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第 1 章：ガイドブックの目的と背景
本ガイドブックは、自然エネルギーの電力を有効に活用したいと考える企業や自治体など
の法人を対象に作成したものである。いまや世界各地で気候変動対策と環境保護を目的とし
て、自然エネルギーの電力を利用する取り組みが活発になっている。日本国内でも 2012 年
7 月に始まった固定価格買取制度を機に、自然エネルギーによる発電設備が急速に広がって
きた。
企業や自治体にとって、自然エネルギーの電力を活用することは環境面の貢献だけにとど
まらない。企業においては持続性のある事業活動に、自治体においては地域経済の活性化に
向けて、自然エネルギーの取り組みが重要な役割を果たす。
欧米では機関投資家が投資対象の企業を選定するにあたって、自然エネルギーを積極的に
利用しているかどうかを重視するようになった。環境・社会・企業統治を重視する「ESG
（Environment, Social, Governance）投資」の流れが世界各地で加速している。自然エネ
ルギーの利用拡大に向けた取り組みが日本の企業にも浸透していくのは時間の問題である。
こうした動きの背景にあるのは、化石燃料に依存する火力発電、あるいは放射性廃棄物を
排出する原子力発電のコストが増加していることである。いずれの発電方法も長期にわたっ
て一定のコストで電力を供給できる保証がない。
化石燃料の価格は先行きを予測できない状況が今後も続いていく。それと並行して欧州を
中心にカーボンプライシング（炭素価格付け）の制度が拡大している。化石燃料の使用に伴
う CO2（二酸化炭素）の排出に対して、企業のコスト負担は増加する傾向にある。
一方で原子力発電は安全対策や使用済み燃料の処分に伴う費用が積み重なり、今後ますま
すコストが増大することは確実である。地震が多い日本では、大規模な火力発電所や原子力
発電所が特定の地域に集中する電力供給体制にも不安が残る。
これに対して自然エネルギーを利用する発電設備は、枯渇することのない太陽光や風力・
水力などを使って電力を作り続けることができる。気候変動をもたらす CO2 を排出せず、
人体に致命的な影響を与える放射性廃棄物も生み出さない。全世界に自然エネルギーの発電
設備が広がり、火力や原子力よりも安く電力を作れるようになった。
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自然エネルギーを利用する発電設備は地域ごとに分散して稼働するため、特定の場所で大
規模な災害が発生した場合でも電力の供給を維持できる利点がある。太陽光発電と風力発電
は天候によって出力が変動するが、欧米では送配電ネットワークの柔軟性を強化して出力の
変動に対応できている。日本でも同様の運用体制を構築することは十分に可能だ。
企業や自治体が持続的な活動を推進していくうえで、自然エネルギーを利用するメリット
は数多くある。新たな発電設備を建設・運転する事業を通じて、地域に雇用が生まれる点も
重要だ。自然エネルギーの電力を全国各地で積極的に活用することによって新しい発電設備
の建設が進み、より多くの電力を自然エネルギーから生み出せるようになる。
それと合わせて省エネルギーの取り組みを加速させれば、火力発電や原子力発電に依存し
ない自然エネルギー主体の社会へ変わっていく。気候変動や放射能汚染の脅威を抑制しなが
ら、持続可能な社会を実現できる。そうした未来に向けて、企業や自治体が効率的に自然エ
ネルギーの電力を調達して利用できることが、本ガイドブックの目的である。
現在のところ日本では電力の需要に対して、自然エネルギーの割合は 2 割に満たない。
利用するコストも相対的に高い。固定価格買取制度で自然エネルギーの発電設備は拡大して
いるものの、発電した電力を企業や自治体が CO2 排出量の削減に生かせない制度になって
いる。
このような課題をふまえて、自然エネルギーの電力を選定する基準や調達方法を具体的に
示していく。加えて自然エネルギーの電力を認定する国内・海外の制度や、自然エネルギー
に積極的に取り組む企業を評価・支援する国際的なプロジェクトについても紹介する。
本ガイドブックを通じて、自然エネルギーの電力を活用する企業や自治体が増えることを
切に願う。
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第 2 章：自然エネルギーの種類と選択基準
自然エネルギーによる発電方法
自然エネルギーにはさまざまなものがある。その中で一般的に使われているのは太陽光・
風力・水力・地熱・バイオエネルギー（生物由来の燃料）の 5 種類である。近い将来には
海洋が生み出す波力や潮流もエネルギー源として利用できる見込みだ。それぞれ発電方法に
違いがあり、長所と短所がある。環境に与える影響にも差がある。
■自然エネルギーを利用する発電方法と特徴
エネルギー源

発電方法

特徴

光のエネルギーを電気に変える半導
体（光電素子）で構成した太陽電池

太陽光

で発電。日射量によって発電量が決
まる。太陽の熱エネルギーで発電す
る方法もある。

・ 発電機を使わないため騒音や振動が発
生しない。
・ 日中にしか発電できない。
・ 天候によって発電量が変動する。

風を受けて回転する風車の軸が発電 ・ 一定以上の風速の時に発電できる。

風力

機と連動して発電。風を受ける面積 ・ 風車を大きくすれば発電量が増える。
と風速によって発電量が決まる。

・ 天候によって発電量が変動する。
・ 水量を調節して発電量を制御できる。

水流を受けて回転する水車の軸が発 ・ ダムを造成する方式は環境負荷が大き

水力

電機と連動して発電。水流の量と落
差によって発電量が決まる。

い。
・ 既存の水流による発電方式は環境負荷
が小さい。

地下からくみ上げた蒸気や熱水を利

地熱

用して発電機を回転。蒸気や熱水の
温度と量によって発電量が決まる。
温泉水を利用する発電方法もある。
生物由来の燃料を燃やした熱で（あ

バイオ
エネルギー

るいは熱で水から蒸気を作って）発
電機を回転。燃料には固体・液体・
気体がある。燃料が生み出す熱量に
よって発電量が決まる。

海洋
（波力・潮流など）

・ 天候の影響を受けずに発電量を持続で
きる。
・ 発電後の温水を二次利用できる。
・ 地下の掘削が環境破壊につながるおそ
れがある。
・ 生物由来の燃料は生育時に CO2 を吸
収するため燃焼時に排出する CO2 を
相殺するとみなせる。
・ 発電に伴う排熱を二次利用できる。
・ 燃料の種類や使用量によっては環境破
壊につながるおそれがある。

波や潮のエネルギーを受けて水車な ・ 現在のところ発電コストが高い。
どを回転させて発電。海水の温度差 ・ 商用の発電所は日本国内に存在しな
で発電する方法もある。

い。
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自然エネルギーの環境負荷
企業や自治体が自然エネルギーの電力を選択するうえで、環境負荷を重視する考え方が世
界的な流れになっている。
例えばダムを利用する大規模な水力発電所は建設時に環境に与える影響が大きいために、
ほかの自然エネルギーと区別して扱う場合が多い。日本国内で 2012 年 7 月に開始した固定
価格買取制度では、出力 3 万 kW（キロワット）以上の水力発電は対象外である。とはいえ
火力発電所や原子力発電所を運転する代わりに、すでに稼働している水力発電所を活用して
自然エネルギーの電力を供給することは環境面でも効果がある。
環境負荷の点では、最大出力が一定以上の風力・水力・地熱・バイオエネルギー（火力）
による発電設備を建設する場合には、事前に環境アセスメントを実施することが国の法律で
義務づけられている。自治体によっては大規模な太陽光発電に対しても、条例を設けて環境
アセスメントを義務づけるケースが増えてきた。発電方式に関係なく一定規模以上の土地の
造成を伴う場合には、環境アセスメントを義務づけている自治体が多い。
■環境アセスメントが必要な自然エネルギーの発電設備（国の基準）
種別

