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民間金融機関の融資
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◼ 金融機関及び発電事業者に対するヒアリング概要は以下のとおり。

ヒアリング結果概要（1/2）

◼平均的な融資
•融資額は数百万～数千万円。平均は2000万円強くらい。（金融機関）
•償還期限・融資期間の実態は、低圧型の場合大体10年が多いが、近年の大規模案件だと15~17年。（金融機関）

■審査時の確認内容等
（収益性）
•発電事業に事業性があり、返済できるかどうかを見ながら融資する。（金融機関）
•日照時間が長い地域かどうか、売電収入が計画通り得られる見込みかなどを確認。（金融機関）
•NEDOが日照量のデータを各市町村単位で出しているので、発電見込量もチェックしている。（金融機関）
•規模や事業費が妥当かは重要。既存事例と比較したり、他の金融機関と連携・ヒアリングしたりすることで妥当性を確認するこ
ともある。（金融機関）
•農業用の自家消費の場合は、電力の消費実績がどれだけあるかを過去の電力会社からの請求書も見ながら審査する。（金
融機関）
•農業者に融資する際は発電事業の収支だけでなく営農の収支も加味する。ただ、あくまで営農型の収支は発電を主として行
い、加えて農作物がどうかを検討する。（金融機関）
（営農継続性）
•パネル下で適切に営農できるかどうかは、よくヒアリングなどを行い判断している。（金融機関）
•営農の適切性について知見書を書ける詳しい方と連携している。（金融機関）
•設備が壊れるリスクもあるので、保険も含め建てた後のメンテンナスの契約周りがしっかりできているかを見るようにしている。
（金融機関）
（担保）
•金融機関は、融資対象物件の底地を取るのが一般的だが、営農型は下が畑で、一般的に農地は評価ゼロで通しているのが
実態。このため、営農型をしたいが担保がないという者は一定数いると思われる。（金融機関）
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ヒアリング結果概要（2/2）

■その他審査に関する事項
•売電価格が年々引き下げられている中で、売電で儲けようと考える経営者はそこまでいないと思われ、行うとしたら何かしら
明確な目的があると思われる。発電事業者の提案のままに安易に考えていないか、経営者として主体的にしようとしているか
の確認が大事な点。（金融機関）
•資金調達は大きな課題。農家が行う場合は融資が厳しく、下りないケースが多い。（事業者）
•金融機関から調達するために、ある程度信用能力のある農家でないといけない。個人の方でやってみたいという人はいたが、
金融機関としては、個人だとやる気があっても病気や事故になる可能性があるため、一定規模以上の融資は難しかった。融
資の観点で、一定規模の法人、銀行からの融資実績がある、農業者がまだ若いといった条件を満たす必要がある。（事業
者）

◼制度等に対する意見
•農家の営農型に取り組む心理として、農業を主としてしっかりしたいので、実際に収量データがどうなのか、農作物の生育に
必要な日照量が確保できるかのデータがあるか・信頼できるかは大事なポイントだが、ノウハウが蓄積できていない。然るべき
データがあれば示していきたいと思っている。収量データを品目ごとに整理でき、農家に示すと心理的ハードルが下がると思わ
れる。（金融機関）
•一時転用が認められるか否かで営農の適切な継続性を見るが、市町村農業委員会によって判断の厳しさが異なる。基準
がもう少しわかりやすく明確になると、金融機関も案内がしやすくなると思われる。（金融機関）
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営農型太陽光発電の資金需要と供給

◼ 農業者・発電事業者の資金調達は通常、民間金融機関からの借り入れによって行われている。

資金需要主体 資金供給主体

[設備導入に要する導入費用]
パネル・PCS・架台費、設置工事費、測量・地盤調査費、
接続費、地域活用要件の自家消費設備費等で1,350万
円程度
※15aの農地に遮光率35%で設置した低圧型の場合
（出所）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

