、2004年以降年間58％の総合成長率で増加してお

り、2011年には過去最高の211億ドルに達した。これには、財務省補助金プログラムの1年間の延長

が寄与している。しかし、今後9年間（2012～2020年）の米国での太陽電池導入資金としては、年間

平均で約69億ドルが必要となる。 

● これまでの主役が果たす役割は縮小していく。主にEUにおける規制のために、銀行が長期の貸付

を提供するのは従来より困難になる。米国では、エネルギー省の債券保証プログラムの終了により、

連邦政府による直接の補助が減少した。 

● 新しいモデルが生まれつつある。分散型発電による技術革新の進行により、太陽光発電の導入の

新しいモデルが実現し始めている。太陽光発電システムの初期コストを負担できる家庭は多くないの

で、初期負担なしで太陽光発電を導入できる第三者融資モデルが利用され始めた。このようなモデ

ルは、投資家にとっても太陽光発電を支援する機会の多様化につながる。 

● 新しい種類の投資家が関心を示し始めている。保険会社や年金基金といった機関投資家は、長期

的責任に適合する安定した長寿命の資産を求めている。一部の電力会社は、分散型発電による収

益の減少を埋め合わせるために太陽光発電をポートフォリオに入れることを検討している。開発側で

は、インフラストラクチャファンドは太陽光発電プロジェクトを実現させることで目標の収益が得られ

る。 

● 新しい金融手段が形を取りつつある。これらの手法は、開発事業者が資本市場を利用できるように

することで、太陽光発電プロジェクト投資の流動性を高めることを目的としている。具体的な方式とし

ては、プロジェクト債券、太陽光発電不動産投資信託（S-REIT）、上場太陽光プロジェクト所有権ファ

ンド（「yieldco」）などが挙げられる。 

● 資本コストは低下していく。太陽光発電機器の価格は2011年初頭から半分以下に下落したが、金融

コストもそれに劣らず重要である。太陽光発電プロジェクトの開発、建設、稼働、長期的な資産運用と

いうライフサイクルに、新しい金融手段や新しい投資家が加わることで、資本、借入、および潜在的

にはタックスエクイティのコストまでが低下することが期待できる。 

2012年6月4日 米国太陽光発電 ― ホワイトペーパー 
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● これは現在起きていることである。機関投資家は太陽光発電債券をすでに購入している。上場され

た再生可能エネルギー資産ファンドはすでに存在する。太陽光発電ポートフォリオは証券化可能な

状態にある。そして年金基金は再生可能エネルギー資産の購入と所有に意欲を示している。 

● 政策によって変化が促進される可能性がある。調査対象の投資家たちは、より強力なSRECプログ

ラム、新しい標準、より柔軟な税額控除、およびS-REITのような認可された流動性の高い投資手段

を求めている。  

1. 概要 
これまで、太陽光発電関係のプロジェクトファイナンスニーズのほとんどは、エネルギー関連の企業、銀

行、および連邦政府によって満たされてきた。しかし、状況は現在変化しつつある。
1 

この変化には2つの要因がある。1つ目は、従来の資金の出し手が関与を弱めつつあることである。欧州

圏の銀行は、規制による制限と欧州の金融危機のために、より短期間でLIBORに対するスプレッドが多

少大きい貸出にシフトしつつある。米国では、エネルギー省の主要な融資保証プログラムが2011年で終

了したため、大規模プロジェクトに利用できる低コストの資本が減少している。 

2つ目の要因としては、新しい種類の投資家たちが関心を深めていることが挙げられる。低金利環境が

続く中、実証済みの太陽電池技術を利用する太陽光発電プロジェクトのリスク・リターン・プロファイル

は、投資家にとって魅力的に映る。利回りの高さに惹かれ、Chevron や Google の前例にならって、米

国企業はタックスエクイティ（税控除を意図した投資およびその取引）への進出の機会をうかがっている。

年金基金や保険会社は、ウォーレン・バフェットが出資している電力会社による太陽光発電プロジェクト

向けの債券発行の成功例を見て、太陽光発電プロジェクトに真剣な眼差しを向け始めた。昨年には、資

本市場から資金を調達する金融手段の検討が一段と活発になった。例えば、太陽光発電プロジェクトの

証券化、マスター・リミテッド・パートナーシップ、不動産投資信託に類似した仕組みなどである。 

それと並行して、太陽光発電の導入に関する新しいビジネスモデルも生まれてきた。例えば、顧客がほとん

ど初期負担ゼロで地域システムの利益を享受できる第三者融資のいくつかの方式が挙げられる。このよ

うなモデルは、太陽光発電への投資家の範囲を大幅に広げる可能性を持っている。 

このレポートでは、米国の太陽光発電の資金供給の現状を評価し、興味深い新しい仕組みについて解

説し、今後の動向を予測する。このレポートは、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスが米国

の会計、税務、事業顧問会社 Reznick Group の依頼によって作成したものである。 

2. 米国太陽光発電への資金供給：歴史と見通し 

2.1. 過去の資金供給の傾向 
米国の太陽電池プロジェクトへのアセットファイナンスは、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナン

スが2004年に統計を取り始めて以降、年間58％の総合成長率で拡大してきた。2011年の投資額は過

去最高の211億ドルに達したが（図1）、これには米国財務省の1603補助金プログラム（プロジェクトの開

発事業者がプロジェクトの資本コストの30％を現金で受け取れるインセンティブ）と、エネルギー省

（DOE）の1705債券保証プログラム（適格なプロジェクトへの貸し出しの最大80％を保証することによっ

て貸し手とリスクの一部を共有するプログラム）の1年間の延長が寄与している。補助金プログラムは

2011年末で終了し、債券保証プログラムの最後の契約は2011年9月に行われている。 

 
1  本文書全体を通じて、「太陽光発電」とは通常太陽電池技術を指す。特に分散型太陽光発電についてはそうであ

る。ただし、ここに記された投資戦略や資金調達方式は、太陽熱発電やその他の再生可能エネルギーにも該当

する可能性がある。 

米国の太陽電池プロジェクト

へのアセットファイナンスは

2004年以降年率58％で成

長し、2011年に過去最高を

記録した 
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これまで、資金供給のほとんど、特に貸付とタックスエクイティは、比較的少数の関係者から、次の3種類

の資本を介して行われてきた。 

• スポンサー資本：大規模独立系発電事業者（IPP）、小規模開発事業者、電力会社、プライベートエク

イティ投資家からの資本 

• 貸付：主に銀行および米国財務省（その貸出部門である連邦資金調達銀行を通じて）からの建設融

資および期限付き貸付（図2） 

• タックスエクイティ：主に米国の銀行および保険会社からの、税額控除などの利益と引き替えの先行

出資（図3） 

 図1：米国の太陽電池プロジェクトへのアセットファイナンス

（10億ドル） 
図2： 2008～2012年の米国の太陽電池プロジェクトに対する貸付

（条件が「公開」されているもの）の出資者（10億ドル） 

  
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス。注：小規模分散発電設備は1MW未満。小規模分散発電設備に対するアセットファイナンスの推定値

は、補助金プログラムと送電網事業者から得られた導入済み総容量に基づく。電力会社規模のプロジェクトに対するアセットファイナンスのうち、取引額が公

表されていないものに関する推定値は、公表された取引の平均値に基づく。取引全体の中での投資家ごとの比率が公表されていない場合は、すべての貸し

手の資金供給の割合が同一と仮定した。機関投資家は、Macquarie Energy（10MWのOak太陽光発電所）、Prudential Capital Group（127MWの

Arlington Valley発電所フェーズ2）、および2012年2月の8億5千万ドルのTopaz債券の売り出しに応じた債券購入者である（実際の購入者は公表されてい

ないが、主に機関投資家と推定される）。分析は、取引条件が公開されているすべての米国の太陽電池プロジェクト（合計29件）を対象としている。 

 

図3：米国の再生可能エネルギーに対する第三者タックスエクイティ出資者 

 
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、米国PREF 
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2.2. セクターの成長見通し 
米国で2011年中に導入された太陽電池の容量は1.80～1.86GWである。特に同年第4四半期には、年

末で終了する財務省補助金に開発事業者が間に合わせようとして、工事着手件数が急増した。このプロ

グラムの「セーフハーバー」条項によると、プロジェクトに補助金が与えられるためには、プロジェクトの資

本の5％が年末までに運用されている必要がある。この駆け込みの結果として、多数のプロジェクトが今

後数カ月以内に稼働を始めるため、2012年の導入量は跳ね上がると予想される。これに加えて、エネル

ギー省からの債券保証を受けた合計3GW以上の電力会社規模のプロジェクトが2013～2015年に建設

される見込みである。 

補助金は正式に終了したが、開発事業者や設置事業者にはまだ投資税額控除（ITC）を利用する方法

が残されている。これは総コストの30％をカバーする。大規模プロジェクトや相当規模のポートフォリオの

開発事業者にとっては、ITCは補助金よりもコストはかかるが、十分な代替となる。しかし、タックスエクイ

ティによる資金調達の能力がない小規模設置事業者にとっては、補助金の終了が成長を妨げる要因と

なろう。ITCの復活により、SolarCityやSunrunなどのタックスエクイティを提供できる第三者金融会社

は、競争相手より優位に立てる可能性がある。またこれにより、小規模太陽電池の需要が2012年の年

間総需要に占める割合は低下すると見られる。ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの予想

によれば、住宅部門が太陽電池の全導入量に占める割合は13～14％となり、商用システムが37～

42％、残りを電力会社規模のプロジェクトが占める。合計すると、2012年の米国における太陽電池の新

規導入量は2.4～3.0GWと予想される。 

米国の太陽電池需要（年間導入容量）の予測、2009～2014年（GW） 

図4：保守的シナリオ 図5：楽観的シナリオ 

  
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、Interstate Renewable Energy Council 

図6は、米国の太陽電池産業に関するブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの長期的予想を

示す。当社では、商用分野のほうが住宅分野よりも成長が速いと予想している。商用システムの経済性

が、主にシステムコストの低下によって、今後向上する見込みだからである。住宅用と商用を合わせた太

陽電池容量の2010～2020年の年間総合成長率は22％と予想され、この10年間の累積容量は

15.9GWとなる見込みである。 

州の再生可能エネルギーポートフォリオ基準（RPS）は、州立の電力会社が電力の一定の割合を再生可

能エネルギーから得ることを義務付けるもので、米国で再生可能エネルギー導入を促進する最大の要

因の1つである。これらの基準は、太陽光発電の導入を2つの方法で促進する。 
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• RPSには、基準の一定量を太陽光発電によって満たすことを義務付ける「割当」条項が含まれる場

合がある。米国のPJM（中部大西洋岸）地域は、割当条項の結果として、すでに太陽光発電の重要

な市場となっている。例えば、ニュージャージー州の需要は2020年に2.2GW、メリーランド州の需要

は1.3GWとなる。 

• 太陽光発電は、割当の範囲を超えても、RPSを満たすための選択肢として競争力を増している。そ

の理由としては、太陽光発電の経済性が他の技術よりも速いペースで向上していることと、他の技術

向けの高品質で低コストの立地が不足し始めていることが挙げられる。カリフォルニア州ではすでに

そのようなことが起き始めており、電力会社はRPSの一部を満たすために電力会社規模の太陽光発

電PPAを盛んに締結している（カリフォルニア州には太陽光発電の割当がない）。 

当社の予想では、2020年までに米国で新規建設される大規模太陽電池プロジェクトは13.9GWで、全太

陽電池市場の46％を占める。すべての部門を合計した太陽電池容量は2020年までに30GW近くにな

る。米国エネルギー情報局が予測する米国の2020年のエネルギー消費量は4172TWhであり、当社の

予測では太陽電池による発電がその1％を供給する。 

図7は、米国における太陽電池関連の第三者タックスエクイティ資金供給の年間需要予測である。2012年

に突然値が跳ね上がるのは、補助金の終了と、ITCの復活を反映している。2017年にタックスエクイティ

の需要が急減するのは、現在の政策に基づいて、ITCの率が30％から10％に引き下げられることによ

る。仮に政策変更によって30％のITCが2016年以降も続くとすると、2017～2020年の期間のプロジェク

トの累積太陽電池導入量とタックスエクイティ需要の両方が大幅に増加すると予想される。 

図6：米国の太陽電池の累積導入済み容量の実績値と予測値

（GW） 
図7：米国の太陽電池関連の第三者タックスエクイティ資金供給の

需要の実績値と予測値（10億ドル） 

  
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス。注：太陽光発電の成長予測はブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの分析に基づく。ITCの