第 1 種事業

第 2 種事業

（環境アセスメント必須）

（環境アセスメントの必要性を審査）

風力

出力 1 万 kW～

出力 0.75 万 kW～1 万 kW

水力

出力 3 万 kW～

出力 2.25 万 kW～3 万 kW

地熱

出力 1 万 kW～

出力 0.75 万 kW～1 万 kW

出力 15 万 kW～

出力 11.25 万 kW～15 万 kW

バイオエネルギー
（火力）

環境アセスメントを実施して建設が認められた発電設備は、環境に対する影響が許容範囲
内にあるとみなされる。ただし環境アセスメントの手続きを完了しても、地域の住民の理解
を十分に得られていない場合には、建設に着手した後に反対運動が起こる可能性がある。
発電事業者には地元住民と合意形成を図ることが求められる。電力を購入する企業や自治
体においても、購入対象の発電設備が地域に受け入れられたものであるかどうかを確認する
ことは重要である。
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自然エネルギーの選択基準
自然エネルギーを継続的に拡大していくために、古い発電設備を対象から除外する考え方
がある。新しい発電設備に限定して電力を調達することによって、発電事業者の投資意欲を
高める効果が期待できるからだ。新しい自然エネルギーの発電設備が増えていけば、既設の
火力発電所や原子力発電所を代替できるメリットもある。
米国の先進的な企業では、新しい発電設備がもたらす「追加性（additionality）」を重視
する傾向が強い。例えばアップルやグーグルは世界各地のオフィスやデータセンターで消費
する電力を自然エネルギー100％に転換する計画を進めていて、その対象になる発電設備の
基準の 1 つに追加性を挙げている。
■自然エネルギーの電力を選択する基準
基準

条件

基準に合致しない発電設備の例

自然エネルギーを利用して
標準

電力を作る。環境に悪影響

✖二酸化炭素や有害物質を排出する火力発電所

を及ぼす廃棄物を生み出さ

✖放射性廃棄物を排出する原子力発電所

ない。
環境負荷

発電所の建設時や運転時に

✖大量の樹木を伐採して造成する太陽光発電所

環境に与える影響が小さ

✖ダムを利用する大規模な水力発電所

い。

✖森林や農地の破壊につながるバイオエネルギー発電所

発電設備を新設して自然エ
追加性

ネルギーを拡大することに
より、既設の火力発電所や

✖運転開始から長期間を経過した発電所

原子力発電所を代替する。
地域が主導あるいは賛同し
地域性

て開発・建設した発電設備
である。

✖地域に関連のない事業者が地元の合意を得ないで建設
した発電所

企業や自治体がどのような基準をもとに自然エネルギーの電力を選ぶかは、環境保護や事
業継続に対する考え方によって変わってくる。まさに経営判断にかかわる事項である。その
ような観点から自然エネルギーの電力を調達する前に、みずからの選択基準を具体的に規定
しておくことが望ましい。
日本と海外では、自然エネルギーに対する考え方や認定制度に違いがある。海外で事業を
展開する企業は各地域の認定制度をもとに、電力を選択する必要がある（海外の認定制度に
ついては第 5 章で解説）。

5

第 3 章：自然エネルギーの電力を調達する方法
自然エネルギーで発電した電力を調達する方法は、大きく分けて 3 通りある。みずから
設備を導入して自家発電・自家消費する方法のほかに、小売電気事業者が販売する自然エネ
ルギー主体のメニューを選択する方法、さらには自然エネルギーの環境価値（CO2 を排出
しない効果など）を証書で購入する方法もある。
■自然エネルギーの電力を調達する主な方法と特徴
調達方法

概要
みずから自然エネル

自家発電

ギーの発電設備を建

・自家消費

設・運転して電力を
作り消費する。

小売電気事業
者のメニュー
から選択
自然エネルギ
ー由来の証書
を購入

自然エネルギーの比
率が高いメニューを
選んで電力を購入す
る。

メリット/デメリット
・ 初期投資が必要、運転後は低コストで電力を利用できる。
・ 発電設備の環境負荷を正確に把握できる。
・ 運転ノウハウが必要で、故障や事故のリスクを伴う。
・ 調達量と予算をもとに短期間でも購入が可能である。
・ 発電設備を特定して購入できないメニューが多い。
・ 通常の電気料金と比べて割高になる場合がある。

自然エネルギーの電

・ 電力の購入と切り離して自然エネルギーの比率を高める

力が生み出す環境価

ことができる（この点を問題視する考え方もある）。

値を証書で購入す

・ 発電設備を特定しやすい(ただし証書の種類による)。

る。

・ 電力の調達コストに追加で費用が発生する。

大量の電力を消費する企業や自治体では、1 つの方法だけで必要な電力量を調達すること
はむずかしいかもしれない。複数の方法を組み合わせながら、予算と選択基準に合った調達
手段が必要になってくる。
日本国内では現在のところ、自然エネルギーの発電コストが火力発電など従来型の発電方
法と比べて高い。しかし今後は発電コストの低下が進んで、自然エネルギーの電力を安く調
達できるようになっていく。自家発電・自家消費のメリットが高まり、小売電気事業者が供
給する自然エネルギーの電力のコストも低下する。
2020 年代には太陽光発電や風力発電のコストが火力発電と同等の水準まで下がる見通し
だ。さらに 2030 年代になると、固定価格買取制度の買取期間を終了した発電設備の電力が
大量に市場に出てくる。火力発電よりも低いコストで自然エネルギーの電力を調達できる可
能性が高まる。加えて企業や自治体が自家発電・自家消費に取り組むケースも増えてくる。
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自然エネルギーの電力を調達する方法を検討するにあたって、将来のコスト予測をもとに
短期（2020 年まで）・中期（2020～2030 年）・長期（2030 年以降）に分けて方針を決め
るのが現実的である。短期から中期には調達コストの増加を抑えながら、選択基準に合った
電力を購入する。その後はコストの低下に合わせて調達量を増やしながら、長期を見据えて
自然エネルギー100％に切り替えていく。
■コスト予測に基づく自然エネルギーの電力調達の見通し
短期

中期

長期

（～2020 年）

（2020～2030 年）

（2030 年代～）

太陽光：
15～20 円/kWh 程度
発電コスト
（予測）

風力：
15 円/kWh 前後

太陽光：
2020 年に 14 円/kWh、
2030 年に 7 円/kWh
風力：
2030 年までに

太陽光：
7 円/kWh 以下
風力：
8～9 円/kWh 以下
（政府の目標）

8～9 円/kWh（政府の目
標）

制度面の動向

2017 年：固定価格買取

2020 年：電力会社の送配電

2032 年～：固定価格買

制度に入札方式を導入

事業を分離、発電・小売事

取制度を終了する発電

（大規模な太陽光が対

業の競争を促進

設備（主に大規模な太

象）

陽光）が増加、低コス
トの電力を大量に供給

2019 年～：固定価格買

可能

取制度を終了する発電設
15％（2016 年度、実

最大 30％超（2030 年度）

の比率予測

績）

政府の目標は 22～24％

（国全体）

20％（2020 年度）

自然エネルギー

主な調達方法

50％以上（2040 年代）

（同）

小売電気事業者のメニュ

自家発電・自家消費

自家発電・自家消費

ーから選択

小売電気事業者のメニュー

小売電気事業者のメニ

自然エネルギー由来の証

から選択

ューから選択

書を購入

経営の観点で考えると、自然エネルギーの電力調達コストをどう評価するかも重要な課題
である。欧米の先進的な企業のあいだではコストではなくて将来に向けた投資と考える傾向
が強まっている。自然エネルギーの電力を利用することが収益の面でもプラスに働き、投資
効果を見込めるようになったからだ。
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3-1．自家発電・自家消費
自然エネルギーの電力を調達するにあたって、最も無駄の少ない方法は自前で発電設備を
建設・運転して、発電した電力を自家消費することである。みずからが所有する土地や建物
を利用すれば、建設コストを低く抑えられる。電力会社の送配電ネットワークを使わずに済
むため、ネットワークに接続するコストもかからない。ただし発電設備の運転ノウハウが必
要になる。故障や事故が発生して、想定どおりの発電量を得られないリスクも伴う。

