
 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 先進企業の自然エネルギー利用計画 （第２０回） 

ヒューリック 

２０２５年までに自然エネルギー１００％へ 

非ＦＩＴ太陽光発電所を自社で開発・利用 
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1.  自然エネルギーの利用方針と導入計画 

 

首都圏を中心にオフィスビルを開発・運営するヒューリックは国際イニシアティブの「RE100」に加盟

して、グループ全体で使用する電力を 2025 年までに自然エネルギー100％に転換する計画を進めている。

年間に約 6000 万 kWh（キロワット時）にのぼる電力を 5 年以内に自然エネルギー100％に切り替える意

欲的な取り組みだ。しかも新しい太陽光発電設備を自社で開発して利用する。実現すれば日本の RE100

加盟企業では初めての事例になる。 

 

発電設備を新設する場合に、固定価格買取制度（FIT）を適用すると、発電した電力は自然エネルギー

とみなされない。ヒューリックは FIT の補助を受けない“非 FIT”の太陽光発電設備を拡大していく方針

だ。そこから生み出される電力と環境価値（CO2を排出しないなどの効果）をグループの事業拠点で活用

して、自然エネルギー100％の達成と CO2排出量の大幅な削減を目指す（図 1）。 

 

図 1．2050 年 CO2排出量ゼロを実現するロードマップ 

2025 年と 2050 年の電気使用量はテナントを含む保有ビル全体の予測値 

FIT：固定価格買取制度、GWh：ギガワット時（＝100 万キロワット時）、HLC：ヒューリック株式会社 

 

日本の企業で RE100 に加盟した企業は 50 社を超えたが、その中ではヒューリックを含む 3 社が最も

早い 2025 年を目標達成年に掲げている。ヒューリックが 2025 年に自然エネルギー100％の目標を設定

した理由は、「グループ全体で使用する電力量をもとに、非FIT太陽光発電所の開発計画を検討した結果、

2025 年に達成できる見通しが立ったからである」（エネルギー調達を担当するヒューリックプロパティ

ソリューションの浦谷健史取締役副社長）。 
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表 1．ヒューリックの概要 

 

 さまざまな自然エネルギーの電力調達方法がある中で、非 FIT 太陽光発電所を自社で開発する方法を

選んだ理由はいくつかある。第 1 に、太陽光の発電コストが低下したことにより、FIT を適用しなくて

も、従来の電気料金と同程度のコストで電力を調達できるようになった。第 2 に、気候変動を抑制する

ためには、新しく建設した発電所の電力を利用する「追加性（additionality）」が重要と判断した。第３に、

長期に固定価格で電力を調達できるため、卸電力の市場価格の変動の影響を受けることが少ない。経済性

と持続可能性の両面でメリットがある。 

 

 非 FIT 太陽光発電所を開発するにあたって、ヒューリックは発電事業者のアドバンス（本社：東京都

千代田区）をパートナーに選んだ。「アドバンスは年間に 50MW（メガワット）程度の設備容量の太陽光

発電所を開発する能力があり、そのうちヒューリックに 10MW 以上を提供できる見通しが立っている。

2025 年までにグループ全体で使用する電力量に必要な 53MW の非 FIT 太陽光発電所を確保できる」（浦

谷氏）。 

 

ヒューリックはアドバンスが開発した太陽光発電所を取得して、管理・運用する。発電した電力は小売

電気事業者のヒューリックプロパティソリューションが購入したうえで、ヒューリック本体を含むグル

ープ各社に販売するスキームである。海外では企業が発電事業者と長期の契約を結んで自然エネルギー

の電力を調達する「コーポレート PPA（電力購入契約）」が活発になっているが、ヒューリックはコーポ

レート PPA を自社グループで完結するモデルを構築した。 

 

 現在のところ日本国内でFITの適用を受けずに大規模な太陽光発電所を建設する事例は極めて少ない。

ヒューリックが非 FIT の太陽光発電所に注力する理由は、FIT を適用しなくてもグループ全体で収益を

見込めるからである。FIT を適用すると自然エネルギーによる環境価値（CO2を排出しないなどの効果）

は国の所有になる。非 FIT であればグループ内で環境価値を保有できて、CO2 削減に生かせるメリット

がある。FIT のように買取費用を国民が負担する必要もない。 

企業名  ヒューリック株式会社

グループ会社  連結子会社15社 （2020年12月末）

電力使用量  約6000万キロワット時 （2019年）

自然エネルギー
電力の利用率

 実績：約10％ （2021年4月時点）
 目標：100％ （2025年）

売上高  3396億円 （2020年12月期、連結）

社員数  184人 （2020年12月末、単体）

主要事業  不動産の所有・賃貸・売買・仲介業務

＊会計年度は1月～12月
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ヒューリックは太陽光で発電した電力を小売電気事業者のヒューリックプロパティソリューションに