資料

営農者や地権者などの農業者が自ら発電事業を行
う場合には導入費用の資金需要が発生

農業者

農業者と連携しつつ、発電事業者等が設備を設置
して発電事業を行う場合、発電事業者等において
導入費用の資金需要が発生

EPC事業者等（発電事業者）

①コーポレートファイナンス
• 日本政策金融公庫、銀行・信用金庫、信用組
合による個人事業主向け・企業向け融資

• 小規模設備から大規模まで対応可能

②プロジェクトファイナンス
• 銀行・信用金庫による特別目的会社（SPC）
向け融資

• 原則として大規模施設で活用される

民間金融機関

東京都・神奈川県等の一部の自治体の補助、農
林水産省・環境省の補助

行政

自己資金活用

自社資金力のある
会社のみ

自家消費のみ

資金調達のほ
とんどのケース
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◼ 営農型太陽光発電を導入するために営農者や発電事業者に利用されている主な資金調達方法
は主にコーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンスに分類される。

既存の資金調達の方法

コーポレートファイナンス

◼ 企業（個人事業主）の信用・担保提供能力に依拠する従来型の
資金調達（一般的な融資）

設備設置者（いずれか）融資

担保、金利支払

信用・担保、金利支払

金融機関

発電事業者

農業者・法人

OR

プロジェクトファイナンス

◼ 発電事業のキャッシュフローのみを返済原資として融資を得る資金調
達（大規模なメガソーラーなど）

金利支払

金融機関 EPC事業者等特別目的会社（SPC）

融資 出資

利益の分配

（利益の分配）

（出資）

メリット デメリット

• 借り入れまでに要する時間・コスト
が低い

• 比較的金利が低い

• 信用や担保によって調達できる資
金が限定的

• 農業者が借り入れを行う場合、農
地は担保力が小さく自宅等に権
利設定する必要がある

メリット デメリット

• 大規模資金調達が可能
• 出資者は債務保証が不要
• 出資者間におけるリスク分散・最
小化が可能

• 特別目的会社の組成に要する時
間・コスト

• 金融機関の事業性やリスクの審
査の長期化

• 比較的金利が高い

※返済原資の中心は発電事業のキャッシュフローであり、SPCの組成に時間・コストを
要するため農業者が中心となって行うことは困難だが、参画することは想定される

農業者・法人
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主な融資対象（想定）

◼ 幅広い金融機関が営農型太陽光発電に関するコーポレートファイナンスの融資を行っている。

コーポレートファイナンスを実施している金融機関の例

分類・概要

日本政策
金融公庫

銀行

信用金庫

信用組合

JAバンク

• 営農型太陽光発電への融資実績があり、支店網を活用し、全国的に展
開

• 中小企業や個人事業主等が非化石エネルギーを導入する際の融資と、認
定農業者が農業改善のために導入する際の融資の2制度が活用可能

• 地銀によっては営農型太陽光発電事業への融資実績あり
• 融資内容・条件等は地銀によって様々と想定
※メガバンクの融資実績については不明

• 信用金庫によっては営農型太陽光発電事業への融資実績あり
• 融資内容・条件等は信用金庫によって様々

• 信用組合によっては営農型太陽光発電事業への融資実績あり
• 融資内容、条件等は信用組合によって様々

• 全国のJAバンクで、JA組合員の営農事業者を対象に、再生可能エネルギ
ー利用の取組を支援するための発電・蓄電設備取得資金を提供

• 再生可能エネルギー発電設備の施工・販売事業会社と提携し、JA組合
員の営農型太陽光発電の導入を後押し

機関例

日本政策金融公庫

七十七銀行、
京葉銀行、
トマト銀行 等

城南信用金庫、
白河信用金庫、
京都中央信用金庫
等

秋田県信用組合、
あかぎ信用組合、
新潟大栄信用組合
等

JAバンク青森、
JAバンク福島、
JAバンク栃木 等

幅広い営農事業者・発電
事業者

地銀の営業する地域内の
営農事業者・発電事業者
※メガバンクは全国

信用金庫が管轄する地域
内の営農事業者・発電事
業者

信用組合の営業地域にお
ける組合員資格を持つ営農
事業者・発電事業者

JA組合員の営農事業者

（出典）営農型太陽光発電に係る金融機関の支援施策（農林水産省）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-67.pdf
株式会社七十七銀行プレスリリース https://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/21030301_solarsharing.pdf
株式会社マイファームプレスリリース https://myfarm.co.jp/news/20220217_farmigo/
株式会社トマト銀行プレスリリース https://www.tomatobank.co.jp/mt/pdf/news_20151217_1