太陽光発電の電力を自家消費
日本では自家発電の方法として太陽光発電が圧倒的に多い。他の自然エネルギーに比べて
発電設備を建設・運転しやすいことが理由の 1 つである。これまで太陽光発電のコストは
企業向けの電気料金と比べて割高だったが、太陽光パネルの価格低下などによって着実にコ
ストダウンが進んでいる。
自家発電・自家消費の代表的な例として、家具販売大手のイケア・ジャパンによる太陽光
発電プロジェクトがある。イケア・ジャパンは 2017 年 10 月に愛知県内に開店した「IKEA
長久手」を含めて、全国 5 カ所の店舗の屋上で太陽光発電を実施している。
■「IKEA 長久手」の屋上に設置した太陽光パネル

出典：イケア・ジャパン
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5 店舗のうち発電規模が最も大きい IKEA 長久手では、最大で 1300kW の電力を供給でき
る。年間の発電量は標準的な家庭の電力使用量に換算して 360 世帯分に相当する。屋上の
太陽光パネルで発電した電力を店舗の照明に利用するほか、商品を運搬する電動フォークリ
フトに供給して自家消費する。さらに顧客の電気自動車用に充電器 17 台を設置して、太陽
光で発電した CO2 フリーの電力を無料で提供している。

太陽光発電のコストと電気料金
事業用の太陽光発電のコストは 2017 年に 1kWh（キロワット時）あたり 15 円前後まで
低下した。これに対して企業や自治体が購入する電気料金（特別高圧・高圧）は全国平均で
14 円である。電力を購入するよりも太陽光発電で作った電力を自家消費するほうが割安な
状況になりつつある。特に建物の屋上を太陽光発電に利用できる場合には、土地の造成費な
どが不要になるためコストを低く抑えられる。
■地域別・電圧別の電気料金の水準（2017 年 6 月）

出典：資源エネルギー庁（各社の決算資料などを基に作成）
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従来は自然エネルギーの発電設備を建設しても、発電コストが高いために固定価格買取制
度を適用して売電する方法が主流だった。固定価格買取制度では発電した電力の全量を売電
することが条件になっていて、電力の一部だけを自家消費に回すことはできない（住宅用の
太陽光発電は自家消費した後の余剰分を売電することが条件）。
今後は固定価格買取制度でコストの補てんを受けなくても、自然エネルギーの電力を低い
コストで自家発電・自家消費することが現実的になっていく。企業や自治体が自家発電・自
家消費による経済的なメリットを得やすくなる。
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3-2．小売電気事業者のメニューから選択
2016 年 4 月に電力の小売全面自由化が始まり、自然エネルギーの電力を多く含むメニュ
ーを提供する小売電気事業者が増えてきた。環境に対する意識の高い消費者を新たな顧客と
して獲得する狙いがある。

自然エネルギーの比率が高いメニュー
小売電気事業者は発電事業者と長期契約を結んで自然エネルギーの電力を買い取る方法の
ほか、住宅の屋根に設置した太陽光発電設備の余剰電力を買い取る方法などを通じて、自然
エネルギーの比率が高い電力を提供することができる。
現在のところ自然エネルギーを主体にしたメニューは家庭・商店向けの低圧が中心だが、
企業や自治体を対象にした高圧のメニューも徐々に増えている。代表的な例として、小売電
気事業者のネクストエナジー・アンド・リソースが販売する「GREENa」がある。低圧・高
圧ともに固定価格買取制度で買い取った電力を主体に、太陽光・風力・水力・バイオマスに
よる自然エネルギーの電力を組み合わせて供給している。
■自然エネルギーの比率が高い電力の供給イメージ

出典：ネクストエナジー・アンド・リソース
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ただし固定価格買取制度の適用を受けた電力に対しては、CO2 排出量がゼロとみなされ
ない。発電時に CO2 を排出しないが、「地球温暖化対策の推進に関する法律（略称、温対
法）」の規定では CO2 排出量はゼロにならない。買取価格の一部を電力の購入者すべてが
賦課金として負担していることが理由だ。賦課金の対象になる電力には火力発電や原子力発
電も含むため、固定価格買取制度で買い取った電力の CO2 排出量は火力や原子力を加えた
国全体の平均値で計算するルールになっている。
GREENa では固定価格買取制度の適用を受けた電力に加えて、自然エネルギーの環境価
値（CO2 を排出しない効果など）を取引できる証書を利用して、CO2 排出量がゼロの電力
として販売する方法をとっている。
実際には CO2 を排出していない固定価格買取制度による電力の環境価値は、2017 年度に
発電した分から、「非化石証書」として市場で取引できるようになる。小売電気事業者が非
化石証書と組み合わせて販売すれば、CO2 排出量がゼロの電力として認められる。企業や
自治体の CO2 排出量の削減にも利用できる。

「非化石証書」を組み合わせたメニュー
政府は固定価格買取制度（FIT、Feed-In Tariff）で買い取った電力（通称、FIT 電気）の
環境価値を新たに「非化石証書」として発行する。FIT 電気の環境価値を電力から切り離し
て証書で販売するもので、2017 年 4 月以降に発電した FIT 電気が対象になる。
■「非化石証書」の対象になる電源と証書の発行イメージ

出典：資源エネルギー庁
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非化石証書を扱う「非化石価値取引市場」が 2018 年 5 月に開設して、入札方式で証書の
売買が始まる。この新しい市場では、化石燃料を使わない原子力発電と大型水力発電（出力
3 万 kW 以上）による電力や、FIT 電気以外の自然エネルギー（再エネ）による電力も 2019
年度から取引の対象に加わる。
非化石証書は「再エネ指定」と「指定無し」の 2 種類に区分して市場で取引される。FIT
電気の環境価値は再エネ指定の非化石証書として発行する。小売電気事業者は再エネ指定の
非化石証書を購入することによって、自然エネルギーの環境価値を伴う電力を消費者に販売
できる。供給する電力と同量の証書を購入すれば、「実質再エネ 100％」の電力として販売
することが認められる。
■「非化石証書」の区分と 3 種類の環境価値

出典：資源エネルギー庁
再エネ指定の非化石証書の発行量は当初から潤沢だ。証書の対象になる FIT 電気は 2017
年度に 700 億 kWh 程度に達する見通しで、そのうち 4～12 月の 9 カ月分の証書を 2018 年
5 月に実施する第 1 回の入札で売り出す。発行量は 500 億 kWh 以上にのぼり、日本全体の
電力需要（8900 億 kWh、2016 年度）の 6％に相当する規模になる。
第 1 回の入札では最低価格を 1kWh あたり 1.3 円に、最高価格を 4 円/kWh に設定する。
発行量が多いことから、最低価格の 1.3 円に近い水準で落札するケースが大半を占めると予
想される。小売電気事業者が通常の電気料金に非化石証書の購入費を上乗せして電力を販売
する場合もあれば、従来と変わらない料金で提供する可能性もある。
すでに小売電気事業者の自然電力が市場の開設より早く 2017 年 11 月から、再エネ指定
の非化石証書を組み合わせた実質再エネ 100％の電力を販売開始した。家庭向けと企業向け
のメニューがあり、企業向けのメニューは見積もりで価格を提示する。
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非化石証書の元になる FIT 電気は、国が認定した自然エネルギーの発電設備から生み出
される。認定の対象になる自然エネルギーは太陽光・風力・水力・地熱・バイオエネルギー
（バイオマス）の 5 種類である。
バイオエネルギーに関しては燃料の種類を規定しているが、生物由来の燃料であれば幅広
く認めている。環境負荷を重視する企業や自治体から見ると、許容できない種類の燃料を使
っている可能性がある。今後は発電に利用できる燃料の条件を厳しくするなどの対策が国に
求められる。
■「固定価格買取制度（FIT）」の対象になる自然エネルギーの区分