分析では、2009～2011年の間に資金供給されたプロジェクトの100％が補助金を利用したと仮定し、2016年までは30％のITC、2016年から後は10％の

ITCを前提としている。MACRSの実績値と予測値は、典型的なプロジェクトのMACRS値とITCの比率の平均、または2009～2011年の期間では典型的なプ

ロジェクトの1MW当りのMACRS値に基づく。MACRSの値は、直線を基準としたNPVの増加として計算される。 

2012～2020年に必要な太陽電池関連の資本は合計620億ドルで、うち120億ドルが第三者タックスエク

イティとして必要となる。この需要を満たすために、新しいビジネスモデル、新しい投資家、および投資を

導入するための新しい金融手段が期待される。 
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3. ビジネスモデル 

3.1. 太陽光発電の展開のモデルの種類 
電力会社やIPPは、これまで主に大規模な発電所を建設して稼働させてきた。分散型太陽光発電の出

現により、さまざまな新しいビジネスモデルが登場している。これらの普及に寄与しているのが、

SolarCityやSunrunといった第三者金融業者と、Clean Power Financeなどの仲介業者である。この項

では、太陽光発電業界で用いられているさまざまなモデルについて解説する。表1に示すのは、太陽光

発電ビジネスモデルの参加者の説明と例であり、図8-11に合わせて色分けされている。 

電力会社規模のPPAモデル 

これまで、プロジェクト開発業者や金融業者は、一般的で比較的単純なプロジェクトファイナンスモデルに

基づいて行動してきた。それは、開発業者がプロジェクトにスポンサー資本を投資し、貸し手がノンリコー

ス型のプロジェクト貸付を提供するというものである（図8）。再生可能エネルギー分野では、開発業者が

ITCを含む再生可能エネルギー関連の税優遇措置から利益を得られない場合、タックスエクイティ投資

家が資金を供給できる可能性もある。この資本を使って、開発業者はプロジェクトを建設し、電力を市場

で売るか、電力購入契約（PPA）を通じて直接電力会社に売ることができる。 

表1：太陽光発電ビジネスモデルの参加者 

参加者 役割 例 

金融機関 
• プロジェクトに貸付を行う 

• ローン期間中の利子によって利益を得る 

JPMorgan 
Banco Santander 

タックスエクイティ

投資家 

• さまざまな仕組みでプロジェクトに資金を供給するタックスエ

クイティを提供する 

• 税優遇措置と現金によって利益を得る 

US Bank 
Wells Fargo 

開発業者 

• 依頼を受けてプロジェクトを開始し、開発する 

• 投資家からの資金調達を行う 

• スポンサー資本を提供する場合がある 

• 電力会社規模のモデルに主に該当 

NRG 
Borrego Solar 

第三者金融業者 

• 太陽光発電の顧客を創出し、リースまたはPPAを通じた小規

模金融サービスを提供する 

• 大口投資家によるプロジェクトポートフォリオ向けの資金供給

を行う 

• モニタリングおよび顧客サービスを提供する 

• 設置業者の役割を果たすこともある 

SolarCity 
Sunrun 

第三者仲介業者 • 金融業者と設置業者を結び付ける場・役割を提供する Clean Power Finance 

特別目的会社 
• 資産の所有権を保持するために開発業者と第三者金融業者

によって設立される 
Blue Chip Energy LLC 
Sun City Project LLC 

設置業者 
• 単独で、または第三者金融業者と共同で、プロジェクトの設

置を行う 

• 第三者仲介業者を介して顧客に資金供給を行う場合もある 

Galkos Construction 
REC Solar 

プロジェクト 

• 物理的な太陽光発電資産 

• 「プロジェクトポートフォリオ」とは、通常小規模な太陽光発電

資産をまとめてグループにしたもの 

Webberville太陽光発

電所 

SunEdison Kohl 
Department Store太陽

光発電ポートフォリオ 

分散型太陽光発電の出現

により、さまざまな新しいビ

ジネスモデルが登場して

いる 
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参加者 役割 例 

電力会社 

• 発電者から需要家に送電する 

• 大規模プロジェクトからPPAを通じて太陽光電力を購入する 

• ネットメータリングでは、プロジェクトで発電された余剰電力を

ホストから買い取る 

Southern California 
Edison 
Duke Energy 

ホスト（設置場所

の所有者） 

• 太陽光発電プロジェクト用の屋根上スペースや土地を提供

する 

• プロジェクトで発電された電力を消費する 

住宅所有者 

商業ビル所有者 

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 

ホスト所有モデル 

ホスト所有プロジェクトは、PPAに基づく電力会社規模のプロジェクトと比べて、次のような重要な違いが

ある。 

• 一般に小規模である。 

• これらのプロジェクトで発電される電力は、すべて電力会社の送電網に送られるわけではなく、プロ

ジェクトが設置される場所（屋根上または隣接地）の所有者であるホストが優先的に消費する。「ネッ

トメータリング」制度がある場合、システムの所有者は、太陽光発電システムから送電網に送られた

余剰電力に対して報酬を受け取る。ネットメータリング制度に関する州や電力会社の規則に応じて、

システムの所有者は、余剰電力を数カ月または数年にわたって持ち越すこともある。この場合、年末

に実勢卸売価格または小売価格で余剰電力の代金が所有者に支払われる。 

• これらのプロジェクトは小規模なので、銀行や保険会社といったタックスエクイティ投資家の関心を引

くことはない。このような投資家はおおむね1,500万～3,000万ドル以上の金額を一度に出資すること

を望むからだ。1つの方法として、ホストが税優遇措置を直接利用することもできる。例えば、大規模

店舗の所有者や、あるいは個人の住宅所有者であっても、所得税額が大きい場合は、税優遇措置

の恩恵を受けることができる。 

図8：事業用規模発電のPPAモデル 図9：ホスト所有 
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出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス。注：RECはRenewable Energy Credit（再生可能エネルギークレジット）の略。PPAはPower 
Purchase Agreement（電力買取契約）の略。一貫性のために、図9では太陽光発電資産を「プロジェクト」と表現しているが、住宅用のものは業界では一般

に「システム」と呼ばれる。タックスエクイティ方式での税優遇措置の利用とキャッシュフローの詳細については、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナン

スのホワイトペーパー（Reznick Groupの依頼により作成）『The return – and returns – of tax equity for US renewable projects』（米国再生可能エネル

ギープロジェクトにおけるタックスエクイティの再来とその効果、2011年11月21日）を参照。 

ただし、住宅用および商用システムのユーザーの多くは、太陽光発電システムの初期コストを負担でき

ないか、自己資本の利用や借入金の調達を望まない。このため、初期負担なしで太陽光発電システム

の利益を享受できる第三者金融モデルが考案された。ホストは第三者金融業者に、通常10～25年程度

の契約で、毎月リース料金を支払うか、システムの発電量に応じたPPA価格を支払う。このリースまたは

PPAは、実質的には顧客と第三者金融業者との間のローン契約となる。このビジネスモデルに関して

は、多数の第三者金融業者によってさまざまな変種（垂直、半垂直、金融市場方式）が提供されている。 

垂直モデル 

垂直モデル（図10）では、総合的な業者が、顧客の創出、設置、施工、保守、およびリースまたはPPAを

通じた金融サービスを、顧客の地域とシステム規模に応じた形で提供する。このような業者は、太陽電池

システムの所有者である個人または事業体に対して、基本的に設置業者と第三者金融業者の両方の役

割を果たす。このように設置業者と第三者金融業者の役割を兼ね備えた企業として現在最も大規模で有

名なのは、SolarCity社である。この他に、第三者金融業者の役割だけを果たす会社もある。 

第三者金融業者は、複数のシステムのリースやPPAを投資ポートフォリオにまとめて、外部の大口のプ

ロジェクトファイナンス出資者やタックスエクイティ提供者向けに提供する。これらの出資者は、第三者業

者に直接ではなく、ポートフォリオに投資する。第三者業者と投資家は、既存のプロジェクトを支援し、追

加のプロジェクトを建設するためのファンドを設立する。このファンドは貸し手によってレバレッジされる場

合もある。第三者業者が設置するシステムが増えるにつれて、ファンドは消費されていく。ホストからの

リースまたはPPAの支払いは、第三者業者宛になされるが、通常はファンドに組み込まれる。 

SolarCity社のモデル：非公表部分の推測 

SolarCity社のモデルは、実際には上記の説明よりはるかに複雑である。同社は自社の戦略に関して

秘密主義であり、最近は株式公開（IPO）前の「沈黙期間」であるためになおさらその傾向が強い。4月

26日にSolarCity社は暫定版の有価証券届出書を提出しており、米国証券取引委員会による審査を

待って株式公開を開始すると見られている。2012年2月にブルームバーグ ニュースが情報筋から得

た情報によると、このIPOにより同社は15億ドル以上を手にする見込みである。 

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの推測によると、SolarCity社のポートフォリオのプロ

ジェクトファンナイスは、主に「逆リース」と呼ばれるタックスエクイティ方式の形を取る。この方式では、

第三者業者がプロジェクトポートフォリオをリース（すなわち、リースのポートフォリオをリース）し、ITC

をタックスエクイティ投資家にパススルーする。顧客が支払うリース料金は、名目上は投資家が受け

取り、投資家がそれを第三者業者に支払う。これにより、第三者業者は、プロジェクトの開始時点から

安定した現金収入を確保できる（これに対して、「パートナーシップ・フリップ」方式では、開発業者に現

金収入が生じるのは5年あるいはそれ以上後になる）。これは、建設サービスに利用する資本を必要

とする第三者業者にとって便利である。 

もう1つ問題がある。補助金またはITCの申請を提出する際に、ファンドを管理するSolarCity社は、シ

ステムの「評価適正市場価値」を使用する。このため、開発業者の手数料を含む実際の認証済みの

適格な設備投資に基づいて申請を行った場合よりも多くの補助金または税額控除が生じる可能性が

ある。財務省とIRSは、この手法による申請がシステムの価値を正しく反映するどうかを現在審査中で

ある。 

第三者金融モデルを利用す

ることで、顧客は初期負担

なしで太陽光発電システム

の利益を享受できる 

第三者金融業者は、複数の

システムのリースやPPAを
まとめて大口のプロジェクト

ファイナンス出資者やタック

スエクイティ提供者向けに提

供する 

http://bnef.com/WhitePapers/download/54
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SolarCity社のモデル：非公表部分の推測 

上記の記述は、当社によるSolarCity社のモデルの推測である。この記述がどの程度正確であるか

は、同社がS-1 IPO目論見書を提出した時点で明らかとなるであろう。 

 

図10：垂直モデル 図11：半垂直モデル 

 

 
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス  

半垂直モデル 

このモデル（図11）は、SunrunおよびSungevityによって普及したもので、垂直モデルに類似している。た

だし、第三者金融業者が、設置サービスと保守サービスを社内に統合するのではなく、特定の設置業者

とパートナー契約を結ぶ点が異なる。第三者金融業者は設置業者に手数料を支払い、ホストからのリー

スまたはPPAの支払いは金融業者が受け取る。 

金融市場モデル 

このモデルはClean Power Finance社によって開発されたもので、さまざまな種類の投資家が利回りや

その他の特性に基づいて互いに競争するものである。この考え方は、大口の貸し手と小口の借り手を仲

介業者が結び付ける貸付取引所（lending exchange）に似ている。 

例えば、タックスエクイティ投資家が市場向けの金融商品を作成し、ファンドが一定の最低借入前利回

り、ホストの最低信用評価、またはその他の基準を要求することを規定する。これらの基準を満たすプロ

ジェクトの設置業者は、最適で競争力のある条件であれば投資家にプロジェクトを売却することができ

る。仲介業者（Clean Power Financeなど）は、設置業者の保証を引き受け、投資家に代わって運用業

務（請求、管理など）を行う。仲介業者は取引ごとに一定の手数料を設置業者から受け取り、投資家から

は毎月「リスクおよび資産管理手数料」を徴収する。 
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図12：金融市場モデル 