1kWh あたり約 13 円で供給する（図 2）。この価格は FIT の 2020 年度の太陽光発電の入札上限額（出力

1MW 以上は 11.5 円または 12 円）を上回っている。「FIT を適用しなくても、投資に見合う最低限の利

回りを得ることができる」（浦谷氏）。 

図 2．自社で開発した発電所の電力をグループ内で調達・供給するスキーム 

FIT：固定価格買取制度、HLC：ヒューリック株式会社 

 

 一方でヒューリックプロパティソリューションは需要家であるヒューリックに対して 1kWh 約 20 円

で電力を販売する。「約 13 円で調達した電力に対して、送配電事業者に支払う託送料金（高圧の場合で

約 4 円/kWh）や、太陽光が発電しない夜間の電力を調達するコストを加えても、小売電気事業者として

採算をとれる状態になっている」（同）。今後さらに太陽光発電のコストが低下していけば、ヒューリック

グループ全体で見た収益性はさらに高まる。 

 

 ヒューリックはグループ会社のオフィスを含めて自社で保有するビルに入居している。現在は合計で

33 棟あるが、いずれも中規模のビルである。使用する電力は高圧（2000 キロワット未満）で、電気料金

は 1kWh あたり 20 円程度。ヒューリックプロパティソリューションが販売する電力の価格も同じ水準に

設定している。自己完結型のコーポレート PPA によって、グループ全体でコストを増やさずに自然エネ

ルギーの電力を 100％利用できる。 

 

特別高圧（2000 キロワット以上）の電力を使う大規模なビルや工場の場合には、電気料金が 15 円前後

になるため、このスキームは適用できない。保有するビルの規模がさほど大きくないことが自己完結型の

コーポレート PPA を可能にした。 

 

自己完結型のコーポレート PPA の対象になる非 FIT 太陽光発電所の第 1 号が、2020 年 10 月に埼玉県

の加須市で運転を開始した（次ページの写真 1）。発電規模は 1.3MW（メガワット）で、年間の発電量は

約 150 万 kWh を見込んでいる。発電した電力は「ヒューリック本社ビル」（東京都中央区）が年間に使

用する電力量とほぼ同等であるため、本社ビルの電力を自然エネルギー100％に切り替えることができた。 
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写真 1．ヒューリックが開発した非 FIT 太陽光発電所の第 1 号（埼玉県加須市） 

 

すでに第 2 号の非 FIT 太陽光発電所を千葉県の千葉市で運転開始したほか、福島県の 2 カ所で建設中

である。いずれも発電規模は第 1 号と同様の 1MW 強である。2021 年末までに合計 10 カ所以上の非 FIT

太陽光発電所が運転を開始する予定で、2022 年以降も同様のペースで拡大していく計画だ。 

 

太陽光発電所の建設用地は 3つの条件で選定する。1 つ目は地域の気象条件、2 つ目は災害対策リスク、

3 つ目は地域の住民や自治体の同意を得られることである。ヒューリックグループが入居するビルの大半

は東京電力の管内にあるが、本州全域を対象に候補地を調査して、3 つの条件を満たす場所だけを対象に

太陽光発電所を建設する。 

 

 ヒューリックが率先して自然エネルギーの電力 100％を目指すのは、不動産の大手 3 社（三井不動産、

三菱地所、住友不動産）と違う特色を打ち出すためである。東京都心の中規模のビルの開発・保有に注力

する理由もそこにある。「今後は多くの企業が気候変動に取り組むようになる。ビルに入居するテナント

に対して自然エネルギーの電力を提供できることは、大手と競争するうえで重要になってくる」（浦谷氏）。 

 

 不動産業界では、同じく RE100 に加盟する東急不動産が、全国に保有する施設の電力を 2025 年まで

に自然エネルギー100％へ切り替える計画を進めている。しかもテナントに対して従来と同じ価格で電力

を供給する方針である。ヒューリックと違う点は、東急不動産は自社で開発した自然エネルギーの発電所

の電力を FIT で売電して、その発電所の環境価値を非化石証書（トラッキング付き）で購入して電力と

組み合わせて提供する。同じ目標に向けて違うアプローチをとっている。 
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 ヒューリックも東急不動産のように、テナントに対して従来と同様の電気料金で提供するかどうかは