出典：資源エネルギー庁
このほかに非化石証書には重要な問題点が残っている。非化石証書を組み合わせた電力を
購入した企業や自治体は CO2 排出量の削減には利用できるものの、自然エネルギーの電力
を利用していると主張できるかどうかは不明確な状況だ。
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非化石証書では太陽光や風力などの発電方法を選択することができず、発電設備の所在地
もわからない。環境負荷を重視して自然エネルギーの電力を調達したい企業や自治体にとっ
ては、少なくとも発電方法の種別がわかる非化石証書が望ましいが、そのような計画は現時
点で政府から示されていない。
証書の対象になる発電設備を特定できないと、国際的には自然エネルギーの電力と認めら
れないケースが想定される。気候変動に関する企業の取り組みを評価する「CDP」の基準
では非化石証書を自然エネルギーの電力調達方法として認める方向だが、その一方で企業が
自然エネルギーに 100％転換することを支援する「RE100」では認められない可能性がある
（CDP については第 4 章、RE100 については第 5 章で解説）。
こうした問題の解決策として、小売電気事業者が発電事業者と個別に契約した FIT 電気
と非化石証書を組み合わせる方法が可能だ。小売電気事業者が FIT の認定を受けた発電設
備を対象に電力の供給契約を結んだうえで、再エネ指定の非化石証書を加えて販売するスキ
ームである。
■FIT 電気と非化石証書（再エネ指定）を組み合わせた電力調達スキーム

このスキームを適用すれば、企業や自治体は小売電気事業者を通じて発電設備を特定でき
るため、環境負荷まで評価して自然エネルギーの電力を購入できる。国際的な基準でも自然
エネルギーの電力を利用していると認められる条件を満たす。電力を購入する企業や自治体
が発電事業者に働きかければ、小売電気事業者を加えて 3 者間の契約を結びやすくなる。
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FIT 電気と非化石証書（再エネ指定）を組み合わせたメニューが加わると、CO2 排出量が
ゼロになる自然エネルギーの電力を調達する方法として利用価値は高い。このスキームを使
って小売電気事業者がどの程度の価格で電力を販売できるかが課題である。FIT 電気の調達
コストと非化石証書の購入コストを低く抑えることができれば、通常の電力と比べてさほど
高くない価格で販売できる。

地域主導で発電した電力を提供するメニュー
小売電気事業者が提供するメニューの中には、地域が主導して開発・建設した自然エネル
ギーの発電設備から電力を供給しているものがある。
東京都の世田谷区は群馬県の川場村と協定を結んで、川場村が出資して建設した木質バイ
オマス発電所の電力を世田谷区民に提供している。世田谷区に本社がある小売電気事業者
（みんな電力）を通じて、川場村で発電した電力を区民に販売する仕組みだ。
■群馬県川場村の木質バイオマス発電所の電力を東京都世田谷区民に供給する仕組み

出典：世田谷区役所
同様の方法は長野県の企業局も採用した。県内に新設した小水力発電所の電力を東京など
大都市圏の企業や個人に供給する。2 カ所の小水力発電所から年間 1750 世帯分の電力を、
2 社の小売電気事業者（丸紅新電力、みんな電力）を通じて提供するスキームである。この
ような販売方法をとると、どこの発電所で作られた電力を利用できるかが具体的にわかる。
電力を購入する企業や家庭にとっては環境負荷や地域性を評価しやすい。
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■長野県営の水力発電所の電力を大都市圏の需要家に供給する販売スキーム

出典：長野県企業局
世田谷区が供給を受ける川場村のバイオマス発電所と長野県の企業局が運転する 2 カ所
の小水力発電所は、いずれも固定価格買取制度の適用を受けている。この場合には自然エネ
ルギーの電力が生み出す環境価値は認められない。小売電気事業者が非化石証書などを組み
合わせて電力を販売すれば、購入した企業や自治体は CO2 排出量の削減に利用できる。

電力会社の水力発電 100％のメニュー
大手の電力会社は小売全面自由化を機に、水力発電による電力を使って自然エネルギー
100％のメニューを提供開始した。東京電力グループの小売電気事業者である東京電力エナ
ジーパートナーが先行して、企業・自治体向けに高圧の「アクアプレミアム」、家庭・商店
向けに低圧の「アクアエナジー100」を販売中だ。
供給する電力のうち 5 割強は出力 3 万 kW 以上の大規模な水力発電所から、5 割弱は 3 万
kW 未満の中小規模の水力発電所から供給する。対象になる水力発電所は合計で 100 カ所以
上あり、発電能力は 200 万 kW を超える。
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水力発電所の中でも火力発電などと組み合わせて運転する揚水式や、固定価格買取制度の
適用を受けた発電設備を対象から除外しているため、CO2 排出量がゼロの電力として販売
できる。ただし古くから稼働している大規模な水力発電所が多い点を考えると、自然エネル
ギーの選択基準として環境負荷や追加性を重視する企業には利用しにくい面がある。
■水力発電 100％で提供するメニューの電源構成（東京電力グループ）

出典：東京電力エナジーパートナー
アクアプレミアムは契約電力が 500kW 以上の大口ユーザーに限定して販売している。価
格は顧客ごとの見積もりで決定する。東京電力エナジーパートナーの「お客さま相談室」に
よると、同社から購入する電力量のうち 20％をアクアプレミアムに切り替えた場合に、通
常の電気料金と比べて 1kWh あたり 4～5 円高くなる。企業・自治体向けの電気料金の平均
単価（14 円/kWh）を想定すると大幅なコストアップになるが、顧客の状況によっては従来
とさほど変わらない料金で提供するケースもあるようだ。
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3-3．自然エネルギー由来の証書を購入
企業や自治体が自然エネルギーの調達量を増やす手段の 1 つとして、自然エネルギーが
生み出す環境価値（CO2 を排出しない効果など）を証書で購入する制度がある。電力の契
約とは別に証書を購入することによって、自然エネルギーの環境価値を活用できる。
固定価格買取制度で買い取った電力に対して発行する非化石証書は小売電気事業者しか購
入できないが、それ以外にも一般の企業や自治体が購入できる自然エネルギー由来の証書や
クレジットがある。
■自然エネルギーの発電設備による証書・クレジット
名称

発行者

グリーン電力証書
グリーン電力証書発行事業
者（証書の制度は経済産業
省と環境省が共同で運営）

対象になる
自然エネルギー

対象になる
発電設備
購入対象者

J-クレジット

非化石証書

（再エネ由来）

（再エネ指定）

国（経済産業省・環境省・
農林水産省が共同で運営）

低炭素投資促進機構
（国が指定した費用負担調
整機関）
太陽光、風力、水力、地

太陽光、風力、水力、地

太陽光、風力、水力、地

熱、バイオエネルギー

熱、バイオエネルギー

熱、バイオエネルギー

（ただし証書では種別は不
明）

グリーンエネルギー認証セ
ンターの認証を受けた発電
設備
企業、自治体など

J-クレジット制度認証委員
会が承認した発電プロジェ
クト（1 つのプロジェクト
で複数の発電設備が可能）
企業、自治体など

国から固定価格買取制度の
認定を受けて運転中の発電
設備
小売電気事業者に限定

①J-クレジット制度事務局

購入方法

グリーン電力証書発行事業

が実施する入札で購入

非化石価値取引市場で入札

者から購入

②J-クレジット保有者また

して購入

は仲介事業者から購入

発行量

価格

償却期限

約 15 億 kWh

500 億 kWh 以上

（2016 年度、CO2 排出量

（2017 年 4～12 月発電

から換算）

分）

発行事業者により異なる、

入札状況により変動、2017

入札状況により変動、最低

大量に購入する場合で 3～

年 4 月に実施した入札では

価格は 1.3 円/kWh、最高

4 円/kWh 程度（2016 年

平均 0.5 円/kWh 程度

価格は 4 円/kWh（2017 年

度）

（CO2 排出量から換算）

4～12 月発電分）

なし（購入後いつでも償却

なし（購入後いつでも償却

発電した年（1～12 月）と

可能）

可能）

同じ年度に限る

3 億 1100 万 kWh
（2016 年度）
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環境負荷を確認できる「グリーン電力証書」
自然エネルギー由来の証書として、2000 年に制度が始まった「グリーン電力証書」が多
くの企業や団体で使われている。証書の対象になる発電設備は太陽光・風力・水力・地熱・
バイオエネルギーの 5 種類である。
グリーン電力証書の認定を受けている発電設備の数は 386 カ所あり、出力を合計すると
約 34 万 kW にのぼる（2017 年 4 月 1 日時点）。自然エネルギーの種別では風力発電とバ
イオエネルギー発電が多い。企業や自治体が発電設備を特定して証書を購入できる仕組みに
なっているため、環境負荷を把握しやすい利点がある。
■「グリーン電力証書」の発行形態と利用価値