 
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 

3.2. 前記ビジネスモデルでの投資家の役割 
太陽光発電の各ビジネスモデルは、投資家にそれぞれ異なる参加の機会を与える。表2に、投資家に

とっての各モデルの利点と欠点を示す。 

表2：太陽光発電の各ビジネスモデルでの投資家の役割 

ビジネス 
モデル 投資家の役割 投資家にとっての利点 投資家にとっての欠点 

ホスト所有 
• 資産の設置場所を提供し、資

産を所有し、発電された電力を

消費し、ITCを利用する 

• 小売電力のコストから投資家を保護する（投

資家が太陽光電力の需要家であるため） 
• 他者に支払う「摩擦コスト（金利・手数料な

ど）」がないため、プロジェクトの価値が最大

化される 

• 初期費用を負担でき、ITCから利益を得られる

ホストに限定される 
• 分散化の利点がなく、プロジェクト固有のリスク

に投資家がさらされる 

独立系発電

事業者（IPP）
電力購入契

約（PPA） 

• プロジェクトに現金資本、タック

スエクイティ、または貸付を提

供する 
• 開発業者に現金資本または 

貸付（バックレバレッジ）を提供

する 
• プロジェクトを対象とする証券

（債券など）を購入する 

• 投資家は望みのリスクとリターンに応じて好

きな段階からプロジェクト開発に関与できる 
• プロジェクトポートフォリオの場合よりも個々

のプロジェクトのリスク評価が容易 

• 投資家がプロジェクト固有のリスク（発電所の

実績、電力購入者の信用度、製造業者の保証

など）にさらされる 
• プロジェクト債券市場は誕生したばかりなの

で、資本市場を通じた投資はまだ困難 

Host

Installation/
financing

sources of finance

Project

Utility

Net metering Electricity 
in excess 
of host use

Excess 
generation 
credit

Electricity

Lease/
PPA payments

Sponsor + 
Tax Equity 

#1

Corporate 
Investor 

#1

Corporate 
Investor 

#2

Utility 
Investor 

#1

Lender 
#1

Lender
#2

Installer

Sponsor + 
Tax Equity 

#2

Finance marketplace

(Installer chooses best financing)

Fee

BidBidBidBid Bid Bid

Purchase
of project



 

 

 米国太陽光発電 ― ホワイトペーパー 2012 年 6 月 4 日 
 

©ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ 
ファイナンス 2012 

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの事前の書面による承諾がない限り、コピー、転載、パスワード

共有、再配布を禁じます。使用条件の詳細は、sales.bnef@bloomberg.net までお問い合わせください。 
32 ページの著作権表記および免責事項は、本文書全体に適用されます。 11/32 ページ 

   

ビジネス 
モデル 投資家の役割 投資家にとっての利点 投資家にとっての欠点 

垂直または

半垂直 

• ポートフォリオにタックスエクイ

ティを提供する（最も一般的） 
• プロジェクトに現金資本または

貸付を提供する（まれ） 
• ポートフォリオを対象とする証

券（ローン担保付証書など）を

購入する 

• 標準化されたPPA/リースおよび契約が単一

の第三者金融業者によって用意されるた

め、リスク評価が容易 
• 契約の標準化により、太陽光発電の市場で

の証券化が可能になる 

• 投資家と第三者金融業者の間の不透明性によ

り、金融業者はPPA／リース収入と資金調達コ

ストの差からより大きい収益を上げることがで

きる 

半垂直のみ 

• 設置業者の間の競争により、設置コストが

下がり、他の条件が同一としても、リース／

PPAごとの初期コストが低下する 

• ビジネスモデルが設置業者との関係に依存す

るため、設置業者が契約期日を守れないリスク

がある 
• 設置と運用／保守に別の契約業者を利用する

ことから不確実性が生じる 

半垂直およ

び金融市場 
 • 設置と運用／保守に別の契約業者を利用する

ことから不確実性が生じる 

金融市場 

• 投資家がプロジェクトの基準（ホストの最小

信用評価、地域等）を指定できる 
• 仲介業者は独立した第三者なので、（プロ

ジェクトのスポンサーや第三者金融業者と

異なり）タックスエクイティ投資家の利回りを

下げる交渉はしない 

• 内在する競争により全体的利回りが下がる 

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 

4. 太陽光発電への資金供給の投資家、手段、進展 
以下の5つの重要な要因により、米国の太陽光発電プロジェクトを支えるために新しい種類の投資家の

役割が拡大すると見られる。 

1. 銀行や政府など、従来の主役だった投資家の意欲の減退（上記2.1の項） 

2. 太陽光発電の展開のための新しいビジネスモデルの成功（上記3の項） 

3. 太陽光発電資産の基本的性質（初期段階の資本投資家にとって高い収益が得られる可能性がある

こと、稼働中のプロジェクトの所有者や債権者にとって安定した1桁台の高い収益が得られる見込み

が大きいこと） 

4. 新しい種類の流動性の高い金融手段の開発が盛んになっていること（下記4.4の項） 

5. クリーンエネルギー分野への投資が2004年以降の累積額で1兆ドルを突破し、昨年1年間で2,600

億ドルの成長を遂げる中で、この急激な成長のための資金を調達し続けるには、機関投資家やその

他の投資家が管理している莫大な資産をますます活用していく必要があるという認識（図13） 

図13：世界のファンド管理業界で管理されている資産（2009年、兆ドル） 
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出所：TheCityUKの推定（www.thecityuk.com/assets/Uploads/Fund-management-2010.pdf）。注：TheCityUKに

よれば、「『個人資産』の約3分の1は、従来型の投資管理の下に組み込まれている」 

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスは、新しい種類の投資家となりうる人々が太陽光発電プ

ロジェクトについてどの程度の関心を持っているかを知るため、11の投資家種別にわたる20人の投資家

を対象にインタビューを行った。インタビューにおける主な質問の一覧を次に示す
2
。 

• 現在までの太陽光発電への関与：太陽光発電に対して、どのような種類の投資をこれまでに行った

か、行うことを検討しましたか？ 

• 類似資産分類に対する関心と関与：太陽光発電プロジェクト投資と何らかの類似性を持つ資産分類

に対してどの程度関与していますか？ 

• 投資プロフィール：投資の選択の際に参考にする指標は何ですか？投資の期間（ファンドの存続期

間）、目標収益率、必要な流動性レベルはどれだけですか？太陽光発電プロジェクトに投資するとし

たら、プロジェクトのどの段階で参入するのが理想的ですか？貸付と出資のどちらかに関する選好

はありますか？ 

• 太陽光発電投資全体の評価：太陽光発電投資のリスクをどの程度と考えますか？太陽光発電投資

を行う際にどのような障害がありましたか？太陽光発電への投資を拡大しようと考えていますか？ 

• 政策に関する意見と提案：あなたにとって太陽光発電投資がより魅力的になるような具体的な政策

手段は何かありますか？ 

4.1. 投資家の概要 
インタビューへの回答の概要を表3に示す。表に示す投資家の特徴は簡略化されており、網羅的なもの

ではない。また、相互に排他的でもない。例えば、リストには年金基金とベンチャーキャピタルの両方が

入っているが、年金基金がベンチャーキャピタルファンドに投資していることは珍しくない。同様に、このリ

ストには、ここに示す投資家種別のほぼすべてを背後で支えている可能性がある富裕な個人は含まれ

ていない。
3 

表3：投資家の特徴 

 投資家種別 例 選好する資産分類 投資期間 目標収益率(a) 


低
収
益
／
低
リ
ス
ク

–
高

収
益

／
高

リ
ス
ク


 ベンチャー 
キャピタル 

• Accel Partners 
• Sequoia Capital 

• 初期段階の企業やプラット

フォーム 
• 10年程度（ファンドの

存続期間） 
• 3～5年程度（個別投

資の期間） 

• >30％ 

「開発」プライ

ベートエクイティ 
• KKR 
• Starwood Energy 

• インフラストラクチャプロジェクト 
• プロジェクトのポートフォリオ 

• 7～10年程度（ファン

ドの存続期間） 
• ~10-20％ 

インフラストラク

チャ債券ファンド 
• Hadrian's Wall 
• Macquarie Group 

• 直接インフラストラクチャローン 
• インフラストラクチャ債券 

• 20年程度 • 8～11％程度（低リスク/稼働中のプ

ロジェクト） 
• 11～15％程度（低/中リスクの初期

取引） 

ヘッジファンド • Bridgewater  
• Soros Fund Mgmt 

• 流動性証券 • 1年程度 • 絶対収益型ファンドの場合は 
7～10％程度 

• 積極型ファンドの場合は最大限の

収益（おおむね20％以上） 

 
2  これらのインタビューは、チャタムハウスルールに基づいて行われた。すなわち、対象者は、その発言が個人を明

らかにする形では引用されないという前提で、投資に関する意思決定について率直に話すように求められた。そ

の目的は、さまざまな種類の投資家が太陽光発電プロジェクトの機会にどのように臨んでいるかの「雰囲気」をつ

かめるような回答を引き出すことにあった。 
3  最近の革新的な金融取引としては、外国の富裕な個人投資家たちがネバダ州の地熱発電所に資金を供給した

例がある。この投資は金額で 50 万ドル以上、10 人の米国人労働者に永続的な職を提供するものであり、投資

家はその見返りとして 2 年後に米国の永住権を取得できる。同様な取引は、太陽光発電の分野でも行われてい

る。太陽熱発電開発企業の BrightSource 社の上場準備書類によると、同社はアイバンパでのプロジェクトに関し

て類似の方式で 9,000 万ドルの借入金を調達した。 
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 投資家種別 例 選好する資産分類 投資期間 目標収益率(a) 

銀行 • JP Morgan 
• US Bank 

• 現在：プロジェクトファイナンス

（建設および期限付き貸付）、

タックスエクイティ 
• 将来：建設ファイナンス、タックス

エクイティ 

• 貸付： 
– 過去：10年超 
– 現在：5～10年の

半長期 
• タックスエクイティ： 

5～10年 

• 7％超（会社の全収入） 
• 3カ月LIBORに対して2.5～3％程度

の債券スプレッド(b)  
• タックスエクイティの税引き後利回り

が電力会社規模のプロジェクトの場

合で7～8％程度、分散型ポートフォ

リオの場合で9％程度（借入なし）、

14～18％（借入あり） 
• NPVよりもIRRを優先するタックスエ

クイティ方式の場合は14％超 

大企業 • Apple 
• Chevron 

• 現金 
• 短期のコマーシャルペーパーや

債券 
• 流動性のある低リスクの課税 

控除 

• 貸借対照表上の債

券の50％超が1年 
未満 

• それ以外の保有債

券の大半が1～5年
程度 

• 企業の少数株式 
保有 

• 7％超（会社の全収入） 
• 保有債券についてはLIBOR超 
• タックスエクイティについては8％超

（低所得者向け住宅供給など） 

ミューチュアル

ファンド／ 
個人投資家 

• Fidelity 
• T Rowe Price 

• 流動性証券 • 一部は四半期 
• その他は1～2年 

程度 
• 年金ポートフォリオ

についてはおおむね

10年以上 

• ~6-8％ 

年金基金／ 
寄付金基金 

• National Pension 
Service of Korea 

• New York State 
Teachers 

• Yale Endowment 

• 多種多様：ベンチャーキャピタ

ル、株式、不動産など、広範囲

の資産分類のマネジャーに（場

合によっては直接）投資する 

• 年単位（負債対応方

式：1年ごとの負債を

満たす） 
• ファンド全体の期間

については「永久的」 

• ~7-8％ 

電力会社 • Constellation 
• Tri-State G&T 

Coop 

• 発電所 • 四半期（会社の 
全収入） 

• 20年超（資産の存続

期間） 

• 必要な株主資本利益率は11％程度 
• WACCは5～6％程度 
• 配当利回りは4％程度 

保険会社 • AIG 
• Prudential 

• 請求に対処するための債券 
• 資産ベースを広げるための高リ

スク資産 

• 20年超（長期資産） • 6％程度（長期） 
• 最大限の収益 

そ
の
他
の
利

害
関

係
者

 

ベンダー／ 
EPC設置業者 

• Bechtel 
• Trina Solar 

• 製品のためのパイプライン／

チャネル 
• 3～5年程度 

（製品の将来の販売

機会を求める企業） 

• 3カ月LIBORに対して2.5～3％程度

の債券スプレッド(b)  

土地所有者／ 
不動産開発業者 

• Ted Turner 
• Vornado 

• 土地、建物 • 10年程度（ファンドの

存続期間） 
• 20年超（個別保有の

場合） 

• 20～25％程度（開発） 
• REIT配当利回りは5％程度 

政府 • California PUC 
• 米国財務省 
• 米軍 

• プロジェクト • 長期 • 該当なし 

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、各種別の投資家へのインタビュー注：4列目の例には、このレポートのためにインタビューされた企業は