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-67.pdf
https://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/21030301_solarsharing.pdf
https://myfarm.co.jp/news/20220217_farmigo/
https://www.tomatobank.co.jp/mt/pdf/news_20151217_1
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営農型太陽光発電に関する金融の例

※事業者ヒアリング等から得られた情報を整理したもので、一例である。

（１）農業者×農業者
下部 上部

自作

金融機関

〇JA、公庫融資の活用
〇人・農地プランとの調和

融資

農業者（自作）

農業者

※営農型での実績は不明

リース会社

〇損壊、撤去時の責任の明確化
〇技術進歩への対応（スマート
農機とのセット等）

リース

農業者（自作）

農業者

（２）農業者×事業者
下部 上部

自作

事業者

※営農の継続性の判断が重要

設置

農業者（自作）

事業者
金融機関

融資

※営農の継続性を判断するメルクマール例
（事業者、金融機関ヒアリングによる）
・金融機関からの融資実績のある農業法人
・50代までの意欲ある経営者のいる農業法人
・GAP、BCP、有機JASなどの認証制度に積極的に取り組
んでいる農業法人

・一時転用許可の延長に対する確実性

①

②

設置

〇荒廃農地を活用
〇15～17年が事業期間
⇒・営農の継続性の判断が重要
・複数施設の同一規格化等によ
るコストの削減

SPC 企業

銀行
設置

投資

融資

（３）農業者×事業者
下部 上部

借入れ

同
一
規
格
化

（特定目的会社）

荒廃農地利用

荒廃農地利用
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◼ ヒアリング等を踏まえ整理した資金調達の課題は下表のとおり。

資金調達の課題（1/2）

分類 融資の課題 確認事項
（大分類）

確認事項
（小分類）

具体的な確認項目 確認に当たっての対応 残る課題

金融
機関
にとっ
ての
課題

一般的な融
資の貸し倒
れリスク

発電事業の事業
計画に係る妥当性

売上に係る計画の
妥当性

• 日照時間・発電出力・売電単
価

• 申請者提出書類の確認
• 既存事例の確認

ー

費用に係る計画の
妥当性

• 想定導入費用・ランニング費
用・撤去費用の各費目・額

• 申請者提出書類の確認
• 既存事例との比較
• 融資実績のある他の金融機
関へのヒアリング

ー

自家消費の場合
の計画の妥当性

• 現在の電力使用量・用途・買
電単価

• 電力使用量に見合った事業
規模・用途か否か

• 申請者提出書類の確認
• 電力会社からの請求書等の確
認

ー

営農の収益性（農業者に融資する場
合）

• 営農における収益見込額 • 営農計画書の確認 ー

一次転用許
可の取消又
は更新不許
可による貸し
倒れリスク

営農者による営農
の中断・終了を理
由とした取消・更新
不許可の可能性

営農者の営農継
続意欲

• 事業動機 • 申請者に対するヒアリング ー

死亡・病気のリスク
の有無

• 年齢・現在の健康状態
• 一定規模以上の法人か否か

• 申請時の確認 ー

収量減等の不適
切な営農を理由と
した取消・更新不
許可の可能性

適切な営農の実
現可能性

• 営農計画の妥当性
• 計画上の収量・品質の見通し
の妥当性

• 営農に関する有識者へのヒアリ
ング・意見書の取り寄せ

作物や遮光率による
営農への影響に関す
る知見が不足してお
り判断が困難

農業委員会の取
消・不許可の現実
性

• 農業委員会の取消・更新不
許可に係る動向

• 既存事例から判断 明確な基準がなく地
域によって差があり判
断が困難
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資金調達の課題（2/2）