出典：日本自然エネルギー
グリーン電力証書を発行・販売できる事業者には 27 社・団体が登録されている（2017
年 4 月 1 日時点）。2016 年度には過去最高の 3 億 1600 万 kWh 相当のグリーン電力証書が
取引された。このうち約 7 割の証書を、東京電力エナジーパートナーなどが出資する日本
自然エネルギーが取り扱っている。
グリーン電力証書の価格は販売する事業者によって異なる。価格を公表している事業者と
見積もりで価格を決める事業者がある。見積もりの場合には、一般的に証書の購入量が多い
ほど価格が安くなる。2017 年度の標準的な価格は、大口の購入者で 3～4 円/kWh である。
電気料金（平均単価 14 円/kWh）に上乗せする追加のコストとしては大きい。
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■「グリーン電力証書」の発行事業者（2017 年 4 月 1 日時点）

出典：グリーンエネルギー認証センター
そのうえで企業や自治体は、自然エネルギーの電力を購入したのと同等のメリットを享受
できる。証書の購入量に応じて、国などに報告する CO2 排出量を削減することが可能にな
る。電力の使用に伴う CO2 排出量から、全国の小売電気事業者が販売した電力の CO2 排出
量の平均値を証書の購入分だけ差し引いて報告できる。
グリーン電力証書は年間の発行量が限られていて、企業や自治体が新たに購入することは
次第にむずかしくなってきた。自然エネルギーの発電設備であっても、固定価格買取制度の
適用を受けている場合にはグリーン電力証書の対象にならない。
グリーン電力証書は資源エネルギー庁のガイドラインに基づいて、第三者機関のグリーン
エネルギー認証センターが発電設備を認定したうえで証書を発行する。バイオエネルギーと
化石燃料を組み合わせた混焼発電や、バイオエネルギーの一種である廃食用油と灯油の混合
燃料による発電方法も認められている。混焼発電の場合にはバイオエネルギーが占める比率
を評価して、比率が低いと認定しないケースがある。
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■「グリーン電力証書」の発電設備認定・証書発行の手続き

出典：グリーンエネルギー認証センター
どの種類の発電設備であっても、周辺環境に対する影響を評価した文書や証明できる情報
を提出することが認定条件になっている。水力発電では河川に設備を新設する場合か、既設
の設備（ダムの維持放流設備、上下水道設備、農工業用水路）に付加する場合に限る。ダム
や堰（せき）に水力発電設備を追加する場合には、ダムや堰そのものの環境影響評価や地域
の合意を含めて認定の可否を判断することになっている。
グリーン電力証書の認定を受けている発電設備の中には、運転開始から長年を経過したも
のも含まれている。特にバイオエネルギーによる発電設備では、運転開始から 20 年以上を
経過しているものがある。自然エネルギーの投資を促進する追加性の要件として、発電設備
の建設時だけではなくて、運転維持に貢献する場合でも認定しているためだ。
■「グリーン電力証書」に表示する内容

出典：
日本自然エネルギー
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自家消費の電力から創出する「J-クレジット」
グリーン電力証書のほかにも、自然エネルギーの発電設備による環境価値を購入する方法
がある。国が運営する「J-クレジット制度」では、自然エネルギーを利用した自家発電設備
が対象になる。再エネ由来の J-クレジットと呼ばれている。企業や自治体が再エネ由来の
J-クレジットを購入すると、自然エネルギーの発電設備が生み出す環境価値を CO2 排出量
の削減などに利用できる。
再エネ由来の J-クレジットの対象になる自然エネルギーは太陽光・風力・水力・地熱・
バイオエネルギーの 5 種類である。発電した電力を自家消費していることが前提になって
いて、売電している場合には対象にならない。住宅で自家消費している太陽光発電の環境価
値をもとに、自治体などが集約して J-クレジットを発行しているケースが多い。住宅用の
太陽光発電であれば、環境負荷が小さくて地域性もある。
■「J-クレジット制度」の仕組み

出典：経済産業省
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J-クレジットでは自然エネルギーによる発電を実施する前と後の電力使用量を計測して、
使用量の減少分から CO2 削減量を算出する。電力の CO2 排出量の全国平均値を掛け合わせ
て CO2 削減量を計算する方法だ。算定した CO2 削減量を再エネ由来の J-クレジットとして
発行できる。再エネ由来の J-クレジットを購入した企業や自治体は、クレジットの CO2 削
減量をもとに換算した電力量の分だけ自然エネルギーを利用したことになる。
J-クレジットの購入方法は 3 通りある。「J クレジット・プロバイダー」（オフセット・
プロバイダー）と呼ぶ仲介事業者を通じて購入する方法のほか、J-クレジットを創出する相
手から直接購入する方法や、J-クレジット制度の事務局が実施する入札に参加して購入する
こともできる。入札は毎年 1～2 回の頻度で不定期に実施する。J-クレジット・プロバイダ
ーには 2017 年 10 月の時点でイトーキや三菱 UFJ 証券など 6 社が登録されている。
■「J-クレジット」の購入方法

出典：経済産業省
再エネ由来の J-クレジットの取引量は、2016 年度に約 87 万トン（CO2 換算）にのぼっ
た。電力の CO2 排出量の全国平均（1kWh あたり 0.587 キログラム、2015 年度）をもとに
計算すると、1 年間で約 15 億 kWh 分の電力に相当する。グリーン電力証書と比べて約 5 倍
の規模である。
J-クレジットの価格は 2017 年 4 月の入札では平均で 908 円/トンだった。これを電力に
換算すると、1kWh あたり約 0.5 円になる。グリーン電力証書の標準的な価格よりも格段に
安い。ただし J-クレジットの価格は入札によって大きく変動する可能性がある。
再エネ由来の J-クレジットは国の認証委員会が発電プロジェクトの内容を審査して認定
する。プロジェクトの申請にあたっては発電設備の設置場所をはじめ、使用する機器のメー
カー名や型番、出力や稼働開始時期などを計画書にまとめて提出する必要がある。報告書が
審査を通れば、承認を得てプロジェクトを登録することができる。
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さらにプロジェクトの承認・登録後に、平均 1～2 年のサイクルでモニタリング報告書を
提出しなければならない。報告書の中で自然エネルギーの電力を自家消費したことに伴う
CO2 削減量を申請して、認証委員会から承認を得られると J-クレジットを発行できる流れ
になっている。
■「J-クレジット」のプロジェクト登録～クレジット認証・発行の手続き

出典：経済産業省
J-クレジットでは 2013 年 4 月 1 日以降に実施したプロジェクトであることが登録の条件
に入っている。クレジットを発行できる期間は最長で 8 年に限られる。自然エネルギーの
投資を促進する追加性も条件に含まれていて、発電設備の投資回収年数が原則 3 年以上で
なければならない。
J-クレジットを利用している代表的な企業がソニーである。2016 年度には再エネ由来の
J-クレジットを約 1 万 3000 トン購入した。電力に換算すると約 2200 万 kWh に相当する
（自然エネルギー財団による算出）。さらにグリーン電力証書を年間 1450 万 kWh 購入し
たほか、東京電力エナジーパートナーのアクアプレミアムの利用も開始した。複数の手段を
組み合わせて自然エネルギーの調達量を増やす取り組みである。
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■ソニーのグリーン電力証書と J-クレジットの利用状況（2017 年 3 月 31 日時点の契約）

