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会社概要
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サステナビリティ経営を重視する法⼈を中⼼に取引が拡⼤
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約3,000契約



再エネ調達に係る外部環境
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燃料費調整額の上昇
• エネルギー価格の上昇に伴い、燃料費調整額も1年前と⽐較して約６円上昇
（昨年度１年間の平均と⽐較しても約３〜4円上昇）
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参考）東京電力エナジーパートナー発表データより当社作成

東京電⼒エリア燃料費調整単価の推移（⾼圧）



卸電⼒取引市場の取引価格推移（過去1年）
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• これまで10円/kWh前後で取引されていた卸価格が平均15円を超えており、⾜元では
30円を超える⽇も発⽣。

出所）日本卸電力取引所（JEPX）
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乱⾼下を繰り返し、⾼騰が頻発



市場価格と連動するFIT電気の調達価格
• 再エネ電⼒のうち、「固定価格買取制度（FIT）」によって発電されたFIT電気につい
ては国のルールにより卸電⼒市場の価格を参照して調達価格が設定されているため、
再エネには直接関係のない価格変動リスクを抱える仕組みとなっている。
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回避可能費⽤の指標として機能していない卸電⼒価格

回避可能費⽤とは、電⼒会社が再⽣可能エネルギーを買い取ることにより、本来予定し
ていた発電を取りやめ、⽀出を免れることが出来た費⽤をいう。
（回避可能費⽤の増減要因は、燃料価格の変動、電源構成の変化など）
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FIT電気の「回避可能費⽤」とは

燃料価格の変動は「燃料費調整制度」による燃調費に反映されるが、市場価格の⾼騰は
それを⼤幅に上回り、市場リスクプレミアムコストが上乗せされている状態

資源エネルギー庁資料より

通常時 昨冬⾼騰時平均 2021年10⽉以降

10円前後/kWh 約72円/kWh 約18円/kWh



電気料⾦の上昇圧⼒と固定価格での再エネ調達の意義
• 電気料⾦は脱炭素圧⼒を受けた⽯炭から天然ガスへの急速なシフトによる資源価格の
⾼騰や、カーボンプライシング導⼊によるCO2排出規制強化等により上昇⾒込み。

• ⾜元では、⾮FIT太陽光は通常電⼒料⾦と⽐較しても価格競争⼒があり、中⻑期的に⾒
ても電気料⾦を固定化できるメリットは⼤きいといえる。
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コーポレートPPAによる電⼒調達
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RE100企業等とのコーポレートPPA組成プロジェクト
• ⽇本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）においてコーポレートPPAの⽇本モ
デルを組成すべくプロジェクトを実施。

• 当社はコーポレートPPA組成PJの幹事として発電事業者・需要家のマッチングやスキ
ーム検討、PPA契約書雛形作成を実施。
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⽇本初本格的コーポレートPPAの実施
• アミタ株式会社、花王株式会社、⾼砂熱学⼯業株式会社、三井住友信託銀⾏株式会社
とコーポレートPPAを組成し、2022年2⽉より順次供給開始。
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みんなパワーため池⽔上太陽光



2022年2⽉より花王様本社へコーポレートPPA供給
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https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/news/2021/pdf/20210922-001-01.pdf



コーポレートPPAメリット

１．再エネ電⼒を⻑期安定的に調達できる
Ø 再エネ発電所と固定価格で直接契約するため、電⼒市場価格などの外部要因に影響さ
れない再エネ電⼒を⻑期安定的に調達できる。

Ø 電⼒単価も条件が良い案件であれば、現状と⼤きく変わらない調達コストになる。

２．評価の⾼い再エネ電⼒を調達できる
Ø 既存の⽔⼒やFIT電源では無く、新たに再エネ発電所を建設し、その再エネ電⼒を調達
するため、新規の再エネ拡⼤に貢献する。

Ø RE100などにおいて、「追加性」（additionality）のある再エネ調達として評価が⾼
い。また、取引先や顧客に対するブランドイメージ向上に繋がる発信ができる。

３．将来的なCO2排出規制強化に対するリスクヘッジとなる
Ø 炭素税などのCO2排出規制が導⼊された際に、炭素税負担の抑制に繋がる。
（例えば、欧州並の炭素税が導⼊された場合、2〜5円/kWh※の課税が回避できる）

※4,000円〜10,000円／t-CO2と想定した場合
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コーポレートPPAと⾃⼰託送 ⽐較表