未定だ。「我々も同じくらいの価格で販売することは可能だが、小売電気事業者として収益も伸ばしたい。

テナント向けの電気料金をどのくらいに設定するかは今後の検討課題である」（浦谷氏）。 

 

 自然エネルギーの電力 100％を目指すうえで、ヒューリックは 2 つの要件を重視している。1 つは新規

に発電所を開発することによる追加性、もう 1 つは電力を安定的に供給できる強靭性である。追加性の

ある自然エネルギーの電力を開発・利用することにより、既設の火力発電所や原子力発電所の電力を代替

する効果がある。CO2や放射性廃棄物の排出量を削減して、環境負荷を軽減できる。強靭性の観点では、

太陽光発電に加えて小水力発電の開発にも着手した。 

 

 群馬県北部の利根郡で出力 199kW（キロワット）の小水力発電所を 2021 年 9 月に運転開始する予定

である。太陽光発電と同様に発電事業者のアドバンスと共同で開発する。ただし小水力は太陽光と比べて

発電コストが高いため、最初の 20 年間は FIT で売電する。FIT の買取期間が終了した後にヒューリック

グループで使用する。同様の小水力発電所は新潟県と滋賀県でも開発する予定で、「今後もできるだけ増

やしていきたい」（浦谷氏）。 

 

 ヒューリックは2025年までにグループで使用

する電力を自然エネルギー100％に切り替えた

後に、保有するすべてのビルの電力を 2050 年ま

でに自然エネルギー100％で供給して、グループ

全体の CO2 排出量をゼロに削減する。その時に

FIT の買取期間を終了した小水力発電所の電力

も利用できる。2050 年の時点で保有するビル全

体の電力使用量を 3億 7000万 kWhと想定して、

全量を自社で開発した自然エネルギーの電力で

供給する方針だ。自然エネルギーによる発電量

を 2025 年の約 6 倍に拡大する必要がある。 

 

第 1 号の非 FIT 太陽光発電所の電力を利用す

るヒューリック本社ビルは 2012 年に完成した

（写真 2）。地上 10 階・地下 1 階のビルに各種の

省エネ技術を導入して、1 次エネルギーの使用量

を標準的なビルと比べて約 50％削減している。

残る約 50％に太陽光発電の電力を使って、正味

のエネルギー使用量をゼロにする「ZEB（ネット

ゼロ・エネルギー・ビル）」をオフサイトで実現

した。                       写真 2．ヒューリック本社ビル（東京都中央区） 
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 ヒューリックが本社ビルなどに導入した省エネ技術の 1つに、米国のマサチューセッツ工科大学（MIT）

と共同で開発した自然採光システムがある。窓の上部に特殊な形状のルーバーを設置して、常に一定量の

太陽光を室内の天井面に取り込むことができる（図 3）。室内を自然光で照らすことにより、照明に必要

な電力使用量を削減する効果がある。 

図 3．自然採光システムの仕組みと効果 

 

 このほかに MIT と共同開発した自然換気システムが省エネ効果を高めている。ビルの屋上にソーラー

チムニーを設けて、太陽光で高温になった空気を上昇させて換気する仕組みである（図 4）。春や秋には

自然換気だけで空調が可能になり、電力使用量を削減できる。自然採光と自然換気組み合わせると、ビル

全体の電力使用量を年間で約 2 割も削減する効果がある。電力使用量が少なくなれば、自然エネルギー

100％で調達する目標を達成しやすくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．自然換気システムの仕組みと効果 
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 東京都内で新たな省エネの取り組みも開始した。都心部の近くを流れる隅田川に面した地上 9 階

建ての「ヒューリック両国リバーセンター」では、河川の水を利用した空調システムが稼働している

（図 5）。河川の水の温度はビルの外気と比べると、夏は低く、冬は高い。この温度差を利用して、

ヒートポンプ（熱交換による空調機）で冷風や温風を作り出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．河川の水を利用した空調の仕組み（上）、導入した建物（下、東京都墨田区） 

 