出典：ソニー（CSR レポート 2017）
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3-4．調達にあたって考慮すべき留意点
証書による CO2 排出量の算定方法
電力の使用に伴う CO2 排出量を国や自治体に報告する場合に 2 通りの算定方法がある。
小売電気事業者が各年度に販売する電力の CO2 排出係数（電力 1kWh あたりの CO2 排出
量）を使う方法と、小売電気事業者のメニュー別の CO2 排出係数を適用する方法である。
非化石証書を組み合わせた電力に対しては、メニュー別の CO2 排出係数を適用できる。
小売電気事業者が調達した電力の CO2 排出係数から全国平均の CO2 排出係数を差し引いて
算定する（ただし排出係数をマイナスにすることはできない）。
この算定方法により、固定価格買取制度の適用を受けた FIT 電気（CO2 排出係数は全国
平均を適用）と非化石証書を組み合わせたメニューの CO2 排出係数はゼロになる。企業や
自治体がグリーン電力証書や J-クレジットを利用する場合にも同じ算定方法を使う。
ここで注意しなくてはならない点がある。メニュー別の CO2 排出係数は同じ年度の CO2
排出量の報告にしか適用できない。非化石証書の場合には、発電した年（1～12 月）と電力
の供給を受けた年度（4 月～翌年 3 月）を一致させる必要がある。年度を越えて CO2 排出
量の報告に利用することはできない。
■非化石証書による CO2 排出量の算定時期

出典：資源エネルギー庁
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一方で企業や自治体が購入できるグリーン電力証書や J-クレジットでは、CO2 排出量の
報告に利用する年度（証書やクレジットを償却する年度）を選択できる。証書やクレジット
を購入した年度と CO2 排出量を報告する年度を必ずしも一致させる必要はない。CO2 排出
量の報告に利用する点では、グリーン電力証書や J-クレジットのほうが非化石証書よりも
融通がきく。
このほかに証書やクレジットには共通する懸念点がある。火力発電や原子力発電が主体の
電力を購入して同量の証書を組み合わせる方法をとった場合に、それでも自然エネルギーの
電力を利用している、とみなすのが妥当かどうかは意見が分かれるところだ。特に CO2 排
出量の多い石炭火力と証書を組み合わせて利用するケースが問題になる。
証書やクレジットを購入すれば CO2 排出量を削減できるものの、環境負荷の小さい自然
エネルギーの電力を調達するという趣旨には必ずしも合わない。こうした問題があるため、
米国の先進的な企業のあいだでは、自然エネルギーの電力と証書をセットにして（あくまで
電源の証明書として）利用する動きが始まっている。

発電方法で選ぶか CO2 排出量で選ぶか
企業や自治体が自然エネルギーの比率を高める場合に 2 通りの考え方がある。1 つは発電
方法をもとに、自然エネルギーの電力を調達する。固定価格買取制度（FIT）を適用してい
るかどうかに関係なく、発電方法で自然エネルギーを選ぶ。小売電気事業者から購入する場
合には、電源構成（発電・調達電力量の比率）を見て「水力」「FIT 電気」「太陽光」など
の割合を確認できる。
もう 1 つの考え方は、CO2 排出量の削減に利用できる電力を調達の対象とする。この点
を重視した調達方法をとると、FIT 電気は CO2 排出量がゼロとみなされないため、証書や
クレジットを組み合わせない限り対象から外れる。
現実に CO2 を排出しない発電方法で作った自然エネルギーの電力を選ぶのか、それとも
CO2 排出量の削減に利用できる電力を選ぶのか。どちらを重視するかは、個々の企業や自
治体の方針に委ねられる。それによって FIT 電気や証書の利用価値が変わってくる。
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■小売電気事業者の電源構成の開示イメージ

出典：電力・ガス取引監視等委員会
本来であれば、実際に CO2 を排出せず、制度上も CO2 排出量ゼロと認められる自然エネ
ルギーの電力が望ましい。欧米ではそのような電力を安く購入できる状況になってきたが、
日本では現在のところ価格が割高なために、企業や自治体のコストを増やしてしまう。当面
は FIT 電気や証書などを活用しながら、調達方法と調達量を工夫する必要がある。
ただし今後は FIT の買取期間を終了した発電設備が数多く出てくる。買取期間を終了し
て賦課金の対象にならなくなった発電設備の電力は、法制度上も CO2 排出量をゼロとみな
すことができる。企業や自治体が FIT の対象から外れた自然エネルギーの電力を調達して
CO2 排出量の削減にも生かせる。
最も早いものは住宅用の太陽光発電で、2019 年度から買取制度の対象外になる発電設備
が増え始める。2009 年 11 月に始まった太陽光発電の余剰電力買取制度（2012 年 7 月に
FIT へ移行）の適用を受けた住宅用の発電設備が、10 年間の買取期間を終了して適用外に
なるためだ。
さらに 2032 年になると、FIT の買取期間（20 年間）を終了する大規模な発電設備が一気
に増えてくる。初期投資を回収済みの発電設備から、安い価格で自然エネルギーの電力を調
達できる可能性が広がる。企業や自治体が長期の調達手段を検討するうえで有効な選択肢の
1 つになる。
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現在のところ日本には自然エネルギーの電力を統一的に認定する基準が存在しない。グリ
ーン電力証書、J-クレジット、FIT、それぞれで発電設備の認定条件に違いがある。FIT の
買取期間を終了した発電設備が運転を継続する場合にも、自然エネルギーの発電設備として
認定する制度が必要になる。
企業や自治体が自然エネルギーの電力を効率的に調達できるように、国内で統一の基準を
整備することが求められる。そのためには 3 つに分かれている既存の認定制度をもとに、
政府が最低限の要件を統一基準として定める方法が考えられる。国内の統一基準が国際的に
も通用することが理想的である。
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第 4 章：自然エネルギーを重視する CDP の企業評価
いまや世界中の投資家が自然エネルギーの活用を企業に求めるようになってきた。その点
で数多くの投資家が重視しているのが、気候変動に対する企業の取り組みを評価する NGO
（非政府組織）の CDP（旧 Carbon Disclosure Project）による活動である。
■「CDP」のロゴマーク

出典：CDP
CDP が選定した企業に対して質問書を送付し、その回答をもとに評価する。2017 年には
全世界で 5600 社以上に質問書を送り、2400 社以上が回答した。日本の企業は 500 社が含
まれていて、回答数は 283 社にのぼった。日本を代表する企業の多くが質問書に回答して
評価を受けている。
質問書には気候変動のリスク・機会に対する認識や戦略、削減活動、CO2 排出量の実績
値・計画値、などの回答項目がある。回答の内容に応じて、企業ごとに最高レベルの「A」
から最低レベルの「D－」まで 8 段階で評価する仕組みになっている。日本の企業は 2017
年に 13 社が A 評価を受けた。

CO2 排出量の算定方法
CDP の評価を受けるにあたっては、国際規約の「GHG（温室効果ガス）プロトコル」に
準拠して CO2 の排出量を算定することを推奨している。GHG プロトコルでは CO2 排出量
を 3 段階に分けて計算する。企業の生産・販売活動による直接排出量（スコープ 1）のほか
に、電力や熱を購入して消費する場合にはエネルギー供給者の排出量に基づく間接排出量
（スコープ 2）、さらに取引先を含むサプライチェーン全体の排出量（スコープ 3）が評価
の対象になる。
このうちスコープ 2 の電力消費による間接排出量については、2015 年から新しい評価基
準に変わった。新基準には 2 つの評価方法がある。1 つは企業が活動する地域における電力
系統全体の平均 CO2 排出係数をもとに計算する「ロケーション基準」、もう 1 つは各企業
が個別に契約する電力の CO2 排出係数を適用できる「マーケット基準」である。この両方
の基準で CO2 排出量を算定して報告することが推奨されている。
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■「スコープ 2」の CO2 排出量を算定する 2 通りの方法（番号は優先順位）

… 証書や個別契約による CO2 排出係数

… 小売電気事業者の CO2 排出係数

… 1 と 2 除いた CO2 排出係数

… 地域単位の CO2 排出係数

… 国全体 CO2 排出係数

出典：CDP（日本語の注釈は自然エネルギー財団が追加）
マーケット基準では証書の購入量を含めて自然エネルギーの電力をより多く調達する企業
の取り組みを優先的に評価する。日本のグリーン電力証書と J-クレジット（再エネ由来）
もマーケット基準の対象に加えることができる。
新たに始まる非化石証書の取り扱いについては検討中である。非化石証書が GHG プロト
コルに準拠したものであることを確認できれば、マーケット基準の CO2 排出量の算定にも
利用できるようになる。
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自然エネルギーの評価方法
CO2 排出量を算定する GHG プロトコルでは、自然エネルギーのほかに原子力発電による
電力も CO2 を排出しない点で同様に評価することになる。原子力を多く含む電力を供給す
る小売電気事業者から購入しても、スコープ 2 の CO2 排出量を削減できる。この点を補う
ために、CDP では自然エネルギーに対する企業の取り組みについても質問項目を設けて評
価に反映させる。
■CDP の気候変動に関する質問項目（自然エネルギー関連）

