
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 先進企業の自然エネルギー利用計画 （第２３回） 

第一生命保険 

２０２３年度までに自然エネルギー１００％ 

追加性のある電力をＰＰＡで拡大 
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1.  自然エネルギーの利用方針と導入計画 

 第一生命保険は日本で最初の相互会社（保険の契約者が社員として会社を構成）として 1902 年（明治

35 年）に設立した。現在は第一生命ホールディングスを持株会社として、国内・海外で生命保険事業と

アセットマネジメント（資産運用）事業を展開している（図 1）。保険契約者の保険料をもとに、38 兆円

にのぼる資産を運用する機関投資家でもある。 

図 1．第一生命グループの主要会社 

 

 生命保険事業と機関投資家の両面で、気候変動に対する取り組みの重要性が急速に高まっている。生命

保険事業は持続可能な社会を前提に、人々が安定した生活を送ることができなければ成り立たない。同様

に企業や不動産などに対する投資も、将来の成長を見込めなければ収益を期待できない。気候変動の抑制

は保険会社にとって最重要の経営課題になっている。 

 

 第一生命グループの気候変動に関する本格的な取り組みは、東日本大震災の直前の 2011 年 2 月に始ま

った。中核会社の第一生命保険が「2011-2012 年度環境中期取組計画」を策定して、2012 年度の CO2（二

酸化炭素）排出量を 10％削減（2007 年度比）する目標を設定した。 

 

その後はパリ協定の合意を受けて、気候変動に関する国際イニシアティブに相次いで参加した。2019

年 8 月には日本の生命保険会社として初めて RE100 に加盟して、全社で使用する電力を自然エネルギー

100％に切り替えることを宣言した。日本の加盟企業では城南信用金庫に次いで 2 番目に早い 2023 年度

までに、自然エネルギーの電力利用率 100％を達成する計画だ。 
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表 1．第一生命保険の概要 

 

RE100 では 2050 年までに自然エネルギーの電力 100％の利用を目標に掲げることが加盟の条件にな

っており、日本の加盟企業の多くは 2040 年～2050 年を目標達成年に設定している。第一生命保険が

RE100 の目標達成年を 2023 年度と極めて早い時期に設定した理由は、有力なグローバル金融会社と相

対するためである。海外の主要な銀行や保険会社は 2020 年から 2025 年までに RE100 を達成する。今

後の金融機関の評価において重視される気候変動対策の面で早期の対策が必要との考えだ（図 2）。 

図 2．代表的な RE100 加盟企業の目標達成年（2021 年 3 月末時点、第一生命保険調べ） 

 

 

 

企業名  第一生命保険

事業拠点数
 1353カ所 （2021年9月末時点）
   本社2、支社92、営業オフィスなど1259

電力使用量  2億2166万キロワット時 （2020年度）

自然エネルギー
電力の利用率

（RE100対象拠点）

 実績：約50％ （2020年度）
        約80％ （2021年度）
 目標：100％  （2023年度）
  * 投資物件のテナント専有部を除く

経常収益  3兆8112億円 （2020年度）

社員数  5万4829人 （2021年9月末時点）

主要事業  国内生命保険、海外生命保険、資産運用
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 第一生命保険の年間の電力使用量は 2020 年度に 2 億 2100 万 kWh（キロワット時）だった。このうち

RE100 の対象に入らない投資物件のテナント専有部を除くと、自然エネルギーが占める割合は約 50％に

なり、前年度の約 10％から大幅に拡大した。自然エネルギー100％の電力メニューと証書の購入による

ものである。さらに 2021 年度は約 80％まで上昇する見込みで、2023 年度に 100％の目標を達成するこ

とはほぼ確実な状況になってきた。 

 

 ただし既設の発電設備の電力や証書を購入する方法では、実際の CO2 排出量を削減することにはつな

がりにくいため、気候変動を抑制する効果は小さいとみなされる。新たに建設（追加）した自然エネルギ

ーの発電設備から電力や証書を購入すれば、火力発電の電力を代替できて CO2 排出量を削減できる。こ

のような追加性のある自然エネルギーを利用することが欧米の先進企業のあいだでは主流になっている。 

 

第一生命保険も自然エネルギーの電力を 100％利用するだけではなく、可能な限り追加性のある電力

を増やす方針だ。2021 年度から追加性のある自然エネルギーの電力を利用し始めた。今後さらに追加性

のある電力の調達比率を高めていく（図 3）。 

図 3．第一生命保険の RE100 達成ロードマップ 

 