含まれない。これらの例は、単に各投資家種別の中で有名であるという理由で選ばれている。リスク／収益プロファイルは、上記分類の各金融業者を代表す

るものではない。目標収益は、投資の種別、リスク、プロジェクトの段階、期間などによって、上記の範囲を超えて大幅に異なる可能性がある。目標収益は、手

数料がある場合はそれを引いた値である。(b) 開発者の合計ローンコストは通常、3カ月LIBOR（約50ベーシスポイント）に対する約325ベーシスポイントのス

プレッドに、ローンを変動金利から固定金利に変換するための12年のスワップ（約230ベーシスポイント）を加えたものである。 
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この分析は主に10種類の投資家を対象としており、それぞれの太陽光発電プロジェクト投資への関心に

ついては図14と図15に詳述されている。詳細な分析の対象にはならなかったが、表3に記されたその他

の利害関係者も、太陽光発電プロジェクトへの投資家となる可能性がある。このような関係者としては、

機器およびサービスベンダー（購入のための融資を行うことで、ベンダーは実質的に顧客が自社の製品

を購入するための貸付を行う）、土地所有者や不動産保有者（システムのホストかつ顧客であり、その一

部に投資するか全体の所有者となる場合もある）、政府機関（エネルギーの購入者で資産を取得する可

能性がある場合や、連邦資金調達銀行のように資金の貸し手である場合がある）が挙げられる。 

図14は、投資家をリスク/収益プロファイルに基づいて配列し、それぞれが米国の太陽光発電プロジェク

トへの投資に対して、類似の他の資産分類に比べてどの程度の関心を持っているかを示したものである。 

• 株式：株式に関心が高い場合、太陽光発電プロジェクトから構成される上場企業の株式に投資する

機会への関心を示す可能性がある。また、一部のファンドは、環境への配慮を示すために、クリーン

技術に関連する株式を購入することがある（ただし、これはプロジェクト開発業者を買収して下流を多

角化した製造企業の株式である場合が多いので、プロジェクト投資との関連性は薄い）。 

• 米国の不動産およびプロジェクトインフラストラクチャ：太陽光発電プロジェクトの場合と同様、不動産

およびインフラストラクチャプロジェクトは、多額の当初資本を必要とし、開発過程にある程度のリスク

があり、完成した資産は長期にわたって比較的安定した収入をもたらすという特徴がある。 

• 特殊なアセットバック証券：太陽光発電ポートフォリオの証券化は近い将来に行われる可能性があ

る。さまざまな証券化、すなわち単にモーゲージ証券だけでなく、クレジットカード債権や自動車ローン

といった商品に関心を持つ投資家は、太陽光発電を裏付けとする証券にも興味を持つ可能性がある。

ただし、一部の投資家は、2008年の金融危機の経験から、証券化商品にまだ警戒心を抱いている。 

図14：他の資産分類と比較した太陽光発電プロジェクト投資に対する投資家の意欲（定性的評価） 

 
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 
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この分析の結果で最も印象的なのは、太陽光発電プロジェクト投資と他の資産分類とを関連付ける説得

力のあるパターンが存在しないことである。さまざまなリスク／収益プロファイルを持つ多くの投資家が、

太陽光発電プロジェクトに類似した投資には積極的であるにも関わらず、この分野には全く手を染めて

いない。その理由はおそらく、この資産がなじみのある他の資産分類と同様の形式で提供されていない

からであろう。この結果から推測できるのは、他の資産分類と似た仕組みで太陽光発電プロジェクトに投

資できるとすれば、投資家の意欲は有意に増大する可能性があるということである。 

4.2. 米国太陽光発電への資金供給の進展 
米国の太陽光発電プロジェクトへの資金供給の状況は変化しつつある。図15に、可能性の高い将来の

シナリオの1つを示す。 

図15：米国太陽光発電への資金供給の進展の1つの可能性 

 
出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 
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次のような基本的変化が起こると予想される。 

• 従来主役だった投資家（銀行や連邦政府）の役割はおそらく減少する。長年にわたって米国のクリー

ンエネルギープロジェクトに建設資金を貸し出してきた欧州の銀行は、欧州で進行中の信用危機と

の闘いに忙殺されている。同時に、バーゼルIIIと呼ばれる一群の金融規制のために、銀行はプロ

ジェクトファイナンスへの関与を見直し始めている。この規制では、1年を超える期間のローンには、

最低1年の期間の資金調達手段が必要とされている（例えば、20年間のプロジェクトローンには、満

期が1年より長い長期債券などの資産を充てることが必要）。これにより必要な資本が増加し、プロ

ジェクトファイナンス貸付のコストの上昇と期間の短縮が生じるであろう。バーゼルIIIの影響を最初に

受けるのは欧州の銀行だが、最終的には世界中の多くの銀行が長期貸付を縮小する方向に向かう

と思われる。銀行が長期貸付に消極的になるのと並行して、再生可能エネルギープロジェクトへの直

接の投資家としての米国連邦政府の役割も縮小していく。これは、主要なローン保証プログラムが昨

年で期限切れとなったことが原因である（ただし、連邦政府は軍事プロジェクトを通じて引き続きプロ

ジェクトの主催者として重要な役割を果たす）。 

• 多くの銀行が長期貸付を縮小するのに伴って、他の業者がシェアを伸ばす。貸し手との強固な関係

と着実なプロジェクト開発実績を持つ借り手は、今後も長期の商業ローンを利用できる可能性がある

が、多くの借り手は5～10年間の「半長期」ローン（期間の短いローンで、期間中または期間末に借り

換えられる）に移行することになろう。建設資金貸付に関しては、引き続き銀行が支配的役割を果た

す。他の業者はそのリスクを引き受けたがらないからである。資本が厚いためバーゼルIIIの影響を

受けにくいアジアの銀行も、欧州の貸し手の退場に伴って期限付き融資を増やすことになろう。 

• 新しい投資家は、太陽光発電資産のリスクと利益になじんでいく。太陽電池はクリーンエネルギーの

中では比較的成熟した技術であるが、天然ガスパイプラインや有料道路などのインフラストラクチャ

プロジェクトに比べると歴史が浅く、リスクがより大きいと見なされる傾向がある。この分野の成熟とと

もに、投資家の関心の増大と認識されるリスクの減少によって、資本、借入、タックスエクイティのコス

トが低下していくであろう。 

• 特に機関投資家が関与を強めていく可能性がある。太陽光発電プロジェクトは、長期的責任に適合

する期間の安定した低リスクの資産を求めている保険会社や年金基金には適している可能性があ

る。このような投資家は建設リスクは取りたがらないが、短期の貸し手から債権を引き継ぐことで建

設資金貸付の借換に関与する可能性はある。これらの投資家はまた、自己資本に関しても重要な役

割を果たす。一部の保険会社は、稼働中の太陽光発電プロジェクトの全株式を買い取って、プロジェ

クトの存続期間中保持し続ける。PPAによるプロジェクトの安定したキャッシュフローが、ファンドの毎

年の義務を果たすために最適だからである。 

• 流動性の高い金融手段が出現することで、新しい投資家の役割が拡大するであろう。いくつかの大

規模な保険会社（MetLife、John Hancock など）が米国の太陽光発電プロジェクトに直接投資した前

例はあるが、多くの機関投資家は、そのような取引に対応できるプロジェクトファイナンスチームを持

たないか、単にもっと流動性が高く、債券のようななじみのある資産分類に類似した投資を好んでい

る。現在のところは静観しているが、市場で流通する証券があれば喜んで購入すると思われる投資

家としては、他にヘッジファンドやミューチュアルファンドが挙げられる（この種の流動性の高い金融

手段については4.4～4.5項で解説する）。 

太陽光発電プロジェクトは、

長期的責任に適合する安定

した低リスクの資産を求め

ている保険会社や年金基金
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• 金融分野以外の企業がタックスエクイティ市場に新たに参入するであろう。2012年3月に米国政府

はタックスエクイティ投資に新たに参入しようとしている企業向けの説明会を開催しており、今年初め

には Chevron 社が3～20MW規模の太陽光発電プロジェクトに投資する意図を明らかにした。これ

に続く企業も現れる可能性がある。利回りは魅力的であり、市場は比較的競争が激しくなく、一部の

企業は低収入者向け住宅供給の分野で税額控除の経験を積んでいる。長期的には、タックスエクイ

ティの供給増により、利回りは現在の7～9％程度から低下する可能性がある。しかし短期的には、

あるタックスエクイティ投資家が述べたように、補助金の終了によって需要が増加するのに対して、

供給はすぐには増加しないため、利回りは上昇する可能性がある。また、Duke、NRG、enXco （欧

州の電力会社EDFの子会社）など、開発部門を持つ大規模な電力会社は、概して税優遇措置を国

際化しており、あまり多くの税負担能力が残っていない可能性がある。これらの企業が資金調達のた

めに市場に出ていけば、タックスエクイティの需要はさらに高まる。しかし、後で説明するように、その

需要に応える新しいタックスエクイティ供給者はあまり多くない。 

• 電力会社は分散型太陽光発電ポートフォリオを積極的に購入する可能性がある。住宅用太陽電池

システムは、電力会社の顧客の需要を減らす効果がある。顧客はシステムが発電した電力を消費す

るので、電力会社から購入する電力がその分は減るからである。太陽光発電が今後さらに普及した

場合、電力会社は太陽光発電PPAのポートフォリオを買い取ってリースすることにより、これらのシス

テムによって生じた収入の減少を補おうとする可能性がある。これには2つの方法がある。1つはタッ

クスエクイティを利用する方法で、PG&E社のSunrunおよびSolarCityに対する合計1億6千万ドルの

タックスエクイティ投資がその例である。もう1つは、既存のタックスエクイティ取引の終わり近くにある

ポートフォリオを買い取る方法で、電力会社はプロジェクトの残り期間におけるリースまたはPPAから

の現金収入を受け取る。 

• 資本のコストは低下していく。業界の成熟と新しい投資家の参入により、資金調達のコストは低下す

ると思われる。特に、流動性の高い金融手段が広く採用されることで、必要な資本利益率が低い投

資資金も太陽光発電に流れ込んで来るであろう。モーゲージに基づくアセットバック証券の普及に

よって住宅所有者の資本コストが大幅に下がったように、太陽光発電の分野でも同様のことが起きる

だろう。 

4.3. 投資家の参入に対する障害 
インタビューからは、広い範囲の投資家の参入を妨げている5つの主な要因が明らかとなった。 

• 複雑性：太陽光発電業界で2016年まで必要なタックスエクイティは、気の弱い人には向かない。税と

減価償却の優遇措置を投資家が享受するためには、込み入った会計上・法律上のストラクチャリン

グが必要となる。このために、専門的な金融知識とエネルギー業界に関する豊富な知識を備えた一

部の機関投資家以外は、参入が困難な状況である。 

理論的には、タックスエクイティはもっと多くの投資家を惹きつけることができるはずだ。インタビュー

の対象となったあるタックスエクイティ提供者は、このように語っている。「取っているリスクの大きさに

比べて、利回りは信じられないほど高かった」
4
だが現在のところ、これを魅力的と考える企業はわず

かである。多くの企業が、機会を検討はするものの、あまりに複雑であるか、自社の中核事業と戦略

的に離れすぎており、リスクが高すぎると判断している。さらに、取引の仕組みを構築するには多大

な時間と労力が必要なので、社内チームを設立するか、多額の費用を払ってサービスプロバイダー

に外注する必要がある。しかも、少額から始めることは不可能である。通常、1,500万～3,000万ドル

程度より小さい取引は、「オーバーヘッド」が大きすぎて考慮に値しないと見なされる。 

 
4  これは、過去にタックスエクイティ取引に投資したことがあるインタビュー対象者の発言の中でも、比較的穏健なも

のの 1 つである。ある投資家は、複雑さについては認めながら、次のように語っている。「私の貯金と 401(k)年金

をすべて太陽光発電のタックスエクイティ取引に投資できるとしたら、そうしますね。」 

電力会社は太陽光発電
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してリースすることにより、

収入の減少を補おうとする

可能性がある 
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• 未成熟性：太陽光発電プロジェクトおよびメーカーは、事業の長期的な成功の実績がないと見なされ

