
◼先進企業の自然エネルギー利用計画 （第１３回）

リコー

主力製品を自然エネルギーで組立生産 

脱炭素を推進すればビジネスを拡大できる 
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1.  自然エネルギーの利用方針と導入計画 

 

リコーは 2017 年 4 月に日本の企業で初めて、事業活動で使用する電力を自然エネルギー100％で調達

することを目指す国際イニシアティブの「RE100」に加盟した。取引先や顧客を含めてバリューチェーン

全体で排出する CO2（二酸化炭素）を 2050 年度までにゼロに削減することを宣言し、その目標を達成

するために自然エネルギーの電力を 100％利用する計画だ。 

 

 日本初の RE100 加盟企業として、国内と海外の両方で自然エネルギーの電力を増やしている。主力製

品の A3 複合機を組立生産する世界 5 カ所の拠点で使用する電力を、2019 年 4 月から自然エネルギー

100％に切り替えた。A3 複合機は A3 用紙に対応したコピー・プリンター・スキャナー・ファクスの機能

を備えたもので、リコーグループの売上高の 1 割以上を占める。 

 

リコーが全世界の事業活動で使用する電力量は 2018 年度に 5 億 5300 万 kWh だった。そのうち自然

エネルギーの比率は 9.4％である（電力会社の電源構成中の自然エネルギーを加えると 18％）。A3 複合

機の組立生産に使用する電力が自然エネルギー100％になれば、2019 年度の比率は 2 ポイント上昇する

見込みだ。2050 年度に 100％の目標を達成するために、2030 年度までに自然エネルギーの利用率を 30％

以上に引き上げる計画で、目標に向かって着実に対策が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1．リコーの概要 

 

リコーは CO2 排出量をゼロに削減するにあたって、未来の目標を設定してから直近の行動計画を策定

する「バックキャスティング」と呼ぶ手法を採用した。意欲的な数値目標を掲げる場合に、現状をベース

に行動計画を策定して積み上げても、目標に届かないことが多い。バックキャスティングでは最初に長期

目標を設定したうえで、逆算して中期目標を設定し、それをもとに短期の行動計画を策定・実行する手法

である。 

 

企業名  株式会社リコー

拠点数  グループ220社 （連結対象、2019年3月31日）

電力使用量  5億5300万キロワット時 （2018年度、グループ全体）

自然エネルギー
電力の利用率

 実績：9.4％ （2018年度）
 目標：30％以上（2030年度）、100％ （2050年度）

売上高
 2兆132億円 （2018年度、連結）
   日本：8057億円、米州：5674億円
   欧州・中東・アフリカ：4588億円、その他：1811億円

社員数  9万2663人 （連結対象、2019年3月31日）

主要事業
 オフィスプリンティング、オフィスサービス、商業印刷、
 産業印刷、サーマル、その他（車載用カメラなど）
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リコーは 2050 年度の長期目標から 2030 年度の中期目標、そして 3 年ごとの行動計画を策定している

（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．2050 年の長期目標をもとにバックキャスティングで中期目標と 3 年ごとの行動計画を策定 

“Three Ps Balance”：経済（Prosperity）、社会（People）、地球環境（Planet）のバランス 

 

2030 年度に達成する CO2 排出量の中期目標として、グループの事業活動で排出するスコープ 1（直接

排出）とスコープ 2（間接排出）を合わせて 2015 年度から 30％削減する（図 2）。さらに取引先や顧客

を含むスコープ 3 でも 15％削減する。その実現手段は、第 1 に徹底した省エネによるエネルギーの効率

化、第 2 が自然エネルギーの利用である。 

図 2．リコーグループの CO2 削減計画 
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 リコーグループの事業活動に伴う CO2 排出量（スコープ 1 と 2）のうち、6 割強を電力が占めている

（図 3）。そのほかに素材の乾燥工程などで使用するガスが 20％、車両などが使用する軽油・ガソリンが

15％だ。地域別に見ると国内が約 6 割、海外が約 4 割である。国内・海外ともに、スコープ 2 の対象に

なる電力の使用に伴う CO2 排出量を削減することが最大の課題になる。 

図 3．リコーグループの事業活動に伴う CO2 排出比率。エネルギー別（左）、地域・スコープ別（右） 

 

2018 年度にはグループ全体の電力使用量のうち 9.4％を自然エネルギーで調達した。地域別では欧州

（中近東・アフリカを含む）と中国で自然エネルギーの比率が高い（図 4）。欧州では 2019 年 11 月現在、

8 カ国にある合計 11 のグループ会社が自然エネルギーの電力を 100％使用している。イタリア、オース

トリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ルクセンブルグにある国別の販売会社で 100％を

達成済みだ。2019 年 10 月には英国の生産子会社も自然エネルギーの電力 100％に切り替えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．地域別の電力使用量と自然エネルギー（再エネ）の比率（2018 年度） 

