◼ 先進企業の自然エネルギー利用計画 （第１５回）

積水ハウス
２０４０年までに自然エネルギー１００％
ゼロエネルギー住宅の余剰電力を購入

1. 自然エネルギーの利用方針と導入計画
積水ハウスは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
チブ「RE100」に、日本の企業として 2 番目に加盟した。2040 年までに自然エネルギー100％を達成する
ことが目標だ。対象になる拠点は、住宅などの施工現場を含めると約 5 万カ所にのぼる。そのうちオフ
ィスや工場などの事業所は約 1500 カ所で、ほとんどが日本国内にある。
企業名

積水ハウス株式会社

拠点数

約5万カ所 （施工現場を含む）
うち事業所は約1500カ所 （オフィス、工場など）

電力使用量
自然エネルギー
電力の利用率

1億1255万キロワット時 （2018年度、グループ全体）
実績：16％ （2018年度）
目標：50％ （2030年）、100％ （2040年）

売上高

2兆1603億円 （2018年度、連結）

社員数

2万4775人 （連結対象、2019年1月31日）

主要事業

戸建住宅・賃貸住宅、リフォーム・不動産フィー
分譲住宅・マンション・都市再開発、国際ビジネス

＊積水ハウスの会計年度は2月～翌年1月

表 1．積水ハウスの概要
グループ全体で年間に 1 億 kWh（キロワット時）を超える電力を自然エネルギーで調達するために、
住宅に設置した太陽光発電の余剰電力を購入する方法を選んだ。住宅用の太陽光発電の買取制度が始ま
ったのは 2009 年 11 月で、買取期間は 10 年である。その買取期間を終了する太陽光発電設備が 2019 年
11 月から大量に出始めた。積水ハウスは自社で販売した住宅を対象に太陽光発電の余剰電力を買い取る。
積水ハウスが環境配慮住宅の「グリーンファースト」の販売を開始したのも 2009 年である。屋根に太
陽光パネルを設置して、電力の自家消費を推進した。さらに 2013 年には太陽光発電による自然エネルギ
ーの創出と各種の省エネ技術を組み合わせて、エネルギー消費量を実質ゼロに削減するゼロエネルギー
住宅（ZEH）の販売を開始した（図 1）
。2018 年度までに 4 万棟以上の ZEH を建設して、販売棟数では
業界のトップを走る。太陽光発電設備を搭載した住宅全体では 11 万棟を超えている。

図 1．積水ハウスの環境戦略ロードマップ
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写真 1．太陽光パネルを搭載したゼロエネルギー住宅のモデルハウス
住宅用の太陽光発電を対象にした余剰電力の買取制度は、2012 年 7 月から固定価格買取制度（FIT）
に移行した。買取期間を終了した発電設備は“卒 FIT”と呼ばれる。FIT で買い取る電力のコストはすべて
の電力購入者が支払う賦課金によってまかなわれている。このため買い取った電力は火力発電や原子力
発電を含めた全国平均の電力として扱うルールになっている。自然エネルギーとみなすことはできず、
CO2（二酸化炭素）の排出量も全国平均値を適用する。
卒 FIT になれば賦課金の対象からはずれて、CO2 を排出しない自然エネルギーの電力として認められ
る。企業が RE100 を達成する手段として利用できる。積水ハウスが 2018 年度までに販売した太陽光発
電設備は住宅用と事業用を合わせると 70 万 kW（キロワット）以上に達する。年間の総発電量は 7 億 kWh
（キロワット時）を超えて、積水ハウスグループの電力使用量（1.13 億 kWh）を大きく上回る。
積水ハウスは自社で販売した住宅から卒 FIT の電力を 1kWh あたり 11 円で買い取り、グループ会社
のオフィスや工場、展示場などで利用する計画だ（次ページの図 2）。卒 FIT の電力は各地域の電力会社
（旧・一般電気事業者）が買い取るケースが多く、通常の買取価格は 7 円～9 円である。それよりも高い
価格で買い取れば、契約変更を促進できるうえに、積水ハウスの住宅を購入した顧客の売電収入を他社が
買い取る場合よりも増やすことができる。