ている。投資家は確実性を望む。多くの積極的な資金提供者は、太陽電池パネルはメーカーの想定

通りに動作すると予想しているが、年金基金などのリスクに敏感な投資家は、先に証拠を見せてほし

いと思っている。比較的新しいメーカーのパネルは、25年の想定動作寿命にまだ達していないが、同

じ技術で作られている最も古いパネルは、すでに35年以上にわたって動作を続けている。投資家を

遠ざけるもう1つの要因は、メーカーの間で現在起きている統合や破綻の波である。あるインタビュー

対象者の発言を要約すると、「太陽光発電プロジェクトに投資しようと思っても、保証の主体である

メーカーが来年まで営業しているかどうか分からないのでは、ためらわざるを得ない」。 

• 流動性のなさ：太陽光発電への投資は、転売が容易ではない。他の資本集約的な産業では、流動性

のある投資手段が開発されている。不動産業界のREITや、天然ガスインフラストラクチャ業界の

MLPがそうである。しかし、太陽光発電業界にはそのような一般化した手段がない。多くの投資家

は、必要なときに正味価値で換金できない資産には興味がない。税額控除は、流動性を望む投資家

にとっては特に具合が悪い。タックスエクイティ投資家が5年以内にプロジェクトを売却すると、IRSが

ITCの一部を再徴収するからだ。 

• 標準が存在しないこと：住宅用および商用規模の市場では、支払いとサービスに関する標準が存在

しない。多数の第三者金融業者がそれぞれ異なるPPA／リース契約や信用格付けおよび維持標準

を持っている。業界全体を通じた標準的なPPA／リース契約が存在しないため、太陽光発電証券の

格付けと発行には困難が伴う。地理的な多様性は天候関連のリスクを下げる効果があるが、同時に

固有の規制および市場リスクも導入するため、ポートフォリオの評価がさらに難しくなる。多数の資産

をまとめることの困難さは、太陽光発電債券の準備と発行に必要な能力とキャッシュフローの不足を

招き、資本市場の利用を妨げるおそれがある。 

• 機会の利用可能性：一部の投資家は強い関心を示していたが、適切な投資対象を見つけられなかっ

た。米国の太陽光発電には、南西部の砂漠の電力会社規模の発電所から、ニュージャージー州の

未開地の開発、全国の大規模店舗の屋根上太陽電池プロジェクトのポートフォリオまで、巨大な潜在

的市場がある。しかし、太陽光発電の開発には、避けられない困難がつきまとう。南西部の電力会社

規模の市場は極めて競争が激しい。北東部の市場はSREC価格のボラティリティの影響を受けやす

い。多くの地域では、経済性を実現するのに十分なインセンティブが提供されていない。そして、意味

のある規模のプロジェクトのポートフォリオを構築しようとすると、顧客獲得コストの高さが壁となる。

機会は豊富にあるが、それを見つけ出して利用するのは多くの場合難しい。 

4.4. 流動性の高い金融手段 
図15の「現在」の側から「将来」の側への移行における最も顕著な変化は、より流動性の高いプロジェクト

投資手段の登場によって初めて可能となる。これにより、プロジェクトは資本市場を通じてより広範囲の投

資家から資金を集められるようになるからだ。この表に示されている金融手段について以下で説明する。 

プロジェクト債券 

資金の借入に関しては、債券は、流動性が高く（格付けの高い大規模な発行の場合）、契約の制限が少

なく、コストが低いという点で、銀行ローンの代わりとして魅力的な手段である。現在のところ、再生可能

エネルギー分野では、債券は主にメーカーが製造ラインの新設資金を集めるために利用している。ま

た、少数ながら、金融機関や開発業者が発行する、プロジェクトに直接関連した債券も存在している。 

債券は、流動性が高く、契

約の制限が少なく、コストが

低いという点で、銀行ローン

の代わりとして魅力的な手

段である 
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ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの推定では、クリーンエネルギープロジェクト債券の市場

は全世界で96億ドルであり、最近の最も注目すべき売り出しは、2012年2月に行われたMidAmerican社

の550MWのTopaz太陽光発電プロジェクトに関するものである（この後のケーススタディ5.1を参照）。再

生可能エネルギープロジェクトのための債券の発行がこれまでインフラストラクチャ市場全体に比べて遅

れていたのは、この分野自体の未成熟さのためでもあるが、実際に債券を発行するほど大規模なプロ

ジェクトが少なかったせいでもある。もう1つこれまで起債の障害となってきたのは、この分野に標準が存

在しないことだが、これは最近になって改善の兆しが出てきた。格付け機関は債券の格付けのための太

陽光プロジェクトのリスク評価に次第に慣れてきており、再生可能エネルギープロジェクト債券の発行を

支援するNGOであるClimate Bonds Initiativeが「グリーン」基準を満たす債券を判定するための基準を

作成中である。 

アセットバック証券 

証券化とは、複数の債務契約をまとめてアセットバック証券を作成し、それを債券として機関投資家に販

売する仕組みである。証券化される資産としては、モーゲージローン、自動車ローン、クレジットカードな

どが一般的である（もっと特殊なものとしては、家庭用セキュリティシステム契約、タクシー免許、音楽使

用料などがある）。 

太陽光発電に当てはめれば、第三者から資金を調達した太陽光発電プロジェクトのリースやPPAの支払

いの証券化は、商業ローンよりも低コストの資金調達手段となる可能性がある。証券化された資産から

の売上は、他の太陽光発電システムの構築に再投資することができる。格付け機関は、太陽光発電資

産証券の格付けを、顧客が期限内に支払いを行える能力、およびプロジェクトの予測発電性能に基づい

て行う。 

米国の小規模第三者所有太陽光発電に必要な資金は、2014年に最大52億ドルに達すると見られる。

2011年に導入された住宅用システムがすべて証券化されたとすると、証券化資産からの売上は、2012

年の住宅用太陽光発電システムの構築に必要な資本の32～47％、商用システムの31～42％をまかな

えることになる。 

プロジェクト債券と同様、支払いおよびサービス契約に関する標準が存在しないことが、証券化の実現を

難しくしている。大手の太陽光発電企業以外の市場は細分化されているため、小規模な企業はポート

フォリオの規模が小さすぎ、証券化が困難である。短期的には、Sunrun や SolarCity など最大のシェア

を持つ企業が、最初に資産を証券化すると見られる。長期的に太陽光発電の証券化が成功するかどう

かは、標準化の進展にかかっている。 

MLP 

マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）は、公開株式の資本へのアクセスと、パートナーシップや信

託の税制上の利点を兼ね備えている。MLPはこれまでもっぱら石油やガスといった分野で用いられてお

り、個人投資家が「二重課税」を避けながら大規模な資本集約的プロジェクトに投資することを可能にす

る。MLPには資本コストと税負担を削減する効果があるため、再生可能エネルギープロジェクトの資金調

達にも威力を発揮する可能性がある。
5
しかし現時点では、再生可能エネルギープロジェクトのMLP化は

認められていない。 

 
5  ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスは、風力への MLP の適用に関する研究を行った。典型的なタッ

クスエクイティ方式で資金を供給される仮想的な 100MW の風力プロジェクトの例では、開発事業者とタックスエ

クイティ投資家が MLP として関与した場合、MLP の単位保有者にとって、IRR が約 1.5％（パーセンテージポイ

ント）増加し、NPV が 400 万～430 万ドル増加することが予想される。ただし、タックスエクイティ投資家がこのよ

うな利益を実現するには、「パッシブ損失」ルールの緩和が条件となる。 

リースやPPAの支払いの証

券化は、商業ローンよりも低

コストの資金供給手段とな

る可能性がある 
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仮に認められたとしても、MLPとタックスエクイティの併用は、主に個人投資家に対する「パッシブ損失」

に関連する規則のために困難である。この規則では、MLPによる損失と相殺できるのは「パッシブ利益」

（または同一のMLPからのアクティブ利益）だけであると決められている。しかし、多額のパッシブ利益を

あげている投資家はごく少数である（給与や株式・債券からの利益はアクティブ利益と見なされて該当し

ない）。パッシブ利益がない投資家の場合、損失に関連するタックスエクイティの利点は、将来MLPが正

の利益を上げ始めるときまで現実化しないため、価値が低くなる。この問題を回避するために、例えば税

制上の利益が消費された後で資産を取得する「出口MLP」を設立するといったいくつかの手段が考えら

れるが、どれも複雑である。 

S-REIT 

不動産投資信託（REIT）は、不動産業界において、流動性が高く、個人投資家も機関投資家も利用で

き、税効率が高い資金供給方式として威力を発揮してきた。MLPと同様、REITは「パススルー」主体であ

る。会社に対する課税はなく、株主の配当収入に対して課税が行われる。REITには、上場されるものと

非上場のものとがある。REITが認可されるためには、次の3つの条件を満たす必要がある。 

• 資産の75％以上が不動産などの適格な資産であること（太陽光発電システムの要素の一部は適格

と見なされる可能性もある） 

• 収入の75％以上が賃料またはモーゲージから得られること 

• 課税収入の90％以上が株主に分配されること 

このような仕組みは太陽光発電プロジェクトへの資金供給に都合がよいが、2番目の基準が最大の難関

である。REITの資格に関する規則では、太陽光発電のPPAまたはリースによる収益を「賃料収入」とし

て（少なくとも明示的には）認めていない。ただし、「賃料収入」の定義に関して他のいくつかの例外は認

められている（例えば、ホテルが提供するサービスはREITの収益として適格とされる）。 

「太陽光発電REIT」に対する期待は極めて大きい。不動産の開発・所有と太陽光発電の間には、本質的

な共通性がある。1つは物理的資産が必ず関わっていること、もう1つは資産の経済的性質（初期コスト

の高さ、長期的な支払い）が似通っていることである。ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの

取材先の中には、このコンセプトをビジネスベンチャーとして実現しようとしている例、政治の世界でその

実現性を探っている例、さらには法律の変更なしでS-REITの資格取得が可能かどうかを試している例な

どがあった。
6 

YieldCo 

税制上の利点以外にも、MLPとREITには、現在の米国の太陽光発電投資に欠けている特長がある。そ

れは、あらゆる種類の投資家が、非流動性リスクなしに、他の無関係の市場セグメントに同時に投資す

ることなく、配当を生む生産的な資産にアクセスし、その持分を取得できることである。 

 
6  太陽光発電 REIT の概念についての有益な入門文書として、Rushton Atlantic LLC の Kenneth Kramer による

2 ページのホワイトペーパー『The Case for Solar REITs』がある。上記の S-REIT に関する記述の多くはこの文

書に基づいている。 

MLPとS-REITは、公開株式

の資本へのアクセスと、

パートナーシップや信託の

税制上の利点を兼ね備えて

いる 
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例えば、個人投資家が米国の太陽光発電開発に投資しようとすると、方法は限られており、しかも「純

