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第 1 章 事業環境の変化：高まる自然エネルギーの重要性 

いまや世界中の企業が自然エネルギーの利用量を急速に拡大している。国際的な調査機関の

Bloomberg NEF によれば、2018 年に企業が新たに契約した自然エネルギーの電力は全世界で

1340 万 kW（キロワット）にのぼった（図 1-1）。前年と比べて 2 倍以上の伸びで、北米を中心に欧州

やアジア・太平洋でも契約量が増えている。 

 

図 1-1．企業による自然エネルギー電力の契約量（単位：100 万キロワット）。出典：Bloomberg NEF 

 

●気候変動に向けた企業の国際的な取り組み 

こうした動きを牽引する代表的な取り組みに、企業が電力を自然エネルギー100％に切り替える

ことを推進する国際イニシアティブの「RE100」がある。2019 年 7 月の時点で世界の有力企業 191

社が RE100 に加盟して、自然エネルギーの電力を 100％使用する目標を宣言している（図 1-2）。

すでに IT（情報技術）大手の Google や Apple は、年間ベースで自然エネルギー100％を達成した。 

日本企業も 20 社が RE100 に加盟済みで（2019 年 7 月）、金融機関の城南信用金庫がいち早く

2019 年 5 月に自然エネルギーの電力 100％を達成している。小売業のアスクルや丸井グループは

2030 年までに自然エネルギーの電力 100％に切り替える計画だ。製造業でもソニーが 2040 年まで

に自然エネルギーの電力 100％を達成する目標を掲げて、グループ全体で取り組みを加速させて

いる。現在のところ日本では自然エネルギーの電力が割高で流通量も少ないが、先行する各社は

さまざまな調達方法を駆使しながら、できるだけ早期に自然エネルギーを増やすことに注力する。 
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図 1-2．RE100 に加盟する世界の有力企業。出典：RE100 

もはや気候変動の抑制は待ったなしの状態にある。化石燃料で作られた電力を自然エネルギー

の電力に移行することは、企業が安定した環境で事業を継続するうえで最も重要な課題のひとつ

になっている。世界の主要国が合意したパリ協定では、地球の温度上昇を産業革命以前と比べて

2℃未満に抑えるために、CO2を主体とする温室効果ガスの排出量を 21世紀の後半に実質ゼロに

削減する長期目標を掲げた。 

この長期目標に合わせて、数多くの企業が科学的な根拠に基づく CO2 排出量の削減目標 SBT

（Science Based Targets）を設定している（図 1-3）。SBT ではエネルギーの使用量を抑制しながら、

CO2 を排出しない自然エネルギーの電力を増やすことにより、CO2 排出量を大幅に削減する。 

 

図 1-3．SBT による温室効果ガス排出量の削減目標設定イメージ。出典：環境省、みずほ情報総研 

2019 年 10 月から SBT の目標設定の基準がさらに厳しくなり、温度上昇を 2℃未満ではなくて

1.5℃に抑える対策が求められる。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は 2018 年 10 月に公表

した「1.5℃特別報告書」の中で、気候変動の深刻な影響を回避するためには、2℃未満では不十分

で 1.5℃を目標に取り組む必要があることを明らかにした。  
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●増加する電力コストと CO2 排出量の抑制へ 

大量の電力を使用する企業にとっては、コストの問題も見過ごせない。2011 年 3 月の福島第一

原子力発電所の事故を受けて、原子力と太陽光・風力の発電コストが世界各国で急激に変化した。

企業が調達する電力のコストにも長期的に大きな影響を及ぼすことは確実だ。 

それまで高かった太陽光発電のコストが市場拡大に伴って急速に低下し、風力発電のコストも火

力発電を下回った。一方で原子力発電のコストが安全対策費の増加や建設期間の長期化によって

上昇を続けている。2015 年には太陽光と風力の発電コストが最も低くなり、原子力の発電コストが

最も高くなった（図 1-4）。 

 

図 1-4．電源別の発電コスト（世界平均、新設の場合）。出典：Lazard 

石炭とガスを中心とする火力発電も、今後は気候変動対策の観点でコストの上昇が予想される。

自然エネルギーの拡大とともに CO2 排出量に課税するカーボンプライシング（炭素の価格付け）の

動きが世界各国に広がり、火力発電所の稼働率の低下が見込まれる。火力や原子力に依存した

電力を使い続けると、将来に向けてコスト増加のリスクが高まっていく。 

各国の産業競争力に与える影響も大きい。炭素税などのカーボンプライシングを導入した欧州

の主要国では、CO2 排出量あたりの GDP（国内総生産）で評価する「炭素生産性」が着実に向上し

ている（図 1-5）。これに対してカーボンプライシングを本格的に導入していない日本では、炭素生

産性が伸び悩んでいる。世界中の企業が CO2 排出量の削減に取り組む中で、炭素生産性の低い

日本は事業活動に適さない場所と評価される恐れがある。 
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図 1-5．炭素税などの導入時期と炭素生産性（名目 GDP ベース）。出典：環境省 