分類 融資の課題 確認事項
（大分類）

確認事項
（小分類）

具体的な確認項目 確認に当たっての対応 残る課題

金融
機関
にとっ
ての
課題

災害等によ
る発電事業
の収益悪
化・弁済の
遅滞・貸し
倒れリスク

設備のメーカー及び発電事業者の適切性 • 設計・施工・販売等の実
績

• その他の会社の適切性

• メーカー・発電事業者の情報
収集

• 融資実績のある他の金融機
関へのヒアリング

事前の調査だけでは
十分な適切性の判
断が難しい

リスク軽減策の妥当性 • 保険加入の有無
• メンテナンス契約の有無

• 提出書類の確認

分類 融資の課題 原因 想定される対応 残る課題

融資申請
者にとって
の課題

担保が設定できず借
り入れできない

（農業者の場合）農地は資産
として評価されず担保として設定
できない

日本公庫等の一部無担保で貸し付けて
いる金融の利用

無担保の場合、金利が高い

個人資産（自宅等）の担保設定 生活に必要な資産を失うリスク

設備をリース会社から借りて実施 リースサービスがほとんどなく現時点で困難*

（発電事業者の場合）土地賃
借権に担保権が設定できない

ー ー

（プロジェクトファイナ
ンスの場合）審査の
長期化・融資申請の
ためのコスト増

金融機関において事例の蓄積が
ほとんどなく参照するものがない

ー ー

*三井住友ファイナンシャル&リースがプロジェクトファイナンス案件でSPCに営農型太陽光発電の設備をリースするなどの取組があるが限定的
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民間保険会社の保険
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◼ 保険会社及び発電事業者に対するヒアリング概要は以下のとおり。

ヒアリング結果概要（1/2）

◼保険会社から見た営農型太陽光発電事業の保険加入（保険会社へのヒアリング）
（営農型太陽光発電のリスク）
•自然災害等による損壊リスク、第三者の身体・財物に対する損害リスク、利益損失リスク、サイバーリスクが存在すると考えられ
る。カバーされる範囲は保険商品による。
•発電設備の損傷による圃場の損害の発生など、発電事業と営農事業の相互の環境・リスクがお互いに干渉し合うことが営農
型の特有のリスクとなりうる。
•営農型に限らない太陽光発電設備に関する具体的な事故事例としては、雪害・落雷による設備の損壊、カラスが小石等を
日常的に落とすことによってモジュールが損壊するなどの鳥獣害、造成工事不良による周辺の農地への土砂流入に関する損害
賠償などがある。

（現行の保険商品・審査）
•営農型に特化したパッケージは把握していないが、太陽光発電に関する保険商品は売られている。
•太陽光発電に対する保険は火災保険がベースであり、小さな設備はパッケージ化した商品が提供されることもあるが、大きな
設備であれば個別にヒアリングして条件を判断をすることになる。例えば水害リスクが大きな場所であれば保険料を足すなど、構
造や立地などの諸条件によって個別に条件が決まる。
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ヒアリング結果概要（2/2）

（営農型太陽光発電に対する課題・保険の今後）
•SDGsや自然エネルギーへの支援という文脈から、保険会社も営農型を含め太陽光発電には注目しており、今後も保険商品
を提供する方向であることは間違いない。
•今後、保険加入を促進するに当たっては、個々の営農型太陽光発電設備の適切なリスク管理を行えることが重要だが、営農
型の事故・リスクの実態はよくわからないのが現状。野立ての太陽光発電と同じように考えて良いのかどうか、データ的には実証
できていない。
•自然災害のリスクの大きさや頻度は事業ごとに異なるとともに、水害・雪害等は立地場所によっても異なる。設備の管理者には
こうしたリスク実態を踏まえてどのようにリスクをコントロールするのか検討いただく必要があるが、前提としてのリスクコミュニケーショ
ンに課題がある。
•また、農林水産業のBCP策定率は6%であり、農業者はリスク確認に関して他の事業者よりもなじみが薄いのではないか。
•発電設備を運営する側とリスクを確認する側の両方にとって、わかりやすいリスク管理に関するガイドラインを作ることにより、保
険の推進につながるとともに、リスク軽減による営農型の事業継続にもつながるのではないか。

■事業者・研究者から見た営農型太陽光発電事業の保険加入（事業者・研究者へのヒアリング）
•野立て太陽光と同じような保険に入っている。また、農業機械を設備にぶつけることも考えられるが、営農者が使う農業機械に
は保険がかけられるので、保険がかけてある機械しか使わないように約束してもらっている。（事業者）
•保険を受ける上で課題になったようなことはない。基本的には災害をカバーする損害保険だが、最近は損害保険も安くなってお
り、発電所が停止した際に補償する保険も出ている。（事業者）
•保険会社が太陽光に対して細かく評価する基準を持っていない。本来、保険会社や金融機関が厳しく見れば、ずさんな設計
は増えない。融資から保険まで、例えば金利料率や保険料率が下がるものはどのようなものか等、しっかりした基準づくりがまず
求められると思われる。（研究者）
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太陽光発電事業向けの保険商品