粋」な方法が存在しない。現在プロジェクトに主に資金を供給しているプライベートエクイティやプライベー

ト債券は、通常の個人投資家が利用できるものではない。
7
別の方法として、太陽光発電プロジェクトを

開発している First Solar や NRG といった上場企業の株式を購入することもできる。しかし、こうした有

名企業はいずれも純粋に太陽光発電の会社ではない。First Solar の本業はモジュールメーカーで、プロ

ジェクト開発も手がけているに過ぎない。NRG は開発が本業だが、太陽光発電以外の資産も数多く所

有している。 

今後は、米国の太陽光発電プロジェクト投資に特化した事業会社が登場してくる可能性もある。一例とし

て、開発業者が発電資産の所有権をIPOによって公開市場にスピンアウトし、純粋に太陽光発電資産か

らなるインカムファンドを設立することが考えられる。これを提唱している KeyBanc Capital Markets な

どは、このような会社が投資家に提供する安定した利回り（yield）にちなんで、この仕組みを「yieldco」と

呼んでいる。Yieldco の投資としての特徴は、景気循環の影響を受けず、固定した資産に基づいており、

安定した配当利回りを提供するという点で、REITに似ている。あるインタビュー対象者は、この仕組みの

ことを「REITよりすぐれている」と高く評価している。その理由は、収益が一般的に信用度の高い電力購

入者からの長期的にエスカレートするPPAに基づいていることである（これに対して、REITの不動産資

産は通常もっと期間の短いリースであり、テナントの信用度も低い可能性がある）。 

この考え方はエネルギー業界には以前から存在し、現在上場されている yieldco もいくつかあるが、ほと

んどは国際的に事業を展開している。最も適切な例としては、Brookfield Asset Management がスピン

アウトした再生可能エネルギー資産を所有する上場ファンドが挙げられる（ケーススタディ5.2を参照）。

Yieldco は、自身で開発を行うか（ただしこの場合は資産所有に特化したファンドではなくなる）、第三者

の開発業者からプロジェクトを購入するか、あるいは元の会社の「開発部門」から直接会社を購入するこ

とによって、実質的に開発と所有を分離する場合がある。 

yieldcoの実現には、主に2つの障害がある。1つ目は規模である。このような仕組みに詳しい銀行関係

者によると、新規yieldcoに必要な最小IPO金額はおおむね1億5千万～2億ドル程度で、会社の株式評

価総額は5億ドル以上になる。もう1つの障害は、タックスエクイティとyieldcoの相性がよくないことであ

る。yieldcoは通常キャッシュフローに基づいて取引きされるが、タックスエクイティが用いられていると、

初期段階のキャッシュフローのほとんどはタックスエクイティ投資家の手に入ることになる（スポンサーす

なわちyieldcoの株主には流れない）。そこで、理想的なシナリオとしては、優遇税制が利用され尽くし

て、タックスエクイティ投資家が所有権を手放した後で（例えばパートナーシップフリップ方式の「フリップ」

イベントの後で）、yieldcoをスピンアウトすることが考えられる。 

新しいyieldcoは7％程度の利回りを達成できる可能性があるが、成長と成熟化に伴って5％程度まで落

ちることが考えられる。 

 
7  投資家が自分自身で太陽光発電システムを（例えば、自宅の屋根の上に）所有することももちろん可能である。し

かし、単に太陽光発電開発に関与したいという投資家の願望を満たすだけなら、この方法は「蟻を殺すために戦

車を持ち出す」ようなものである。初期費用は一般的な投資家が 1 銘柄の株式に投資する額よりも数桁大きく、

分散投資でないため単一プロジェクトのリスクに直接さらされることになり、さらに資産の流動性は極めて低い。 

開発者は発電資産の所有

権を公開市場にスピンアウ

トすることができる 
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シンジケートタックスエクイティ 

現時点では、再生可能エネルギーの税額控除に関する流通市場は存在しない。このような流動性の欠

如はリスクにつながり、市場に参入する可能性がある大企業などにとってのタックスエクイティ投資の魅

力を減少させることになる。
8
タックスエクイティのシンジケート化、すなわち流通市場での取引によって税

額控除をある投資家から別の投資家に移転できるようにすることは、全く不可能ではないが困難である。

最大の困難は、税額控除を利用するために再生可能エネルギープロジェクトのある程度の経済的所有

を立証しなければならないことにある（すなわち、控除をプロジェクトから分離することができない）。この

ため、現在タックスエクイティ取引に参加する投資家は、対象の単一プロジェクトのリスクに束縛されるこ

とになる。またこのことは、大規模な取引でないと経済的に成り立たないことも意味している。タックスエク

イティ投資に関連する管理とデューディリジェンスのための多額のコストは、プロジェクトの規模に関わら

ず絶対額としては基本的に同じだからである。 

「税額控除の移転可能性」に対する障害を克服できれば、再生可能エネルギーの税額控除の流通市場

を計画することも現実的になる。流動性があれば新しい種類の投資家を惹きつけられる可能性がある。

このような投資家は、管理とデューディリジェンスのプロセスのほとんどを外注することになる。投資家

は、個々のプロジェクトのパフォーマンスリスクはあまり心配しなくて済む（複数のプロジェクトに税額控除

を分散することができるため）。また、短期的に現金が必要になった場合は、税額控除を現金化する手段

も存在することを確信できる。 

クラウドファンディング 

2012年4月に Jumpstart Our Business Startups Act（JOBS）が法律として成立したことにより、「クラウド

ファンディング」が太陽光発電投資の新しい資本の源泉として脚光を浴びるようになった。この法律で

は、認可を受けていない投資家による新規事業やプロジェクトへの小規模株式投資を許可している。クラ

ウドファンディングでは、開発業者または金融仲介業者が代理人となって、個人投資家の資金を、開発

中または稼働中の資産に対する建設ローンまたは期限付きローンとして提供する。JOBS法による企業

投資の上限は100万ドルであり、個別の投資は1万ドル以下でなければならないので、当初は小規模な

プロジェクトが選ばれると見られる。また、クラウドファンディングの対象プロジェクトは、第三者所有のプ

ロジェクトが個人の消費する電力を供給するという確立されたモデルに従うため、比較的低リスクである

と思われる。それに対応して利益率も高くはなく、最も有名なクラウドファンディング企業である Solar 

Mosaic 社CEOによれば、同社の最初の収益を生むプロジェクトの投資家にとっての年間利回りは6～

9％と予想される。 

クラウドファンディングでは、投資家がタックスエクイティ金融に参加することはできない。しかし、競争力

のある利率によって、一部のプロジェクトでは従来の期限付きローンに取って代わる可能性がある。クラ

ウドファンディングが太陽光発電プロジェクトの資金調達手段として確固たる地位を占めるには、いくつ

か解決が必要な問題がある。特に、クラウドファンディング投資の流通市場が存在できるかどうかが不明

確である。流通市場があれば、投資家はプロジェクトファイナンスの決められた期限より前に自分のポジ

ションを解消することが可能になる。 

 
8  例えば、企業がタックスエクイティ投資（ITC）に関与していて、投資税額控除を利用するつもりだった会計年度に

予期しない損失（マイナスの利益）が生じたり、現金が突然不足したりした場合、その企業は ITC を他者に売却し

たいと思うかもしれない。 

「クラウドファンディング」が

有力な資本の源泉として脚

光を浴びるようになった 
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4.5. 金融手段の評価 
太陽光発電プロジェクトへの資金供給の新しい仕組みに利用できる可能性がある資本は膨大である。図

16に示すのは、これまでに説明した方式に何らかの意味で該当する金融手段の時価総額である。資本

市場向けの金融商品が関心を集めたとしても、米国の太陽光発電プロジェクト投資が他の主要な資産

種目と同程度の規模に達するにはもう少し時間がかかるだろう。それでも、この分析からは、流動性の高

い投資手法に対する意欲の高さが伺われる。それは銀行や米国政府が消化できる量をはるかに超えて

いる。そして、市場は長期的に配当を生む資産に対して高い評価を与えようとしていることも見て取れ

る。 

図16に示す金融手段は、太陽光発電への適用の現実性が高い順に並べられている。上場株式

（「yieldco」を含む）と太陽光発電プロジェクト債券は、すでに存在する（図17と事例5.1を参照）。太陽光

発電の証券化事業は、今年中には開始される見込みである。太陽光発電REITの実現には困難が予想

されるが、何人かの専門家によると、現在の法規の下でも合法的に実現できる可能性はある。一方、

MLPの実現にはもっと時間がかかり、おそらく法律の変更が必要である。 

図16：関連性のある高流動性金融手段の時価総額（10億ドル） 図17：2003年以降の世界のクリーンエネルギープロジェクト債券の

発行額（100万ドル） 

 
 

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、ブルームバーグLP、National Association of Publicly Traded Partnerships、NYSE、Rushton 
Atlantic 注：「グリーン社債」と「CMBS」の値は、固定金利証券の残高を反映している。「グリーン社債」とは、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス

のデータに基づいて、クリーンエネルギーバリューチェーンに25％以上投資している企業が発行する社債全般を指す。「ブルームバーグ・リストCMBS」とは、

ブルームバーグ端末にデータが表示される商用モーゲージ証券全般を指す。当社の推定では、端末に表示される証券はCMBS残高全体の約4分の1に対

応する。「再生可能開発企業株式」は、再生可能エネルギー開発専業の6社の企業の時価総額合計に対応する。該当する企業は、EDP Renovaveis、Enel 
Green Power、Innergex Renewable、Ormat Technologies、Energy Development Corporation、Brookfield Renewable Energyである。 

5. 革新的な再生可能エネルギー金融：ケーススタディ  
このレポートでは、将来有望と考えられるさまざまな金融手段を解説している。一方で、以下のケースス

タディでは、革新的な再生可能エネルギー金融戦略がすでに現実化し始めていることを示す。 
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5.1. 保険会社とプロジェクト債券：Topaz 
2011年12月に、ウォーレン・バフェット氏が所有する電力会社 MidAmerican Energy 、550MWの

Topaz 太陽光発電プロジェクトを24億ドルで買収した。2カ月後に同社は、2回に分けて発行される13億

ドルのプロジェクト債券の1回目の売出しによって、8億5千万ドルを手にした。この記念すべき取引は、米

国で初めての政府保証のない太陽光発電債券の発行となった。この債券は特別に有利な条件を備えて

いたため（MidAmerican 社のサポート、電力購入者であるPG&Eの信用度の高さ、非常に魅力的な

PPA価格など）、格付け機関はこれを投資適格と判定した。 

MidAmerican 社による買収と債券の発行は、2つの重要な動向を示している可能性がある。すなわち、

電力会社による再生可能エネルギー投資への意欲の拡大と、機関投資家の関心の高まりである。当初

の7億ドルの売り出しには12億ドルという多額の応募があったため、シンジケートは発行額を1億5千万ド

ル増やすことにした。 

市場の投資家が認識している最大のリスクは、機器メーカーの First Solar 社の信頼度、すなわちより一

般的に言えば、技術自体の長期的な動作リスクであった。この債券の最大の購入者の中には、保険会

社が含まれていたと見られる。これらの会社は過去において太陽光発電投資になじんでおり、プロジェク

トローンとタックスエクイティの両方を提供してきた歴史があるからだ。 

5.2. 上場金融手段：Brookfield Renewable Energy Partners 
Brookfield Asset Management 社は、インフラストラクチャ、不動産所有、プライベートエクイティに投資

している。1999年に同社は、主力のファンドである Brookfield Renewable Energy Partners を、トロント

証券取引所で取引される上場インカムトラストとしてスピンアウトした。2011年9月に、Brookfield 社は自

社が完全に所有する再生可能エネルギー資産を上場ファンドの資産に統合し、世界最大級の再生可能

エネルギー専門の上場ファンドを実現した。そのポートフォリオは、約4.5GWの主に水力発電の資産か

ら構成され、買収や社内開発のプロジェクトによって拡張が続けられている。 

Brookfield 社はその売上のほとんどを、長期PPAによって電力を販売することで自社の発電資産から得

ているので、「yieldco」の一例と見ることができる。株主に対して、同社はファンドの事業収入の60～

70％の分配率を目標としており、ファンドの年間配当利回りは普通株で4.88％、優先株で5.25％となっ

ている。インタビュー対象者の1人は、このような利回りは成熟したyieldcoとしては一般的であると語って

いる。ただし、1つの問題は、Brookfield 社が純粋な yieldco と言えないことである。同社はプロジェクト

開発にも携わっており、20のプロジェクトが開発のさまざまな段階に位置している。 

元のファンドのスピンアウトは、太陽光発電ポートフォリオの所有者にとっては興味深い前例となる。少な

くとも1つの太陽光発電開発業者が、これを実現するために現在銀行と協議中である。推論の上では、

太陽光発電プロジェクトの所有者はポートフォリオを公開されている事業会社にスピンアウトすることが

できる。この会社の株主は、リースまたはPPAの支払いからプロジェクトの資金提供者の寄与分を引い

た残りから、収入（配当）を得ることができる。 

5.3. アセットバック証券：SolarCity と Walmart 
昨年9月に、SolarCity 社と Walmart 社は、カリフォルニア州にある Walmart の60の店舗に太陽光発電

システムを設置する取引を発表した。これによる発電量は最大で年間70GWhとなる。PPA料金が

1MWh当り130ドル、エスカレーションが3％とすると、これらのプロジェクトからの収益は年間910万ドル

（20年契約、6％の割引率で1億1千700万ドルの現在価値）に上る。電力購入者（Walmart社）はデフォ

ルトリスクが小さく（ムーディーズによる格付けはAa2）、SolarCity 社はすべての Walmart 店舗とのPPA

契約とサービス契約を標準化している。このことから、SolarCity 社はこのポートフォリオを利用して、商

業規模の太陽光発電プロジェクト債券を投資家に販売できる可能性がある。 

Topazの取引は、機関投資

家の関心の高まりを浮き彫

りにした 

Brookfield 社による再生

可能エネルギー資産の上場

は、太陽光発電ポートフォリ

オの所有者にとって納得の

いく前例となる 
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5.4. 年金基金と長期株式投資：PensionDanmark 
PensionDanmarkは、再生可能エネルギープロジェクト投資に最も積極的な機関投資家の1つである。こ