電力会社の電源構成中の自然エネルギーは含まない。MWh：メガワット時（＝1000 キロワット時） 
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 中国では 2018 年 12 月に、上海にある生産拠点の屋上を事業者に貸し出す方式で、太陽光発電による

電力の自家消費を開始した（写真 1 の左）。発電容量は 600 キロワットの規模があり、年間に約 450 トン

の CO2 排出量を削減できる。さらに上海から西に 100 キロメートルほどの場所にある感熱紙などの生産

拠点において、リコーグループで初めてのメガソーラーが 2019 年 11 月に稼働した。発電容量は 2.8MW

（メガワット）で、この生産拠点で使用する電力の約 20％を供給できる。 

 

リコーのサステナビリティ推進本部で社会環境室長を務める阿部哲嗣氏は「中国では電力を購入する

よりも、太陽光発電の自家消費のほうがコストは低くなった。CO2 排出量の削減と同時に経済的なメリ

ットも得られる」と効果を語る。 

写真 1．海外の生産拠点における自然エネルギー電力の導入事例 

中国の Shanghai Ricoh Digital Equipment（左）、フランスの Ricoh Industrie France（右） 

 

 このほかにシンガポールにあるアジア・パシフィック地域の統括会社では RE100 の加盟をきっかけに、

自然エネルギーの電力に切り替え始めた。3 段階で契約を拡大して、2019 年 6 月に 100％を達成した。

リコーは世界各国で自然エネルギーを効率よく増やせるように、国ごとに最適な調達方法を見極めなが

ら導入することを基本方針にしている。 

図 5．リコーグループの全世界の拠点 
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フランスの生産拠点（Ricoh Industrie France、前ページ写真 1 の右）では 2018 年 4 月から、製品を回

収して再生する一部の建屋で自然エネルギーの電力を 100％利用している。この拠点では自然エネルギ

ー由来の証書を購入する方法を採用した。 

 

 先行したフランスの取り組みを参考に、A3 複合機を組立生産する世界 5 カ所の拠点でも自然エネルギ

ーの電力を 100％使用する体制に切り替えた（図 6）。5 つの拠点の電力使用量を合計すると年間 3700 万

kWh（キロワット時）にのぼる。各拠点ではフランスと同様に自然エネルギー由来の証書を購入する方法

を採用した。上海では太陽光発電の自家消費で不足する分の電力を証書で補う。 

図 6．自然エネルギーの電力を 100％使用する A3 複合機の組立生産拠点 

 

世界各国で使用する電力を短期間で自然エネルギー100％に切り替えるためには、証書の購入が最適で

あると判断した。「国内と海外にある複数の拠点の電力契約を変更するには相当な時間がかかる。証書を

購入する方法は、電力の契約を変更するよりもスピーディに対応できる利点がある」（阿部氏）。 

 

中国とタイの拠点では「I-REC（International Renewable Energy Certificate）」を購入している。I-REC

はアジア・南米・中東・アフリカなど 25 カ国・地域で使われている自然エネルギー由来の証書である。

自然エネルギーで発電した電力の環境価値（CO2 を排出しないなどの効果）を国・地域ごとに取り引き

できる。証書の価格は通常の場合で電力 1kWh あたり 0.1～0.2 円程度と安い。 
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日本の 2 カ所の拠点では「J-クレジット（再エネ発電由来）」を購入する。自然エネルギーの発電設備

による自家消費の環境価値を証書にしたもので、RE100 でも自然エネルギーの電力として認められる。

主に住宅で太陽光発電の電力を自家消費することによって生まれる環境価値を購入できる。 

 

J-クレジット（再エネ発電由来）は現在のところ電力 1kWh あたり 1 円弱で取り引きされている。海外

の証書と比べると割高だが、日本国内で自然エネルギーの電力を調達する方法の中では相対的にコスト

が低い。リコーのように大量の電力を使用する企業においては、可能な限り調達コストを低く抑えること

も、自然エネルギーの電力を増やしていくうえで重要だ。 

 

 リコーが A3 複合機の組立生産拠点で使用する電力を自然エネルギー100％に切り替えたのには理由が

ある。欧州の大口顧客から、数十億円にのぼる複合機を競争入札する案件が入ってきた。この入札では、

メーカーの ESG（環境・社会・ガバナンス）に対する取り組みが評価の対象に加えられていた。「顧客か

らは生産拠点を見せてほしいという要求も受けた。ESG に積極的に取り組まないと、重要な顧客を失う

可能性があることを実感した」（阿部氏）。 

 