◼ 内容は保険商品によって異なるが、財物保険、利益保険、賠償責任保険を中心に展開されている。

保険の種類・概要

財物保険
自然災害等の事故によって、太陽光発電設備に発生
した損害に対して損害保険金が支払われるもの

風災、雪災、雹災、落雷、火災、外部から
の物体の落下・飛来・衝突、水害、電気・
機械事故等、盗難の損害 等

水災や電気・機械事故、外
部からの被害等一部特約
又は保障外のケースも存在

一般的な適用範囲 備考

利益保険
事故発生時に発電ができなかったことによる喪失利益
（経常費・営業利益）や必要・有益費（発電事業を
継続するために要した費用）が支払われるもの

喪失利益、必要・有益費 等
日照不足による喪失利益や
出力抑制の喪失利益を補
償するものも存在

賠償責任
保険

パネルが飛散するなどして他人の身体や財物に損害を
与えて賠償責任を負う場合の賠償額が支払われるもの

第三者の財物の修理費、第三者の治療費
、第三者の事業妨害の賠償 等

ー

サイバー
保険

制御システムや遠隔監視システム等への不正アクセス等
に起因して情報漏洩や第三者の事業阻害が生じた場
合の賠償金を補償するもの

不正アクセス等による損害賠償費用、必要
費・有益費 等

ー

廃棄費用
保険

自然災害等により発電規模の縮小又は発電事業の廃
止を目的として、太陽光発電設備を撤去する際の廃棄
費用を補償するもの

撤去費用（廃棄費用積立前・積立中の事
故を想定） 等

ー

地震保険
地震による火災・倒壊その他津波や噴火による損害に
対して損害保険金が支払われるもの

地震、津波、噴火等による損害 等
財物保険や利益保険の特
約とされていることが多い

*メーカー保証はパネル等に不具合が生じた場合や出力が低下した場合に交換等を保証するが、製品自体の欠陥や通常の劣化を原因とするものであり、自然災害は対象外。

需要家倒
産リスク保

険

PPAで契約している需要家が倒産した場合の損失を補
償するもの

未払いの電気料金、設備移設・撤去費用
等

ー

中
心
的
な
保
険

近
年
の
新
た
な
保
険
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保険への加入現状

◼ 太陽光発電事業者の９割が保険に加入しており、火災保険（財物保険）が最も多い。

保険加入者の割合 加入している保険の種類

※令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（太陽光発電に係る保守点検・保険の動向等に関する調査）
報告書（株式会社三菱総合研究所）より引用

※アンケートの対象群は、H29年度以降に運転を開始した運転費用年報データに記載されている発電事業者（固定価格買取制度を
利用している事業者）から無作為抽出された5500の事業者
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（１）営農型太陽光発電と保険

・営農型太陽光発電に特化した保険はない（オーダーメイド）

・立地（積雪・水害）によってリスクが異なる

・太陽光発電の事故率は上昇

保険リスクから見た営農型太陽光発電の課題

～上部構造と下部農地のリスクが相関～

空
間

・パネルの倒壊による下部農地への影響
・遮光による農作物の減収
・支柱による作業性の低下

・農機の衝突による設備損壊
・農業者の死亡、リタイアによる営農の中断
・簡易な構造による構造の脆弱性

（パネル）経年劣化・自然災害・電力需給
（農地）農業環境の変化（加齢、気候変動）

継続的メンテナンス＝リスクマネジメントが重要

時間の経過

双方でのリスク低減が重要
共通認識とするための
ガイドライン

・営農型太陽光発電に適合した構造基準
＝規格化によるコスト削減

・BCPの作成
・有機JAS、GAP等の認証制度（定期的チェック）の導入
・毎年の農業委員会による作付確認

MS＆ADインターリスク総研(株)源田浩氏
作成資料を元に編集

出典：令和２年７月「電気保安制度をめぐる現状と課題」
（経済産業省産業保安グループ 電機安全課）

〈太陽電池発電設備の事故件数の推移〉
※小出力発電設備は除く

（２）営農型太陽光発電のリスクの特徴