の基金は、再生可能エネルギー投資に関するベテランであり、欧州の太陽光発電および洋上風力発電

プロジェクトに15億ドルの資金を投資またはコミットしている。基金の計画では、資産の10％を再生可能

エネルギープロジェクトに直接的に投資することを目指している。これに比べて、多くの年金基金は、イン

フラストラクチャプロジェクト全体に対しても、資産の1％程度しか割り当てていない。 

2010年に、PensionDanmarkはDong社の Nysted 風力発電所の50％の持分を7億デンマーククローネ

（1億3千万ドル）で取得した。2011年に、PensionDanmark と、同じくデンマークの大規模な年金基金で

あるPKAは、デンマークの北東岸にある Anholt 洋上風力発電所の50％の持分を、総額60億デンマー

ククローネ（11億ドル）で共同取得した。デンマークの電力会社 Dong Energy が運営するこの400MW

のプロジェクトは、2013年の完成時には、デンマークで最大、世界でも最大級の洋上風力発電所となる

見込みである。PensionDanmark は資産の30％、PKAは20％を所有する。 

PensionDanmark の説明によると、このような直接的なプロジェクト投資の方法は、高額の管理手数料

が不要で、コントロールがより容易になるという点で、インフラストラクチャファンドに投資するよりも優れ

ているとされる。一方で、このような取引には、高いレベルの専門知識と長い準備期間が必要となる。経

営陣によれば、ファンドのこれまでの投資で実現された収益率は6.5～9％に上るという。 

6. 政策オプション 
現状では、米国の太陽光発電は今後10年間に大幅に成長すると見込まれている。これには、コストの急

激な低下と、このレポートで明らかにした諸要因（展開のための新しいビジネスモデル、新しい投資家、

新しい投資手段）が寄与すると思われる。一方、政策の調整次第で、この成長をさらに加速し、上記の要

因を補強することも可能であろう。 

付録の表5には、米国の太陽光発電の促進を目指すさまざまな政策を示している。これには現在実施中

のものも提案されているものも含んでいる。これらの分類は、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナ

ンスのエネルギー政策ライブラリに基づいている。これは、世界中の68種類の政策の実施状況を追跡し

たものである。米国の太陽光発電に関連する政策については、実施または提案されている具体的な政

策適用の説明と、現状または将来の実現性に関する評価が表に記載されている。
9 

太陽光発電の投資家、開発業者、業界の専門家は、優先度の高い重要なテーマとして5つを挙げてい

る。これらは、（a）現在提案されているかすでに実施されており、さらに強化が望まれるもの、（b）既存の

市場の仕組みや既存の政策に比較的容易に取り込めるもの、（c）投資と太陽光発電の普及に大きな効

果がある政策の例として投資家が挙げたものに分類される。 

• 既存のSolar Renewable Energy Credit（SREC）プログラムの強化：米国北東部で普及している

太陽光発電RECの市場は、この市場を表面的にしか理解していない人々によって賞賛される傾向が

ある。この分野の経験が豊かな人々は、このような市場の困難さを知っている。長期のSREC契約が

少ないため、プロジェクト投資は高リスクの賭けとなる。また、規制当局の予想を超えて建設が進む

ために、SRECの大量の供給過剰が生じ、好不況のサイクルにつながる。 

このような市場への投資を支援するには、既存の基準の強化が有効であろう。これにはさまざまな方

法があるが、最も分かりやすいのは太陽光発電の割当目標の引き上げまたは期限繰上である。例と

して、ニュージャージー州とペンシルベニア州では現在供給過剰が生じており、立法当局はSREC目

標の期限繰上げの提案を検討中である。 

 
9  このリストは網羅的なものでも詳細なものでもない。ここに記載されていない政策が、州や市、あるいは特定の電

力会社のレベルで積極的に採用されている可能性もある。 

デンマークの年金基金は、

太陽光発電および洋上風力

発電プロジェクトに15億ドル

の資金を投資またはコミット

している… 

...これまでの投資の収益率

は6.5～9％に上る 

長期のSREC契約が少ない

ため、プロジェクト投資は高

リスクの賭けとなる 
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もう1つの政策支援としては、長期契約の提供を義務付けることが考えられる。このような手段は、規

制緩和された市場での小売契約との間に矛盾を引き起こす可能性があるが、これを回避する独創的

な手段も考案されている。例えばコネティカット州では、送配電事業者が標準の15年契約による

SRECの調達に資金を振り向けることを義務付ける規制を導入した。この割当はほとんどの場合、太

陽光発電によって満たされることが期待されている。 

• 標準の導入：標準化されたプログラムの採用により、投資が促進される。カリフォルニア州の太陽光

発電イニシアティブと再生可能エネルギーオークションメカニズムにより、開発業者はプロジェクトの

提出と処理を効率的に行うことができる。また、太陽光発電のリースとPPAの標準化は、太陽光発電

の証券化の急速な普及につながる。 

• 太陽光発電の送電網への組み込み：比較的わずかな規制変更により、分散型太陽光発電の普及を

さらに進められる可能性がある。主な例を2つ挙げれば、ネットメータリング規則の採用の促進と、

「PURPA」規則の調整である。 

ネットメータリングでは、システムから送電網に送られる電力（すなわち、所有者が消費した残りの電

力）の料金がシステムの所有者に支払われる。米国のほとんどの州では、ピーク負荷の特定の割合

（通常1～5％程度）までのネットメータリングを認めている。今後の政策提案の目標としては、ネット

メータリング規則を国全体のレベルに広げることと、この制限を引き上げることが考えられる。 

1978年に成立したPublic Utility Regulatory Policies Act（PURPA、公益事業規制政策法）では、電

力会社が適格な発電事業者から電力会社の「回避コスト」料率で電力を買い取ることを義務付けて

いる。この法律は、電力サービスの分離への第一歩であり、IPPの出現を促し、競争力のある再生可

能エネルギープロジェクトへの道を拓いた。しかし、現時点では、太陽光電力はまだ化石燃料よりも

価格が高いため、「回避コスト」の指標を満たさないのが普通である。太陽光に固有の競争力のある

回避コスト料率を導入することで、化石燃料による電力を購入している電力会社に太陽光電力を購

入させることができるであろう。
10 

• ITCの使用をより柔軟にし、新規参入者が利用しやすくする：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファ

イナンスの以前の分析では、ITCは投資家にとって利点があることが示されている。典型的な太陽光

発電プロジェクトに対するタックスエクイティ投資家は、仕組みに応じて14～48％のIRRを実現できる

可能性がある。
11
しかし、多くの投資家を遠ざけている理由は、再生可能エネルギーの税額控除が、

他の分野の税額控除に比べても、流動性に欠けることである。この分野の専門家は、太陽光発電に

関するITCの規則に3つの調整を加えることで、他の分野との整合性と新規投資家にとっての魅力を

高めることができるとしている。これについては下の表4で説明している。 

 
10  これは固定価格買取制度（FiT）とは異なる。FiT は法律または規則によって設定される。資源固有の回避コスト

は、該当する資源による発電の価格に基づく数式によって設定される。前者はインセンティブ価格であり、後者は

市場価格である。 
11  ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスによるホワイトペーパー（Reznick Group の依頼により作成）The 

return – and returns – of tax equity for US renewable projects （米国再生可能エネルギープロジェクトにおけ

るタックスエクイティの再来とその効果）、2011 年 11 月 21 日 

太陽光発電のリースとPPA
の標準化は、太陽光発電の

証券化の急速な普及につな

がる 

http://www.bnef.com/WhitePapers/download/54
http://www.bnef.com/WhitePapers/download/54
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表4：新規投資家にとっての魅力を高める太陽光発電ITC規則の調整 

 概要 
必要な変更の 
種類 

CRA／公益認定 

Community Reinvestment Act（CRA、地域再投資法）と公益投資（PWI）認定の目的は、銀行がサービス

を受けにくい人々（低所得層など）にも商品への平等なアクセスを提供し、公共の利益になる投資を行うこと

を奨励することである。低所得者向け住宅税額控除（LIHTC）は、CRAの義務を果たすために使用できる

が、再生可能エネルギーのITCは使用できない。 
再生可能エネルギーを含むように適格範囲を広げれば、CRA評価の向上を望む銀行（特にこの市場でまだ

目立った役割を果たしていない地方銀行など）にとってのインセンティブとなり、タックスエクイティ市場の競

争が激しくなって利回りが低下すると考えられる。 
 

通貨監査局およ

び金融監督局を

通じた規制変更 

ITCの再徴収と移転

可能性 

「再徴収」のリスクは、太陽光発電プロジェクト投資家にとって悩みの種である。所有者の変更、プロジェクト

の売却、不動産の抵当流れといった事態が起きると、ITCの利益が実現される前に再徴収が行われるおそ

れがある。 
財務省補助金プログラムでは、もっと柔軟な扱いが行われていた。プロジェクトの所有者が変わっても、特定

の条件が満たされれば、ITCの再徴収はなかった。補助金プログラムの規則に戻せば、リスクを低減でき

る。 

法律の変更 

実効利回り会計 

LIHTC投資は、GAAP会計での損失の有利な扱いによって利益を受けている。具体的には、税額控除投資

によって生じる収益の変動を緩和するため、税額控除の利益を投資のコストと組み合わせて認識することを

投資家に認めている。これにより、財務諸表には、期間中を通じて安定した「実効利回り」が記載される。 
この会計規則の適用を太陽光発電にも拡大することで、損益計算書におけるITCの変動の影響に対する一

部の企業投資家の懸念を緩和できると思われる。 

会計の変更 

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、太陽光発電投資家、投資顧問、開発業者へのインタビュー 

• 流動性のある税制上有利な金融手段の認可：再生可能エネルギーMLPやS-REITなど、投資家が

市場で持分を購入でき、税効率の高い資金調達を可能にし、非流動性プレミアムのない金融手段が

実現されれば、投資家のすそ野を広げ、資本コストを下げる効果があるはずだ。この中では、S-

REITの方が政治的に実現可能性は高いと思われる。法律の変更なしに導入でき、財政赤字強硬派

と衝突する心配もないからだ。 

S-REITの導入の初期段階では、既存のREIT適格の不動産に太陽光発電システムを組み込む手法

が取られるかもしれない。しかし長期的には、太陽光発電資産だけから構成される純粋なS-REITの

登場が望まれる。このような仕組みを実現するには、PPA収入が「賃料収入」と認定されることと、お

そらく太陽光発電機器が不動産と認定されることが必要となるだろう。 

S-REITの実現に向けてクリアすべき最後の課題は、太陽光発電に対してITCの代わりに生産税額

控除（PTC）を使用可能にすることだろう。このアイデアの提唱者によると、長期間にわたって安定し

た利益があるPTCのほうが、一度に多額の利益が生じるITCよりも、配当によるREITのキャッシュフ

ローの性質に適合するとされる。ただし、このことは投資家をパフォーマンスのリスクにさらすことにも

つながる。 

7. 短期的見通し：統合による進化 
ここまで解説してきた変化は、今後数年間の中期的スパンで起きると予想されるものである。一方、それ

が可能になるためには、短期的に米国の太陽光発電業界の構造自体が変わる必要がある。具体的に

は、セクターの統合によって太陽光発電の資金調達の革新が可能になるだろう。 

業界は、特に住宅用および商用市場では、小規模な企業が多数存在する状態から、資金力のある少数

の大規模企業が存在する状態に変化していくだろう。補助金の終了によって、業界の統合は加速すると

見られる。補助金のおかげで繁栄した小規模な開発業者は、タックスエクイティに対応することが難し

い。提供者の最小投資規模は1,500万～3,000万ドル以上だからである。しかも、小規模な開発業者は、

ITC再徴収のリスク回避を望むタックスエクイティ提供者に対して、通常は保証を提供できない（再徴収

は、太陽光発電プロジェクトが設置されている不動産の抵当流れといった事態によって起きることがあ

セクターの統合によって太

陽光発電の資金調達の革

新が可能になる 
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る）。スポンサーの規模が重要であり、タックスエクイティに対応できない小規模な開発業者は事業継続