• ⾃⼰託送は再エネ賦課⾦が掛からないメリットがある⼀⽅、発電・需要計画の策定や
インバランス対応の必要があり、補助⾦も対象外となる。

• バーチャルPPAが最も⾃由度が⾼いが⾮化⽯証書のルール変更や、市場価格との差⾦
決済の具体的なリスクヘッジ対策などの検討が引き続き必要。 14

C-PPA（フィジカル） V-PPA（バーチャル） ⾃⼰託送

実施条件 無し 無し 発電所と需要施設が同⼀エリア
⾼圧・特⾼受電のみ

電⼒契約変更 必要 不要 不要

需給管理 不要
（⼩売電気事業者が実施）

不要
（電気と別取引）

必要

託送料⾦ 標準料⾦ 標準料⾦
（電気購⼊時） 標準料⾦も選択可能

インバラ対策 不要
（⼩売電気事業者が実施）

不要
（電気と別取引）

必要

再エネ賦課⾦ 有り 有り
（電気購⼊時） 無し

補助⾦ 対象 対象外 対象外



コーポレートPPA組成の条件
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発電事業者

需要家

⼩売電気事業者

ü 安定的な事業収⼊
→事業期間中に渡る固定価格での契約

ü 契約の柔軟性
→電⼒会社・契約の変更

ü 安定価格での再エネ調達
→調達原価と⼩売単価の連動

PPA契約期間は⻑期にしつつ、いかに需給契約の柔軟性をもた
せられるかがポイント



コーポレートPPAを組み合わせた電⼒供給イメージ
• コーポレートPPAによる新規太陽光発電所からの供給と、従来の「FIT電気＋⾮化⽯証
書」の再エネ100％電⼒供給の組み合わせ。

• コーポレートPPAは⻑期固定単価、その他電⼒（FIT＋⾮化⽯証書）は、卸電⼒市場の
動向等により毎年価格が変動。

16



契約形態
• 発電事業者（甲）ー需要家（⼄）ー⼩売電気事業者（丙）による三者間契約。
• 発電事業者より20年間固定価格で買い取り、需要家に供給する「コーポレートPPA電
⼒」供給分については20年契約（買取単価を⾼く設定し短縮化することも可能）。

• ⼀⽅、⼩売電気事業者との電⼒⼩売契約については⻑期契約とせず柔軟性を持たせる。
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再⽣可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
発電事業者
（甲）

需要家
（⼄）

⼩売電気事業者
（丙）

コーポレートPPA契約
（三者間契約）

電⼒供給
所有・運営

丙のBGで
固定単価で
全量購⼊

甲丙間の
単価に基づ
き⼩売供給

固定価格での全量供給

不⾜分の電⼒調達

ü ⼩売需要家間では電⼒供
給のための電⼒需給契約を
別途締結する。

ü ⼩売は送配電事業者と接続
供給契約・発電量調整供給
契約を締結する。



コーポレートPPAによる電⼒供給イメージ
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• コーポレートPPA発電所の電⼒を最⼤限マッチングし、不⾜分は他の再エネで供給。
• 料⾦は電源原価に託送料⾦等を加えて最終的な⼩売単価となる。
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電⼒消費量 太陽光発電量
（C-PPA調達分）

不⾜分は弊社が調達する
他の再エネ電⼒から補給

kW

h

電⼒の供給⽅法

※PPA︓Power Purchase Agreement

電⼒費⽤の内訳イメージ
＊基本料⾦単価は、みんな電⼒RE100プランと同様

電源単価

インバランス
コスト

⼩売単価
（従量単価）

通常の電⼒供給と同じコスト

託送料

送電ロス
消費税

⼿数料

← 税抜9〜11円程度
※契約する発電所により異なる

15〜17円程度
※⾼圧受電想定

※再エネ賦課⾦
含まず



コーポレートPPAを組合せた新料⾦プラン（RE100+PPA)
• 価格変動の無いコーポレートPPA電⼒を組み合わせた「RE100+PPA」プランを開始
• コーポレートPPA発電所から供給した分についてはコーポレートPPA単価を適⽤し、不
⾜分は従来どおりの再エネ電⼒（FIT電気＋⾮化⽯証書）を供給。

• 需要家は「追加性」と「価格安定性」を両⽅のメリットを受けられる。
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基本料⾦ C-PPA単価 通常従量単価
（再エネ）

⼤⼿電⼒標準料⾦
半額程度

ソーラーシェア
16〜17円/kWh

通常太陽光
15〜16円/kWh

20円前後/kWh
（季時別）

※⾮化⽯証書費⽤込み

RE100コーポレートPPA組合せプラン料⾦イメージ（東京エリア⾼圧）

1年更新20年固定

参考
東電業務⽤

基本料⾦
1,716円

従量単価
17.54円
16.38円



コーポレートPPAでマッチングする発電所タイプ別⽐較
• 需要家のニーズに併せて、営農型、ため池⽔上、野⽴てなどの提案が可能
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発電所
タイプ

営農型太陽光発電
（ソーラーシェアリング）

ため池太陽光発電 野⽴て太陽光発電

電源単価
[円/kWh] 10円/kWh~ 9円/kWh~ 9円/kWh~

C-PPA単価
[円/kWh] 東京⾼圧︓16円程度〜

東京特⾼︓15円程度〜
東京⾼圧︓15円程度〜
東京特⾼︓14円程度〜

東京⾼圧︓15円程度〜
東京特⾼︓14円程度〜

主な特徴 ・持続可能な農業への⽀援
・農家とのコラボレーション
による体験農業等の開催可能
性

・ため池の有効活⽤
・⽔温効果による発電効
率向上

・維持管理の容易性
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持続可能な電気を“選んで”使うことで、
再⽣可能エネルギーの拡⼤に寄与でき、
持続可能な未来をつくることができる

ご連絡先︓
ソリューション営業チーム
biz@minden.co.jp