出典：CDP
CDP は企業における自然エネルギーの利用状況を評価するにあたって、各企業が生産・
消費している自然エネルギーの実績値のほかに、自然エネルギーの利用目標を具体的に設定
しているかどうかを確認する。
自然エネルギーの基準は GHG プロトコルのガイドラインに準拠した標準的なものを採用
している。太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど、枯渇しないエネルギー源を利用し
ていることが要件である。企業が調達した自然エネルギーの電力に関する契約文書や証書の
提出を求めるが、発電設備の環境負荷や追加性については判断しない。
日本の証書では現在のところグリーン電力証書と J-クレジット（再エネ由来）が CDP の
自然エネルギーの評価において有効である。今後は非化石証書（再エネ指定）も自然エネル
ギーの電力を調達する手段として認める方針だ。
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第５章：世界に広がる自然エネルギーの電力
欧米の先進国をはじめ世界の各地域で、自然エネルギーの電力を認定・評価する仕組みが
浸透してきた。海外で事業を展開する企業は、地域ごとに異なる認定・評価制度に合わせて
電力を調達する必要がある。

欧州の認定・評価制度
欧州では EU（欧州連合）が 2009 年に自然エネルギーの利用を促進する指令を出して大
きな原動力になった。この指令の中で発電事業者に対して、発電設備の内容を記載した証書
「Guarantee of Origin（GO または GoO、発電源証明）」を発行するように義務づけた。
EU に加盟する 28 カ国のほか、アイスランド、ノルウェー、スイスを加えた合計 31 カ国
で GO を発行している。対象になる自然エネルギーは太陽光・風力・水力・地熱・バイオエ
ネルギーのほか、海洋エネルギー、埋立地ガスや下水処理ガスが含まれる。
GO を標準的な証書として普及させるために、欧州の 20 カ国がメンバーになって証書管
理システムの「European Energy Certification System（EECS）」を運営している。EECS
では各国の電力の利用者を対象に、購入した電力量や発電設備に関する情報を証書で発行す
る。欧州で事業を展開する企業は、EECS で発行した証書を CO2 排出量の報告などに利用
できる。
■「EECS」のロゴマーク

出典：Association of Issuing Bodies
EECS にはドイツやフランスなど 20 カ国が参加する一方、イギリスを含む 11 カ国では
GO に準拠した独自の証書管理システムを運営している。双方を合わせた証書の発行量は
2015 年の時点で 5500 億 kWh に達した。そのうち 6 割強が EECS、残りは各国独自のシス
テムによる。
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EECS に参加する国のあいだでは相互に証書を取引できるが、独自の発行システムを利用
している国では取引の範囲が国内に限られる。今後の課題は EECS の参加国を増やして、
共通のシステムで発行・取引できる証書の量と地域を拡大することである。
自然エネルギーの電力を証明する GO には、発電方法の種別、発電期間、発電設備の最大
出力や運転開始日の情報を含んでいる。ただし GO は発電設備に関する正確な情報を提供す
ることが目的で、環境負荷や追加性については消費者の判断に委ねる。
このため欧州では第三者機関が GO をもとに独自の基準を設けて、自然エネルギーの電力
を認定するラベリング制度を運営している。電力の購入者は第三者機関のラベルを参考にし
て自然エネルギーの電力を選ぶことができる。
自然エネルギーの電力を対象にしたラベルの中では、2013 年に始まった「EKOenergy」
が最も多くの国で使われている。欧州を中心に 35 カ国の NGO が共同で運営している。
EKOenergy の認定を受けた電力はイギリス・フランス・ドイツを含む西欧の主要国をはじ
め、北欧や東欧を含む 18 カ国で購入できる（2017 年 12 月時点）。
■「EKOenergy」の認定ラベル

出典：EKOenergy
EKOenergy では GO の情報をベースに、厳格な基準を設けてラベルを付与する。例えば
太陽光・風力・地熱・海洋エネルギーを利用する発電設備が自然保護や鳥類保護の対象地域
に立地する場合には、EKOenergy の理事会の承認を必要とする。さらに水力発電とバイオ
エネルギー発電に関しては細かい基準を設けている。
水力発電では周辺の生態系に対する影響を評価する指標を設定して、その結果をもとに
EKOenergy の理事会か地域の NGO が認定の可否を判断する。バイオエネルギー発電では
燃料に使う木材や廃棄物の種類と調達方法を細かく規定したうえで、電力と熱の両方を供給
するコージェネレーション（熱電併給）が必須条件になっている。欧州ではバイオエネルギ
ーを発電だけに利用することは非効率とみなす傾向が強い。
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EKOenergy の基準には、追加性の要件は盛り込んでいない。その代わりにラベリングの
費用の一部を基金として積み立て、欧州における自然エネルギーの開発プロジェクトに提供
している。

北米の認定・評価制度
米国を中心に北米にも自然エネルギーの電力を対象としたラベリング制度がある。数多く
の企業や自治体が標準的に利用している「Green-e Energy」が有名だ。NGO の Center for
Resource Solutions（CRS）が運営している。Green-e Energy は環境負荷の小さい電力を
消費者が購入できることを目的に 1997 年に制度が始まった。自然エネルギーを厳格な基準
で規定して、基準に合致した電力にラベルを付与する。
■「Green-e Energy」の認定ラベル

出典：Center for Resource Solutions
Green-e の対象になる電力の供給パターンは 4 種類ある。(1)自家発電設備から自然エネ
ルギーの電力を供給する、(2)企業や自治体が発電事業者から自然エネルギーの電力を直接
購入する、(3)小売電気事業者が自然エネルギーの電力を販売する、(4)自然エネルギーの電
力が持つ環境価値を証書の「REC（Renewable Energy Certificate）」で取引する。
小売電気事業者が販売する電力に対しては、供給元の発電設備の情報を含めて年に 2 回
の審査を実施して、発電方法に関する正確な情報を消費者に提供している。2015 年の時点
で全米 50 州のうち 37 州では、Green-e Energy の認定を受けた電力を消費者が購入できる
ようになった。購入者は年間に 80 万を超えて、その中で企業は 3 万 6000 社にのぼる。
証書の REC は 50 州どこでも購入できて、カナダとプエルトリコも対象に入る。ただし
地域や州によって証書の認定基準や発行システムに違いがある。それぞれの地域で発電事業
者が証書を発行して、企業や小売電気事業者などが購入する仕組みだ。
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■自然エネルギー由来の証書を管理する北米のシステム

出典：Center for Resource Solutions
発電事業者が発行した証書は地域ごとに個別のシステムで管理している。地域間で情報を
共有できない場合や、証書を管理するシステムが存在しない地域もある。このため各地域で
発行した証書を共通の基準で評価する制度として、Green-e Energy のような第三者機関に
よるラベルが効力を発揮する。
Green-e Energy では追加性に関して明確な基準を設けている。運転開始から 15 年以内
の新しい発電設備でなければ認定しない。認定を受けた電力の購入代金が新しい発電設備の
建設につながる点を重視しているためだ。追加性を時間軸で規定した基準として世界で最も
進んだものと言える。
そのうえで発電方法ごとの認定基準がある。太陽光・風力・地熱発電の 3 種類に関して
は特別の制限はないが、水力発電とバイオエネルギー発電については認定要件を細かく定め
ている。水力発電ではダムや堰のような貯水設備（impoundment）を新たに設けないこと
が条件である。既設の貯水設備を使う場合には、環境負荷が小さいことを証明できるもので
なければならない。
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バイオエネルギー発電になると、もっと厳密な基準がある。木質・農作物・動物・食品の
廃棄物のほかに、埋立地で発生するバイオガスやバイオディーゼル燃料が対象に入る。特に
木質の廃棄物に関する基準が細かく決められている。木を丸ごと利用する場合に認められる
のは、クリスマスツリーなど都市から排出するもの、道路を保守するために伐採したもの、
強風などで自然に倒れたもの、森林の保全に必要な間伐で切り出したものに限る。
Green-e の認定基準のベースになっているのは、米国環境保護庁（EPA）による「Green
Power Partnership」の要求仕様である。この仕様の中で、発電設備の運転開始から 15 年
以内に限定する追加性をはじめ、環境負荷を重視した自然エネルギーの要件を定めている。
欧州の GO にも見られるように、自然エネルギーの認定・評価制度において政府機関が果た
す役割は大きい。