2

図 2．積水ハウスが販売した住宅から太陽光発電の余剰電力を買い取る仕組み
（総年間発電量には事業用の太陽光発電を含む）
GWh：ギガワット時（＝100 万キロワット時）
これまでに販売した 70 万 kW 以上の太陽光発電設備のうち、12～13 万 kW を対象に卒 FIT の電力を
買い取ることができれば、積水ハウスグループが年間に使用する電力を自然エネルギー100％に転換でき
る見込みだ。
「今のところ買取は順調に進んでいて、卒 FIT になった住宅のうち約 4 割と契約を結んだ。
まだ卒 FIT に気づいていない顧客も多くいると思うので、さらに買取量を増やせるだろう」
（積水ハウス
常務執行役員環境推進部長の石田建一氏）
。現在の見通しでは、2030 年の時点で 100％近くに達する。
卒 FIT の電力を高い価格で買い取ると、オフィスや工場で使用する電力のコストが増えてしまうので
はないか。ところが積水ハウスは従来の電気料金と同じ価格で利用できるようにした。電力の買取と供給
を東日本の 3 地域は東京電力エナジーパートナーに、西日本の 6 地域（事業所がない沖縄県を除く）は
大阪ガスに委託した。両社は積水ハウスグループの各事業所が契約していた電気料金と同額で卒 FIT の
電力を供給する（図 3）
。たとえ利幅が小さくても、複数の地域を対象に積水ハウスグループと長期の販
売契約を結ぶことで、販売量を拡大できるメリットがある。

図 3．積水ハウスグループのオフィスや工場で使用する電力の供給イメージ
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積水ハウスが自然エネルギー100％を達成するうえで、重要な課題が残っている。賃貸契約で入居して
いるオフィスの電力である。ビル全体を借りている場合には、オーナーと交渉して自然エネルギーの電力
に切り替えてもらうことも可能だが、ビルの一部だけを賃借しているケースでは、電力の契約を切り替え
ることは極めてむずかしい。
「当面は自然エネルギー由来の証書を購入する方法しかない。ただしグリーン電力証書は価格が高い。
非化石証書は電力と一緒でなければ購入できない。海外のように証書がもっと安くて使いやすいものに
ならないと、100％の目標を達成することはむずかしいと思う。RE100 ではトラッキング情報（発電設備
に関する属性情報）の付いた非化石証書でなければ認めないので、国がトラッキングシステムを早く整備
するように望みたい」
（石田氏）
。
積水ハウスは RE100 に加盟した後に、CO2 を主体とした温室効果ガスの削減目標を定める国際イニシ
アチブ「SBT（Science Based Targets）
」の認定も取得した。エネルギーの利用など事業活動で排出する
温室効果ガス（スコープ 1・2）を 2030 年までに 50％削減（2013 年比）
、販売した住宅などを含むサプ
ライチェーンの排出量（スコープ 3）を 45％削減（同）することが目標である。
すでに 2018 年度の時点で、スコープ 1・2 の排出量を 25％削減した。オフィスや工場の照明を LED
に切り替え、一部の工場では太陽光で発電した電力を自家消費する。加えて約 6000 台ある業務用の車両
をテレマティクス（車両に搭載した装置を使って運行情報を収集・分析するシステム）で管理している。
安全運転を徹底して事故の発生を抑えるのと同時に、燃料の使用量を減らして CO2 排出量を大幅に削減
する効果がある（図 4）
。

図 4．業務用の車両を管理するテレマティクスの仕組み（上）、導入効果（下）
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とはいえ積水ハウスグループの CO2 排出量のうち、事業活動によるスコープ 1・2 の割合は 2％程度
に過ぎない。スコープ 3（サプライチェーンの排出量）が 98％近くあり、重要な課題になっている。その
中でも、販売した住宅の居住に伴う排出量と、住宅の建設に必要な原材料の排出量が大きい。それぞれ直
近の 3 年間で大幅に削減したが、2018 年度でも居住と原材料の排出量を合わせると全体の 91％を占めて
いる（図 5）
。

図 5．積水ハウスグループの CO2 排出量（スコープ 1・2・3）
居住の CO2 排出量は ZEH の販売比率を高めていくことで削減できる。断熱効果の高い構造を採用す
るなど各種の省エネ対策を組み合わせたうえで、太陽光発電や燃料電池でエネルギーを創り出し、実質的
なエネルギー使用量をゼロに削減する（図 6）
。エネルギーの使用に伴う CO2 排出量が大幅に減るため、
通常の住宅と比べて 1 棟あたりの年間 CO2 排出量を 80％以上も削減できる。

図 6．ゼロエネルギー住宅「グリーンファーストゼロ」の省エネ・創エネ設備
HEMS：ホームエネルギーマネジメントシステム
EV：電気自動車、PHV：プラグインハイブリッド自動車
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積水ハウスが販売する新築の戸建住宅のうち、2018 年度には 8000 棟以上を ZEH で建設した。ZEH
の比率は 79％に達している（図 7）
。中期の計画として 2020 年度に戸建住宅の 80％を ZEH で建設する
目標を掲げているが、十分に達成できる状況にある。今後も ZEH の比率が上昇していけば、スコープ 3
のうち居住に伴う CO2 排出量は減っていく。