 この空調システムの冷却能力は 368kW（キロワット）、加熱能力は 392kW である。昼間はビル内

にある都と区の施設に、夜間はヒューリックが運営するホテルの空調に利用することで、ビル全体の

年間のエネルギー消費量を約 12％削減できる。このビルで使用する電力も 2025 年までに自然エネ

ルギー100％に切り替える。 
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2.  期待する効果と今後の課題 

 

ヒューリックは富士銀行（現・みずほ銀行）の店舗管理業務を担う会社として、1957 年（昭和 32 年）

に東京都中央区の日本橋で創業した。1960 年から全国各地でビルの開発に乗り出し、2010 年代に入ると

ホテルやリゾート施設、高齢者向けの住宅へ事業を拡大してきた。最近 6 年間の業績を見ると、売上高

も利益も約 2 倍に増えている（図 6）。さらに 2030 年に向けて利益を倍増させる長期計画を推進中だ。 

 

図 6．ヒューリックの直近 6 年間の業績（上）、2029 年までの経常利益の目標（下） 
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2020 年から 2029 年までの経営計画の中で、人口減少や少子高齢化、自然災害リスクやテクノロジー

の進展などとともに、温暖化現象への対応（自然エネルギーへの切り替え）を主要な課題に挙げている。

保有する不動産の立地を優位に保つために賃貸物件のポートフォリオを再構築する一方（図 7）、省エネ

対策や自然エネルギーの導入などを通じてビルの環境性能を高めることで価値を向上させる戦略である。

他社が保有する物件と比べて高い競争力を発揮できれば収益の拡大につながる。 

 

図 7．東京都の中心部に展開する不動産開発の重点エリア 

 

 政府が 2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの方針を掲げた

ことにより、国全体で脱炭素の取り組みが活発になっていくことは確実である。カーボンプライシング

（炭素の価格づけ）の導入に向けた検討も具体的に進み始め、CO2 排出に伴う企業のコスト負担が増加

する可能性が高まってきた。 

 

カーボンプライシングが導入されると、ビルで使用するエネルギーの CO2 排出量によって、所有者で

あるヒューリックとテナントの企業の収益にも影響を与える。先進的な省エネ対策と自然エネルギーの

利用拡大によって、CO2 排出に伴うリスクを事前に抑制しながら、新たな顧客や事業を開拓する機会を

創出していく。 

 

 ヒューリックは保有するすべてのビルの電力を 2050 年までに自然エネルギー100％に切り替え、テナ

ントの脱炭素の取り組みを支援する計画である。年間の電力使用量は 3億 7000万 kWhを想定している。

自然エネルギーの電力調達量は 2025 年の 6 倍以上にのぼる見込みである。「太陽光発電を中心に自社の

設備を拡大しながら、30 年ごとに太陽光パネルや架台を更新して、2050 年以降も自然エネルギーの電力

を継続して利用できるようにする。その前提で 30 年間の収支計画を立てて開発している」（浦谷氏）。 
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ヒューリックは ESG（環境・社会・ガバナンス）を重視した事業運営と価値創造を推進する目的で、

100 億円の無担保社債「サステナビリティ・リンク・ボンド」を 2020 年 10 月に発行した。この社債は

サステナビリティ（持続可能性）に関する計画を達成できたかどうかで利率が変動する。日本で発行した

のはヒューリックが初めてである。 

 

達成すべき計画の 1 つは 2025 年までに自然エネルギーの電力利用率 100％を実現すること、もう 1 つ

は東京都中央区に建設中の日本初の12階建て耐火木造商業ビルを2025年までに竣工させることである。

社債の発行から 6 年間は毎年の利率が 0.44％だが、2 つの条件をクリアできない場合には利率が 0.10％

上昇することになっている。自然エネルギー100％の状態は、社債を払い戻す償還期限の 2030 年 10 月ま

で必ず継続しなくてはならない。 

 

建設中の耐火木造ビルは、建築材として耐火木材の CLT（Cross Laminated Timber）と鉄骨を組み合

わせたハイブリッド構造が特徴だ（図 8）。CLT は板の繊維が直交するように接着した建築材で、耐熱性

と耐震性に優れている。木材の利用が活発な欧州では、1990 年代から高層ビルの建築にも使われてきた。

木材の利用量を増やすことによって、森林資源を循環させて森林の保全に役立ち、CO2 排出量の削減に

つながる。このビルでも当然ながら自然エネルギーの電力を 100％使うことになる。 

図 8．耐火木造建築を採用した地上 12 階建てのビル（東京都中央区） 
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