 新設の生産拠点では、最初から自然エネルギーの電力を 100％利用して CO2 排出量を削減する方針だ。

中国で今後開設する A3 複合機を含むオフィスプリンティング機器の生産拠点には、屋上の全面に太陽光

パネルを設置するほか、置換換気・空調システムや自然採光・自然換気など最先端の省エネ技術を採用す

る。そのうえで購入する電力の全量を自然エネルギー由来の証書でカバーする計画である。 

 

自然エネルギーの利用と省エネルギーの推進に関しては、静岡県の富士山のふもとにある「リコー環境

事業開発センター」の取り組みが先進的だ（写真 2）。このセンターは A3 複合機の使用済み機器などの

再生の役割も担っている。自然エネルギーの電力を 100％使用するほか、施設内の空調に地元の間伐材を

利用した木質バイオマスの熱を使って CO2 排出量を削減している。 

写真 2．「リコー環境事業開発センター」の全景（静岡県御殿場市） 
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環境事業開発センターは生産拠点であるのと同時に、環境分野の新規事業を展開するために、さまざま

なエネルギー関連設備を導入して効果を実証する拠点でもある。木質バイオマスの熱を利用するほかに、

建物内の配管を流れる水を利用して小水力（マイクロ水力）発電も実証中だ（写真 3）。 

 

写真 3．環境事業開発センターの木質バイオマスボイラー（左）とマイクロ水力発電システム（右） 

 

省エネに関しては、電力使用量の多くを占める照明と空調を対象に、各種のセンサーで集めたデータを

もとに最適に制御するシステムを構築した。ここで実証した結果をもとに、改良を加えた製品・システム

を顧客に販売する戦略である。自社の拠点で CO2 排出量の削減に取り組みながら、新規事業につなげて

いく。 

 

リコーグループで国内の販売事業を担当するのはリコージャパンである。販売拠点として各都道府県

に支社を展開している。支社の中には建物が古くてエネルギーの利用効率が良くないところも出始めた。

新しい社屋を建設する場合には、エネルギーの使用量を実質的にゼロに削減する ZEB（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の仕様に合わせる方針だ（写真 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4． Nearly ZEB で建設したリコージャパン岐阜支社（岐阜市） 
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ZEB は標準的な建物と比べてエネルギー消費量を 50％以上削減したうえで、自然エネルギーによるエ

ネルギーを作り出して、実質的なエネルギーの使用量をゼロに削減する。省エネと創エネの合計で 100％

以上の削減率になると「ZEB」、75％以上の場合には「Nearly ZEB」、50％以上の場合には「ZEB Ready」

と呼ぶ。 

 

リコージャパンはグループで初めての Nearly ZEB として、岐阜支社の新社屋を 2019 年 3 月に完成さ

せた。このビルにはリコー環境事業開発センターで実証した照明・空調制御システムを導入して省エネを

実施する。そのほかにも太陽光発電・蓄電システムと電気自動車のあいだで電力を融通することが可能だ

（図 7）。災害時の電力供給にも生かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7．リコージャパンの岐阜支社に導入した各種のシステム 

 

ビルの施工は建設会社に委託するが、内部の設備はリコーグループが供給する。営業拠点であるリコー

ジャパンの支社が Nearly ZEB を実現すれば、グループの省エネ・創エネ・蓄エネの技術を顧客に提案す

るショールームとして利用できる。第 1 号の岐阜支社に続いて、熊本支社の新社屋を Nearly ZEB、和歌

山支社の新社屋を ZEB Ready で建設する計画が決まっている。 
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2.  期待する効果と今後の課題 

 

リコーグループの最近の売上高の推移を見ると、過去 3 年間は横ばいの状態にある（図 8）。複合機を

中心に売上高の半分以上を占めるオフィスプリンティング分野の伸び悩みが主な要因だ。ペーパーレス

化による需要の減少は今後も続く見通しで、他の分野の事業を拡大することが重要な経営課題になって

いる。 

図 8．リコーグループの売上高の推移（左）、製品分野別の売上高（右） 

 

そうした状況の中で、環境・エネルギー分野の事業に期待をかける。複合機などの開発・生産・保守で

培った IT（情報技術）やエレクトロニクス技術を生かしながら、企業向けに各種のシステムを開発して

販売する戦略だ（図 9）。リコー環境事業開発センターやリコージャパン岐阜支社で実証した導入効果を

もとに、企業の脱炭素化を支援する製品・サービスを提案していく。 

図 9．環境・エネルギー分野の市場規模とリコーグループの事業展開 

O＆M：運転・保守、EV：電気自動車、FY20：2020 年度 



 