その他の地域の認定・評価制度
欧州や北米だけではなく、世界各地に自然エネルギーの電力を証書で取引できる仕組みが
広がっている。アジア・中東・アフリカ・南米の多くの国でも証書を取引する制度がある。
欧米以外の国や地域で発行した証書は、「I-REC（International Renewable Energy
Certificate）」と呼ぶ標準的な仕組みを使って取引することが可能になっている。各国ごと
に I-REC の標準に従って証書管理システムを運営している。
■世界各地で発行できる自然エネルギーの証書
証書
GO
（Guarantee of Origin）
REC
（Renewable Energy
Certificate)
I-REC
（International
Renewable Energy
Certificate）

対象国・地域

証書管理システム

欧州連合（EU）加盟 28 カ国
アイスランド、ノルウェー、スイス

EECS（European Energy
Certification System）
または国別のシステム

米国、カナダ、プエルトリコ

地域・州別のシステム

ブラジル、チリ、中国、コロンビア、グ
アテマラ、ホンデュラス、インド、イス
ラエル、ヨルダン、マレーシア、メキシ
コ、フィリピン、サウジアラビア、シン
ガポール、南アフリカ、台湾、タイ、ト
ルコ、UAE、ウガンダ、ベトナム

国・地域別のシステム

I-REC に準拠した証書管理システムは 21 カ国・地域で使われている（2017 年 12 月 1 日
時点）。アジアでは中国・インド・マレーシア・フィリピン・シンガポール・台湾・タイ・
ベトナムの 8 カ国・地域で利用できる。
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さらにロシアも I-REC の採用を検討中で、電力の需要規模では欧州の GO や北米の REC
を大きく上回る。現在のところ日本国内で I-REC を採用する動きは見られない。

国際的な推進プロジェクト
気候変動に関するパリ協定（2015 年 12 月）を機に、世界各地で自然エネルギーを利用
する動きが急速に広がってきた。自然エネルギーの電力を効率よく調達するための環境整備
が進み、企業の取り組みを後押しする国際的なプロジェクトも活発に始まっている。
NGO の The Climate Group と CDP が 2014 年から取り組んでいる「RE100」が代表的な
プロジェクトである。RE100 では世界の有力企業がメンバーになって、オフィスや工場・
店舗などで使用する電力を自然エネルギーに 100％転換することを宣言する。加盟している
企業の数は 2017 年 7 月に 100 社を超えた。欧州と米国に本社を置く企業が多いが、中国や
インドの企業も加わっている。
■「RE100」のロゴマーク

出典：RE100
日本からはオフィス機器メーカーのリコーが 2017 年 4 月に初めて RE100 のメンバーに
入り、2050 年までに自然エネルギーを 100％使用することを宣言した。続いて住宅メーカ
ーの積水ハウスとオフィス用品販売のアスクルが加盟した。積水ハウスは 2040 年までに、
アスクルは 2030 年までに、自然エネルギーの電力を 100％利用する計画だ。
RE100 に加盟した企業は世界各地の専門家や関連機関からアドバイスを受けながら、自
然エネルギーの電力を調達する体制を構築できる。そのうえで実行した結果をもとに、効率
の良い調達方法や利用効果を外部に公表する役割も担う。こうした活動を通じてナレッジ・
シェアリング（知識の共有）を拡大して、より多くの企業が自然エネルギーの電力を活用で
きることが RE100 の目的である。
RE100 では自然エネルギーの電力を認定する基準として標準的なものを採用している。
欧州の EKOenergy や北米の Green-e のような厳密な要件は設けていない。自然エネルギー
の新たな投資につながる追加性も求めない。比較的ゆるやかな基準を設定して、企業が自然
エネルギーの電力の調達量を拡大できるように促進する。
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ただし電力を調達した発電設備に関して信頼性のある情報を証明できることを重視する。
発電方法や所在地の情報をもとに、企業が環境負荷を把握したうえで自然エネルギーの電力
を調達することが望ましいからだ。この点で日本の非化石証書には発電設備に関する情報が
一切含まれていないため、RE100 が推奨する基準は満たしていない。
RE100 が発行するアニュアルレポートには、加盟企業がどのような方法で自然エネルギ
ーの電力を調達しているかが掲載されている。加盟企業のうち 55 社が 2015 年に採用した
調達方法を集計した結果によると、欧州では証書（GO）を購入する方法と、小売電気事業
者のグリーン電力メニュー（green tariff）を契約する方法の 2 種類が大半を占めた。米国
では証書（REC）が圧倒的に多く、次いでグリーン電力メニューが使われている。
■「RE100」の加盟企業による自然エネルギー電力の調達方法
（上が欧州、下が米国、2015 年、回答企業 55 社）

出典：RE100
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米国の企業が取り組む電力調達方法
自然エネルギーの電力を調達する手段の 1 つとして、企業が発電事業者と長期の契約を
結ぶ「PPA（Power Purchase Agreement）」が北米や欧州で増加している。発電事業者が
自然エネルギーの発電設備を建設する際に、電力を購入する企業が資金を提供して発電事業
を支援する契約だ。
出資した企業は自然エネルギーの電力を固定価格で長期間（15～20 年程度）にわたって
購入できる。自然エネルギーの発電コストが火力や原子力と比べて高くない場合に経済的な
メリットが得られる。同時に企業は発電事業者から証書を取得して、自然エネルギーの電力
を利用している証明に使う方法が一般的になっている。
■企業が発電事業者と長期契約を結んで電力を購入する「PPA」の例

出典：Google
特に米国の企業のあいだでは 2015 年から PPA が急速に拡大している。最初はグーグル
やアップルをはじめ IT（情報技術）の大手企業による契約が中心だったが、2017 年に入る
と自動車メーカーのゼネラルモーターズのほか、ティッシュペーパーなどの日用品を製造・
販売するキンバリークラーク、ビールメーカーのアンハイザー・ブッシュ・インベブ、金融
グループのゴールドマン・サックス、といった多様な産業に広がり始めた。
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■自然エネルギーの電力購入契約（米国とメキシコの公表案件、単位：100 万キロワット）

出典：Rocky Mountain Institute
企業が発電事業者と PPA を締結しやすいように支援するサービスもある。NGO の Rocky
Mountain Institute（RMI）が北米で運営する「Business Renewables Center（BRC）」に
は、有力企業 200 社がメンバーに名を連ねている。参加企業は太陽光発電と風力発電を対
象に、電力の調達方法や契約に関する情報を共有できる。日系の企業では自動車メーカーの
ホンダの米国法人がメンバーに入っている。
BRC のサービスの 1 つに、参加企業と発電事業者を結びつける「BRC Marketplace」が
ある。発電事業者が開発・運転中の太陽光・風力発電プロジェクトの情報を Marketplace
に登録すると、電力の購入を希望する企業は要件に合致する発電プロジェクトを検索して、
発電事業者にコンタクトをとることができる。この仕組みを使って PPA の締結につなげて
いく。
このほかに RMI は他の NGO と共同で、企業や自治体を対象にした「Renewable Energy
Buyers Alliance（REBA）」を運営している。REBA では米国の大手企業が 2025 年までに
追加で合計 6000 万 kW の自然エネルギーによる電力を購入することを目標に掲げる。2017
年 9 月にカリフォルニア州で開催した「REBA Summit」には約 300 社が集まり、発電事業
者や小売電気事業者、自治体などを交えて自然エネルギーの電力を効率的に調達する方法や
課題について議論した。
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