追加性のある電力を調達する有効な手段がコーポレート PPA（電力購入契約）である。コーポレート

PPA は電力のユーザー企業が発電事業者と契約を結んで、新設の自然エネルギー発電設備から長期契約

で電力を購入する。発電設備の設置場所と電力の利用拠点が遠隔にある場合にはオフサイト PPA、同じ

敷地にある場合にはオンサイト PPA と呼ぶ。第一生命保険は両方のタイプの PPA に取り組んでいる。 
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最初のオフサイト PPA は 2021 年 9 月に締結した。発電事業者のクリーンエナジーコネクト（CEC）

が関東と東北の 22 カ所に新設する太陽光発電所の電力を 20 年契約で購入する。発電規模を合計すると

約 2MW（メガワット＝1,000 キロワット）になる。小規模の太陽光発電所を数多く建設する方法を採用

して、早期に運転を開始できるようにした（写真 1）。FIT（固定価格買取制度）の認定を受けずに、環境

価値を第一生命保険が取得して自然エネルギーの電力として利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1．オフサイト PPA のために新設した太陽光発電所（栃木県下野市） 

 

日本では電気事業法の規定により、送配電ネットワークを利用するオフサイト PPA では小売電気事業

者が介在する必要がある。このため小売電気事業者のオリックスが CEC から電力の供給を受けて、第一

生命保険に電力を供給する。第一生命保険が東京都内に所有する 3 カ所のビルで、2022 年 2 月からオフ

サイト PPA による太陽光発電の電力を利用できるようになった（図 4）。今後さらにオフサイト PPA を

増やして、追加性のある自然エネルギーの電力を利用する拠点を拡大していく計画だ。 

 

 

 

 

 

 

図 4．オフサイト PPA の契約形態 

 

 オフサイト PPA を採用するとともに、従来の電力契約も見直す。「オフサイト PPA で調達する電力だ

けではなく、各拠点で使用する電力全体を自然エネルギーに切り替えることが基本方針。オフサイト PPA

以外の電力は FIT 非化石証書を組み合わせて調達する」（RE100 推進を含めた脱炭素化を推進する第一生

命保険の不動産部ファシリティマネジメント課長の堀雅木氏）。 
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一方のオンサイト PPA では敷地内で電力を供給するため、送配電ネットワークを利用する必要がなく、

発電事業者と直接契約を結ぶことが可能である。発電事業者のリニューアブル・ジャパンと太陽光発電に

よるオンサイト PPA の基本合意を結んだ（図 5）。関東エリアの営業オフィス 16 カ所を対象に、2022 年

度中に太陽光発電設備を導入して電力の利用を開始する検討を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．オンサイト PPA の契約形態 

 

 オンサイト PPA では電力の利用拠点である建物の屋上に、発電事業者が太陽光発電設備を設置する。

ユーザー企業は発電した電力を自家消費して、使用した分の電気料金を発電事業者に支払う。発電設備の

購入・設置から運転・保守までを発電事業者に委託できて、ユーザー企業は初期投資が不要になる。自家

発電設備と違って運転・保守する手間もかからない。 

 

最近は太陽光発電のコストが低下したことによって、オンサイト PPA を結ぶと通常の電気料金よりも

安い単価で電力を購入できるようになった。CO2 排出量の削減に加えて、電力の調達コストを低減できる

メリットがある。「ただし地域によってはオンサイト PPA のほうが高くなるケースもある。営業オフィス

は小規模のビルが大半で、屋上の空きスペースは 100～150 平方メートル程度。太陽光発電設備の出力は

50kW 未満になる場合が多く、大規模な工場や商業施設のように安い単価でオンサイト PPA を結ぶこと

はむずかしい。通常の電気料金と比較しながらオンサイト PPA の導入拠点を増やしていく」（堀氏）。 

 

第一生命保険は 2023 年度に自然エネルギーの電力 100％の目標を達成するために、当面は早期に調達

できる FIT 非化石証書や J-クレジットの購入を優先して進める。ただし証書は調達量と価格の両面で将

来の保証がない。コーポレート PPA であれば、長期間に安定して自然エネルギーの電力を一定のコスト

で調達できる。日本でも欧州のように脱炭素に向けてカーボンプライシングが導入されると、CO2 を排出

しない自然エネルギーの電力を利用することでコストを抑制できるメリットが高まる。 

 