10 

 

リコーグループの環境・エネルギー戦略を担当するサステナビリディ推進本部では、2018 年度の 1 年

間に国内の有力企業 30 社以上からヒアリングの依頼を受けた。リコーは日本で初めて RE100 に加盟し

たほか、科学的な根拠に基づいて CO2 削減目標を設定する SBT（Science Based Targets）の認定をいち

早く取得し、気候変動の影響を財務的に分析して開示する TCFD（Task force on Climate-related Financial 

Disclosures）にも賛同して取り組みを進めている。 

 

 先進的に脱炭素を推進するリコーに数多くの企業がアドバイスを求めてくる。そうした依頼を受けて、

サステナビリティ推進本部の幹部とリコージャパンの営業担当者が一緒に顧客の話を聞いて、各企業に

ソリューションを提案する。リコージャパンは複合機などの保守のために全国 400 カ所以上にサービス

拠点を展開している。「技術に詳しいサービスエンジニアが全国のどの地域でも、太陽光発電システムや

EV（電気自動車）充電設備の保守サービスまで提供できる」（阿部氏）。 

 

 同様の取り組みはリコーグループの取引先にも拡大中だ。グループ全体のCO2排出量の内訳を見ると、

部品や素材などの調達に伴う排出量が 25％を占めて最も多い（図 10）。バリューチェーン全体で 2050 年

度に CO2 排出量ゼロを目指すリコーにとって、サプライヤーにも脱炭素を進めてもらわないと、目標の

達成はむずかしくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10．リコーグループの CO2 排出量の内訳 

 

2018 年から希望するサプライヤーに対して、CO2 排出量の削減活動の支援を開始した。自社の実績を

もとにエネルギー使用量の削減方法や生産工程の効率化を提案するほか、購買部門が蓄積した電力契約

のノウハウも伝授する。「サプライヤーの中には、電力契約を見直す専門の担当者がいないケースもある。

CO2 排出係数とコストダウンを考慮した調達ノウハウを提供することで、排出量とコストの両方を削減

できる契約に切り替えることが可能になる」（阿部氏）。 
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リコーが先頭に立って CO2 排出量の削減に取り組むことにより、新たな顧客を増やし、サプライヤー

との関係を強化できる。主力製品の A3 複合機の組立生産に自然エネルギーの電力を 100％使用すること

を決めたのも、製品の環境価値を高めることが顧客の獲得につながるからだ。「現状では自然エネルギー

の電力を購入するとコストが増えるが、販売促進費とみなせば十分な投資効果がある」（阿部氏）。 

 

 今後もコストと効果を見ながら、自然エネルギーの利用率を高めていく。現在のところ証書を購入する

方法を採用しているが、大量の電力を使用する企業にとってコストの負担は小さくない。とはいえ、工場

などでは太陽光発電の自家消費を増やせるものの、営業拠点は自社で所有している建物が少ないために

発電設備を導入することはむずかしい。 

 

 「日本国内で自然エネルギー100％を達成する明確な道筋は現時点で見いだせていない。当社に限らず

国全体で自然エネルギーを十分に利用できる状況に変えていかないと、脱炭素に向かう世界の流れから

日本だけ取り残されてしまう」（阿部氏）。当面は証書を購入する方法もとるが、あくまでも補完的な手段

と位置づけている。今後は小売電気事業者から自然エネルギー100％の電力を購入して比率を高めていく

方針だ。電力や証書を選択する時には、RE100 の要件を基準にしている。 

 

 CO2 排出量をゼロに削減するうえで、ほかにも課題が残っている。工場で使用する熱エネルギーだ。

リコーグループ製品には印刷用の感熱紙など、乾燥の工程を伴うものが多くある。ガスボイラーなどで熱

を供給して乾燥させる必要があり、大量の CO2 を排出してしまう。グループ全体の CO2 排出量のうち

20％をガスが占める。当面は生産工程を改善しながら、熱の使用量を減らすことに注力する。「熱の利用

に伴う CO2 排出量をゼロに削減するためには、電化などが必要になり、イノベーション（技術革新）が

求められる」（阿部氏）。この点は大量の熱を使用する製造業に共通する課題である。 

 

 

 

＊本レポートの内容はヒアリング実施日（下記）の時点の情報に加えて、2019 年 11 月 18 日にリコーが発表

した情報を含んでいます。 

＊図と写真はリコーの提供によるものです（表 1 を除く）。 

 

ヒアリング実施日：2019 年 9 月 4 日 

レポート作成者：石田雅也（自然エネルギー財団 シニアマネージャー） 

 

 

 

 

 

©自然エネルギー財団 Renewable Energy Institute 2019 