が困難になると見られる。 

統合により、アセットバック証券や「yieldco」のような規模を必要とする投資手段の出現は容易になる。

投資家にとってのリスクは減少し、資本コストは低下するだろう。統合のメリットを特に受けるのは、商用

市場である。SolarCity などの大規模な第三者金融業者は住宅用市場向けのタックスエクイティ金融の

利用に熟達しており、NRGなどの大規模開発業者は電力会社規模のプロジェクトに同様に熟達してい

る。一方で、商用向けの分野は一般にタックスエクイティ投資家の関心外である。現在のプロジェクト開

発者は規模が小さすぎて、住宅用PPAよりも複雑な商用PPA契約の提供や、タックスエクイティ投資家

向けの保証の提供には向いていないからだ。業界の統合が進めば、開発業者の規模が大きくなり、商用

規模プロジェクト向けのタックスエクイティに対応することもできるだろう。 

統合が進んだとしても、主要なタックスエクイティ提供者が小規模分散型太陽光発電プロジェクトに進ん

で資金を提供するかどうかは不明である。多くの提供者は、電力会社規模のプロジェクトの経験しか持

たず、小規模プロジェクトやポートフォリオに必要なデューディリジェンスの手間を嫌う可能性がある。こ

のため、このような取引に資金を提供する新規参入者が近い将来に必要とされるだろう。また、投資家を

ITC再徴収のリスクから保護するタックスエクイティ保証業者も必要となる可能性がある。 
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付録 
表5：米国の太陽光発電関連政策の概況 

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
種
類

 

政策の種類 定義 

現在または将

来の米国の太

陽光発電への

適用（イタリック
はまだ実現して
いないもの） 

既存の政策の 
状況 

将来の政策の 
状況 

 
 
 
 
 
 

概要 

適
用
終
了

 

実
施
中

 

実
施
中
か
つ

拡
大
中

 
実
現
可
能
性

が
低
い

 
実
現
可
能
性

は
不
明

 
実
現
可
能
性

が
高
い

 

炭
素
市
場
メ
カ

 
ニ
ズ
ム

 

国内キャップ

アンドトレード 

取引可能な排出権の作

成。これは温室効果ガス

の排出に価格を付け、

地理的境界を越えて取

引可能にするものであ

る。 

• カリフォルニア

州キャップアンド

トレード 
• その他の炭素プ
ログラム 

      2013年に開始予定のカリフォルニア州のプログ

ラムは、低炭素電力に対するインセンティブにな

るが、予定されている炭素価格（2013～2020年
の期間で平均31ドル／トン）だと、それだけでは

太陽光発電の普及促進には力不足である。 
米国の他の地域では近い将来キャップアンドト

レードが実現される見込みはない。 

借
入

に
よ
る
資

金
調
達
メ
カ

 
ニ
ズ
ム

 

ローン保証 

借り手が債務不履行に

陥ったときに、保証機関

がローンの責任を引き

受けるか、ローンの条件

を緩和する契約 

• 米国エネルギー

省1705ローン保

証プログラム 

      再生可能エネルギープロジェクト向けのローン保

証（ローンの最大80％）を認可した臨時プログラ

ム。2011年9月に終了。 

• タックスエクイ
ティ投資向けの
「保証」 

      再生可能エネルギー以外の分野（コミュニティ投

資の税額控除など）では、銀行はタックスエクイ

ティ投資家（大企業など）に保証を拡大し、投資

家に特定のIRRを保証している。再生可能エネ

ルギー向けタックスエクイティを支援するため

に、政府が同様の保証を考慮することも可能だ

が、1705プログラムを巡る議論を見れば、これ

が支持を受けることは難しいだろう。 

エ
ネ
ル
ギ
ー
市

場
メ
カ
ニ
ズ
ム

 

固定価格買

取制度 

再生可能エネルギーに

よる電力が市場平均よ

り高い価格で購入される

ように保証すること。価

格は使用される再生可

能エネルギー技術に

よって異なる。 

• 地域の固定価

格買取 （FiT） プ
ログラム 
• その他の FiT プ
ログラム 

      
固定価格買取プログラムは、いくつかの都市や

州（サクラメント、ゲーンズビル、バーモント州、

ハワイ州など）で実施されている。 
しかし、より広範囲の地域あるいは連邦レベルで

は、このメカニズムはまだ支持されていない。 

優先的地位 

炭素排出削減に効果が

ある特定の技術、機器、

手法などの優先的取り

扱い。 

• 連邦所有地の

太陽光発電開

発向けの隔離 

      2011年4月に土地管理局（BLM）が公布した規

則では、連邦所有地を最大4年間の期限付きで

隔離することができる。この期間中は、開発中の

太陽光発電プロジェクトは競合する利益による

干渉（特に採鉱関係の要求）を受けないことが保

証される。BLMは2億4千500万エーカーの土地

を管理しており、うち2,200万エーカー（特に米国

南西部）が太陽光発電用として有望である。 

再生可能エネ

ルギーポート

フォリオ基準 

電力会社／配電業者が

電力の特定の割合 
（または容量）を再生可

能エネルギーによる電

力で賄うことを義務付 
ける。 

• 太陽光発電割

当付きのRPSプ
ログラム 

      17の州とワシントンDCで、RPSに太陽光発電の

割当が付いている。いくつかの州は最近になっ

て割当を強化したり（メリーランド、DC）、強化を

検討したり（ニュージャージー、ペンシルベニア）

している。 

逆オークショ 
ン／契約要求 

特定の技術をターゲット

とした電力の購入／導

入取引のための競争 
入札 

• カリフォルニア

州のRAM 
• 連邦逆オーク
ション 

      カリフォルニア州の逆オークションメカニズム

（RAM）は、電力会社が20MW未満のシステム

側DGを購入することを認めている。RAMによ

り、開発業者にとってはプロセスが効率化され、

料金支払者にとってはコストが最小化されると期

待される。入札者は単純な標準契約に対して自

分で価格を付ける。 
Hudson Clean Energy Partnersは、クリーンエ

ネルギーに関する連邦逆オークションを提案し

た。このための資金は、石油およびガスのリース

売上とロイヤルティ支払から供給される（州の

RECの代替となりうる「連邦REC」の作成）。この

提案は、生産に連動した、税でなく現金によるイ

ンセンティブを提唱している。 

標準 標準化されたプロセスや

契約の導入 

• 電力購入者に対
する標準PPA 
契約 

      電力会社、ビル所有者、住宅所有者との間の標

準電力購入契約があれば、多数の小規模プロ

ジェクトをまとめることにより、投資の経済性を高

めたり証券化を実現したりすることができる。 
 

緑でハイライト表示されたセルは、提

案されている政策（または既存の政策

のうち強化の可能性があるもの）で、

太陽光発電の支持者にとって優先度の

高い機会となる可能性がある。 



 

 

 米国太陽光発電 ― ホワイトペーパー 2012 年 6 月 4 日 
 

©ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ 
ファイナンス 2012 

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの事前の書面による承諾がない限り、コピー、転載、パスワード

共有、再配布を禁じます。使用条件の詳細は、sales.bnef@bloomberg.net までお問い合わせください。 
32 ページの著作権表記および免責事項は、本文書全体に適用されます。 30/32 ページ 

   

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
種
類

 

政策の種類 定義 

現在または将

来の米国の太

陽光発電への

適用（イタリック
はまだ実現して
いないもの） 

既存の政策の 
状況 

将来の政策の 
状況 

 
 
 
 
 
 

概要 

適
用
終
了

 

実
施
中

 

実
施
中
か
つ

拡
大
中

 
実
現
可
能
性

が
低
い

 
実
現
可
能
性

は
不
明

 
実
現
可
能
性

が
高
い

 

電力会社の 
規制 

炭素排出削減のための

規制の再構築 

• ネットメータリ 
ング 

      送電網に送られる電力（所有者が消費した残り）

の料金が太陽光発電システムの所有者に支払

われる。連邦レベルで現在審議中のいくつかの

法案では、電力会社にネットメータリングの提供

を義務付けることとしている。一方、米国のほと

んどの州では、ピーク負荷の特定の割合（通常 
1～5％程度）までのネットメータリングを認めて 
いる。 

• 「低コスト」の 
電力会社規制
手段 

      太陽光発電の普及のためにPUCレベルで採用

できる手軽な手法の候補として、次のものが挙

げられる。（i）新規プロジェクトの承認に「暗黙の

同意」原則を当てはめる（例えば、プロジェクト開

発の意図の公表から30日以内に当局が応答し

なければ、開発業者はプロジェクトを進めてよ

い）。（ii）電力会社が回避コストの最も低い資源

（天然ガスなど）を購入する代わりに太陽光発電

による電力を選択するように、資源（太陽光発

電）固有の回避コスト料率を定める（これは固定

価格買取制度（Fit）とは異なる。FiTはインセン

ティブ価格だが、資源固有の回避コストは市場

価格である）。 

自
己

資
本
資

金
調
達

メ
カ
ニ
ズ
ム

 

補助金 炭素排出削減のための

公的金融支援 

• 1603財務省補

助金プログラム 
      プロジェクトの所有者への、プロジェクトコストの

30％に相当する補助金。2011年12月で終了。 

• 地方／地域の

先払いリベート 

      システムの規模とコストに応じた現金によるリ

ベートを提供することで、太陽光発電の開発を支

援している州として、カリフォルニア州（カリフォル

ニア州太陽光発電イニシアティブ）とコロラド州が

挙げられる。 

国立研究所 国立の研究施設の設立 
• エネルギー省や

その他の国立研

究所計画 

      米国エネルギー省は、技術研究と市場研究の両

方に資金を提供している。例えばSunShot計画

では、2020年までにエネルギーシステムの総コ

スト（「ソフトコスト」を含む）を75％削減することを

目指している。 

国／州／地

方のインフラ

ストラクチャ

ファンド 

クリーンエネルギープロ

ジェクトに投資する株式

または債券ファンドへの

プロジェクト投資 

• 公益ファンド 

      米国のいくつかの州では、1990年代の電力会社

の規制緩和の一環として、再生可能エネルギー

およびエネルギー効率化のための公益ファンド

（PBF）を立ち上げた。 
州立PBFのほとんどは当初期間の満了によって

終了し、景気後退の影響で再設定の努力はほと

んどなされなかった。 
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税負担を減らすため、特

定の種類のクリーンエネ

ルギー機器を通常より

短い期間で減価償却す

ることを認めること 

• MACRS 
• ボーナス減価 
償却 
• 「スーパーボー

ナス」減価償却 

      MACRSでは、太陽光発電資産の減価償却を、

プロジェクトの存続期間（25年程度）に比べて短

い期間（6年間）で行うことが認められている。 
2012年まではボーナス減価償却（初年度に

50％の減価償却が認められる）が利用可能であ

る。 
2011年にはスーパーボーナス（初年度に

100％）が利用可能だった。 

投資税額控

除 

当初の資本投資に基 
づく税優遇措置で、プロ

ジェクト初期の支払 
税額を減らす効果が 
ある。 

• ITC 
      プロジェクトの所有者への、プロジェクトコストの

30％に相当する投資税額控除。2016年まで実

施中。 

• CRA／公益 
認定 

      太陽光発電ITCを銀行のコミュニティへの貢献義

務に含めることの認可 

• ITCの再徴収と
移転可能性 

      ITCが完全に利用されないうちに再徴収されるリ

スクなしに太陽光発電プロジェクトの所有者を変

更することを許可 

• 実効利回り会計 

      ITCで一度に多額の利益が発生するために損益

計算書に生じる変動を緩和するためのGAAP会
計規則の調整 
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生産税額控

除 

プロジェクトの実績に基

づく税優遇措置で、プロ

ジェクトの全期間の支払

税額を減らす効果があ

る。 

• 太陽光発電向
けPTC 

      他の発電技術（風力、地熱、バイオマスなど）で

は発電量（MWh）に基づく税額控除が現在利用

可能だが、太陽光発電では利用できない。しか

し、一部の投資家は、PTCによるインセンティブ

のほうがITCよりも優れていると主張している。そ

の理由は、長期的で、まとまった額に分割されて

いないからだ。特にS-REITには適すると見られ

る。 

課税免除 投資を促進するための

課税対象からの除外 

• 再生可能エネル
ギーのMLP適
格化 

      MLPの適格性を再生可能エネルギーにまで広

げることが提案されている。ロビイング活動が行

われているが、大きな抵抗が予想される。ワシン

トンでは、これ以上課税の除外を増やさず、税法

を見直して「穴をふさぐ」べきだという主張が強い

からだ。 

• 再生可能エネル
ギーのS-REIT
適格化 

      太陽光発電システムをREITに加えられるように

する、あるいは太陽光発電のポートフォリオから

なる独自のタイプのREITを可能にするという提

案がなされている。この政策は法律の大きな変

更なしに実現できるので、支持される可能性が

ある。 

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、68種類の政策を解説した『New Energy Policy Handbook（ニューエネルギー政策ハンドブック）』 
より。 
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