 とはいえ現時点では、オフサイト PPA の契約単価は通常の電気料金よりも高くなるケースが一般的で

ある。CO2 削減効果はあるが、「コストが増えることを社内や株主に理解してもらうのは簡単ではない」

（堀氏）。2021 年に契約した最初のオフサイト PPA は環境省の補助金を受けてコストの上昇を抑えた。 
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 もう 1 つの課題は、契約を締結するまでに手間と時間がかかることである。日本ではコーポレート PPA

の実例が少ないため、事業者側も経験がなく、契約内容を確定させるまでにさまざまな調整が必要にな

る。「特に発電事業者と小売電気事業者のあいだの役割分担やリスクの考え方などをすり合わせることが

むずかしかった」（契約を担当した第一生命保険の不動産部ファシリティマネジメント課の長島りか氏）。

今後さらに事例を増やしていけば、契約締結までの時間は短縮できる見込みだ。 

 

 第一生命保険が電力を使う拠点は大きく分けて 2 種類ある。1 つは事業に必要な営業用の物件、もう 1

つは投資用の物件である。RE100 の対象になるのは、営業用の物件で使用する電力全体と、投資用の物

件のうち共用部で使用する電力である。投資用の物件の中でテナントに提供する専有部の電力は、第一生

命保険が使用量をコントロールできないため、RE100 の対象から除外する。 

 

 RE100 の対象になる拠点のうち、投資用の物件の共用部の電力を先行して 2021 年度に自然エネルギ

ー100％に切り替えた。自然エネルギーの電力を利用できるようにして、物件の付加価値を高め、競争力

を確保することが狙いだ。合わせてテナントが使用する専有部の電力も可能な限り自然エネルギー100％

に切り替えていく。 

 

テナントの専有部でも自然エネルギー100％の電力を利用できるようになれば、さらに物件の付加価値

が高まり、テナントの入居意欲を維持・向上させることにつながる。第一生命のビルはグリーンだという

ブランドイメージがつけば、他のビルとの大きな差別化につながる。CO2 排出量の削減に向けて多くの企

業が自然エネルギーの電力を求めるようになり、不動産賃貸事業の収益拡大の点でも効果を期待できる

状況になってきた。 

 

 一方、第一生命グループの脱炭素化という視点では、自然エネルギーの電力を 100％利用して早期に

CO2 排出量を削減する計画である。グループ全体の事業活動で排出する CO2 を 2025 年度に 50％削減

（2019 年度比）、さらに 2040 年度に実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指す。2025 年度の目標は

自然エネルギーの電力を 100％利用することで達成できる 

 

電力の使用量は省エネ対策を進めることにより現在、減少傾向にある。新築の物件は CASBEE（建築

環境総合性能評価システム）などの環境認証を取得して、エネルギー使用量を削減する方向である。既築

の物件は LED 照明に切り替えるほか、冷暖房などに使用する熱源を高効率な機器に入れ替える対策を進

めるとともに、BELS（建築物省エネ性能表示制度）の認証の取得を進めている。 

 

 残る課題は、国内のエネルギー使用量の 2 割弱を占める熱源の脱炭素化である。化石燃料を利用する

熱から電力へ転換（電化）できれば、自然エネルギーの電力を利用して CO2 排出量をゼロに削減できる。

「ただし電化にはコストがかかる。特にガスを利用する熱源は停電時にも利用できるため、BCP（事業継

続計画）の観点から重要で、今のところ電化の予定はない」（堀氏）。とはいえ 2040 年度までにカーボン

ニュートラルを実現するためには、熱源の脱炭素化は欠かせない。長期のロードマップを 2022 年度中に

策定して、新しい技術も取り入れながら脱炭素化を加速させていく。 
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 並行して投資先の GHG（温室効果ガス）排出量も 2025 年に 25％削減（2020 年比）、2050 年にカーボ

ンニュートラルを実現する目標を掲げた（図 6）。第一生命グループ自身の削減目標と比べると緩やかだ

が、株式や社債を保有している投資先の企業にも削減目標の達成を求める。投資先との対話を通じて、脱

炭素化に向けた取り組みを投資先の企業にも促していく。CO2 排出量を合計すると、第一生命グループの

排出量の 40 倍以上にのぼる。それだけ気候変動の抑制効果は大きく、機関投資家として果たすべき役割

は重要だ。 

図 6．投資先の温室効果ガス排出量の削減目標 

CO2e：二酸化炭素換算 
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2.  期待する効果と今後の課題 