図 7．積水ハウスのゼロエネルギー住宅（ZEH）の販売棟数（左）
、1 棟あたりの CO2 削減量（右）
ZEH の拡大に伴って、原材料の CO2 排出量も減ってきた。ただし積水ハウスが独自の対策をとれる
部分は少ない。住宅の中に設置するキッチンなどの設備は、メーカーが他社の住宅用と合わせて同じ生産
ラインで作る。
「積水ハウスに納入する分だけ自然エネルギーで製造をお願いできる状況にはない。住宅
に使う部材は裾野が広く、業界全体が変わらないと、CO2 排出量の削減はなかなか進まない」
（石田氏）。
国を挙げた取り組みが必要になり、時間がかかる。
独自に実施できる対策として期待できることがある。いずれは卒 FIT で買い取る電力量が積水ハウス
グループの使用量を上回る。その時期は 2030 年代の早期になる可能性があり、買い取って余った分を原
材料メーカーに提供することが考えられる。今後の事業展開と買取電力量によるが、CO2 を排出しない
自然エネルギーの電力を原材料メーカーに供給して、スコープ 3 の排出量を削減できるかもしれない。
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2. 期待する効果と今後の課題
積水ハウスが環境配慮住宅の販売を開始した 2009 年に、世界経済をリーマンショックが襲った。その
影響で 387 億円にのぼる赤字を記録したが、翌年からは黒字に回復して、営業利益率は 10％近い水準に
改善した（図 8）
。業績が好調な要因の 1 つとして、太陽光発電設備を搭載した環境配慮住宅やゼロエネ
ルギー住宅（ZEH）の販売棟数が増えたことにより、戸建住宅の平均単価が上昇している効果がある。

図 8．積水ハウスが販売する戸建住宅の平均単価・CO2 削減率・顧客満足率、会社全体の営業利益率
それと同時に住宅の CO2 排出量が減少し、住宅を購入した顧客の満足度は高くなった。売上の増加と
CO2 排出量の削減を同時に実現する“デカップリング”を示している。脱炭素の取り組みが事業の拡大を
もたらす典型的な例である。
「企業の中には CSR（企業の社会的責任）の一環で、CO2 排出権を購入して排出量を削減するケース
もあるが、コストがかかるために業績が悪くなった時に継続できなくなってしまう。積水ハウスの場合に
は業績が悪くなったら、
より多く ZEH を販売して業績を回復させることができる。
社会だけではなくて、
会社にも顧客にもプラスになる“三方よし”の事業を作ることが重要だ」（石田氏）
。
積水ハウスの売上高のうち、戸建住宅の事業は全体の 16.6％で、賃貸住宅事業のほうが 19.3％で多い
（図 9）
。最近は賃貸住宅でも ZEH の仕様で建設するケースが増えてきた。

図 9．積水ハウスグループの事業セグメントと売上高

7

積水ハウスが販売する賃貸住宅は 3 階建か 4 階建が標準になっている。1 棟の中に入居する戸数が多
いため、屋上に設置する太陽光パネルは 1 戸あたり 2kW 程度しか確保できない。その代わりに高効率の
エアコンやヒートポンプを導入して、空調や給湯のエネルギー使用量を削減して ZEH を実現する。
ZEH 仕様の賃貸住宅は 2018 年 1 月に最初の物件（写真 2 左）が完成して、2019 年 3 月までに合計で
45 棟を建設した。賃貸住宅 1 棟あたりの受注単価も上昇して、戸建住宅と同様に収益を向上させる効果
をもたらしている。

写真 2．ゼロエネルギーハウス（ZEH）仕様の賃貸住宅（左）と分譲マンション（右）
さらに分譲マンションでも ZEH の建設が始まっている。愛知県の名古屋市で 2019 年 2 月に完成した
第 1 号の物件（写真 2 右）では、12 戸の住戸に平均 4kW の太陽光発電を割り当てることができた。戸建
住宅や賃貸住宅と同様に断熱性能を高めてエネルギーの使用量を減らしたうえで、各戸に設置した燃料
電池のエネファームから電力と温水を供給して ZEH の要件を達成する。
今後も太陽光発電と省エネ技術を取り入れた ZEH を各分野に展開して、売上高の拡大と CO2 排出量
の削減を両立させるデカップリングを推進していく。将来は卒 FIT の太陽光発電設備から買い取る電力
量がグループ全体の使用量を上回ることが想定される。
「余った電力を賃貸住宅や分譲マンションに安く
供給することも考えられる」
（石田氏）
。三方よしの好循環を生み出す住宅事業が続いていく。

＊本レポートはヒアリング実施日（下記）の時点の情報です。
＊図と写真は積水ハウス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 12 月 23 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）
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