第一生命グループの最近の業績を見ると、大手の保険会社が置かれている状況がわかる。2016～2020

年度の 5 年間で、保険料などの収入が伸び悩む一方、資産運用の収益が大幅に伸びている。支出面では

保険金の支払額が増加して、利益は横ばいの状態だ（図 7）。 

図 7．第一生命グループの過去 5 年間の業績 

 

生命保険の市場が成熟して、新規参入事業者との競争も激しくなる中で、気候変動に関する取り組みが

重要さを増してきた。若者を中心に気候変動に対する危機感が高まり、購入する商品やサービスの選択に

おいて、企業の姿勢を問う傾向が今後ますます強まっていく。生命保険も例外ではない。さらに気候変動

が進んで死亡リスクが上昇すると、保険の支払額が増大する。 

 

 投融資の面でも、気候変動の影響を受けやすい事業のリスクが高まる。気候変動を促進する化石燃料に

依存する事業はもはや成長を見込めない。一方で気候変動を緩和する事業は成長が期待できることから、

投資対象の選別・移行が将来の収益に大きな影響を与える。 

 

第一生命グループは日本の金融機関の先陣を切って 2017 年度に、石炭火力発電事業と石炭採掘事業の

新規プロジェクトに対する投融資からの撤退を表明した。すでに投資残高はゼロになっている。さらに

2021 年度からガスと石油も含めて新規の火力発電事業に対する投融資を禁止した。 

 

一方で ESG（環境・社会・企業統治）をテーマとする投融資を急速に拡大している。2021 年 3 月末で

投融資額の累計は約 8000 億円にのぼる（図 8）。このうち気候変動の解決に資するソリューション投資

が 4 割の約 3200 億円を占める。自然エネルギーによる発電事業などが対象になる。投融資した自然エネ

ルギー発電事業は国内と海外で 50 件を超えて、発電規模は約 650 万 kW（キロワット）に達した。 
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図 8．ESG テーマ型投資の累計投資額（2021 年 3 月末時点） 

 

太陽光発電事業に加えて、成長が期待できる風力発電事業の投融資も増やしている。秋田県の洋上風力

発電事業に投資したほか、日本の風力発電ベンチャー企業であるチャレナジーに出資するとともに、同社

と共同して都市部でも設置できる小型の風力発電機の開発・普及を促進している。この風力発電機は高さ

５メートル程度で、出力は 1kW 未満とまだ小さいが、将来に向けた取り組みとしてプロジェクトを進め

ている（写真 2）。屋外の照明や監視カメラ、災害時の非常用電源などの用途を想定している。 

 

写真 2．都市部でも設置できる小型風力発電機（風況調査の様子） 

 

 第一生命グループは 2021 年 3 月に、国連が主導する機関投資家の国際イニシアティブ「ネットゼロ・

アセットオーナー・アライアンス」に日本から初めて加盟した。このアライアンスに加盟した機関投資家

は保有する資産に伴う温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロにすることを約束する。目標達成に

向けて 2025 年から 5 年ごとに排出削減の中間目標を設定する必要がある。 
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第一生命グループは最初の 5 年の中間目標として、保有する株式・債券・不動産に伴う排出量を 2024

年度までに 25％削減（2019 年度末比）する目標を掲げた。さらに保有資産の排出ゼロを目指して、投融

資先のうち排出量の上位 50 社を対象に、排出削減に向けた対話を実施して改善を求めていく。みずから

2023 年度までに RE100 を達成する実績をもとに、投融資先にも自然エネルギーの利用を提案する。 

 

 ESG をテーマにした投融資額は 2019 年度末の約 5500 億円から 2023 年度末までの 4 年間に 2 倍以上

に引き上げる計画だ。今後はすべての投融資案件に ESG の観点を組み込む方針で、気候変動リスクなど

をもとに投資を判断する。保有資産の排出ゼロを着実に進めることによって、国際的に信頼性の高い機関

投資家を目指す。資産運用の収益拡大は生命保険事業の競争力強化にもつながる。2050 年までのカーボ

ンニュートラルに向けて、生命保険事業と機関投資家の両面で気候変動の取り組みを加速させる（図 9）。 

 

図 9．第一生命グループの気候変動に関する取り組み 
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