t-CO2e：CO2 換算トン、EU-ETS：欧州連合域内排出量取引制度 

●世界中の投資家が気候変動対策を重視 

企業の事業活動に多大な影響を及ぼす気候変動に関しては、当然ながら投資家や金融機関も

重大な関心を寄せている。投融資の対象になる企業が気候変動によってどのような影響を受ける

かを把握しておかないと、資金回収のリスクが高まるからだ。 

世界の主要 25カ国・地域の中央銀行などが参加する金融安定理事会が 2017年 6月に、「TCFD

（Task force on Climate-related Financial Disclosures、気候関連財務情報開示タスクフォース）」の

提言を発表して注目を集めた。2019 年 6 月の時点で世界各国の企業や金融機関 785 社・団体が

TCFD の提言に賛同を表明済みで、気候変動の緩和に向けた情報開示に取り組んでいる。 

TCFD では気候変動に伴う事業のリスクと機会の両面を分析して、財務上の影響を投資家が把

握できるように報告書で開示することを提言した（図 1-6）。企業は TCFD の提言に従って情報を開

示しなければ、気候変動に対する取り組みが不十分と判断され、投資家からの出資や融資に影響

が出かねない。事業活動の中で CO2 排出量の削減に積極的に取り組むことが資金調達の面でも

重要になってきた。 
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図 1-6．気候関連リスク・機会が与える財務影響と情報開示（TCFD の提言）。出典：環境省 

投資家や金融機関から気候変動対策の着実な実行が求められるようになり、企業は CO2 排出

量を削減する手段として自然エネルギーの利用拡大に乗り出した。さらに地球規模で気候変動を

抑制するためには、各企業が単独ではなくて、世界各国の取引先を加えたサプライチェーン全体で

CO2 削減を急ぐ必要がある。欧米の有力企業を中心に始まった自然エネルギー利用拡大の取り

組みは、日本を含めて全世界の企業に広がってきた（図 1-7）。 

図 1-7．企業が自然エネルギーの電力を調達している国（世界 75 カ国、2018 年） 

出典：IRENA（国際再生可能エネルギー機関） 
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第 2 章 先進企業の動向：米国から欧州、日本にも波及 

企業による自然エネルギーの導入が最も進んでいるのは米国である。2018 年に米国内で企業

が新たに締結した自然エネルギーの電力購入契約は、公表されているだけでも合計 664 万 kW に

のぼった（図 2-1）。IT 大手の Facebook や Microsoft、Google や Apple をはじめ、電話会社で最大

手の AT&T、小売業で最大手のWalmart、石油で最大手の ExxonMobilといった、主要な産業のリー

ディングカンパニーが自然エネルギーの電力購入に力を入れている。 

図 2-1．米国で企業が新たに締結した自然エネルギー電力購入契約（2018 年、四半期別） 

単位：100 万キロワット、カッコ内は新規契約件数 

出典：Renewable Energy Buyers Alliance 

IT やエレクトロニクスの分野では、インターネットと携帯電話の急速な拡大に伴って、生産・サー

ビスの拠点になる工場やデータセンターの電力使用量が増え続けている。自然エネルギーの電力

を利用することは、気候変動対策に加えて電力のコストを長期的に抑制する狙いがある。 

小売業をはじめ消費財・サービス産業においては、素材や商品の調達を含めて持続可能な社会

を維持することが事業の継続に欠かせない。さらには建設・不動産業のように、エネルギー効率に

優れた建物の開発・販売が事業を成長させる業種もある。 

さまざまな産業の中でも、最も大きな影響を受けるのは自動車産業だろう。全世界で走る自動車

が排出する CO2 を抑制するために、ガソリン車から電気自動車へ大転換を迫られている。と同時

に自動車の生産・販売活動に自然エネルギーを導入すれば、事業における CO2 排出量とコストを

削減して世界各国で競争力を高められる状況になってきた。 
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●電力使用量が急増する IT・エレクトロニクス産業 

自然エネルギーの利用に積極的に取り組んでいる代表的な企業が米国の IT大手である。GAFA

（Google、Apple、Facebook、Amazon）と呼ばれる4社は世界規模で事業を拡大して、電力の使用量

も増え続けている。そうした状況にあって、Google は 2017 年から、Apple は 2018 年から、全世界の

事業で使用する電力を自然エネルギー100％で調達した。 

Google はインターネット関連サービスの事業拠点として、世界 9 カ国に 16 カ所のデータセンター

を運営している。米国と欧州 5 カ国に加えて、アジアで台湾とシンガポール、南米ではチリにデータ

センターがある。日本でも千葉県内に大規模なデータセンターを建設する計画を進めている。 

各データセンターには大量のコンピュータや通信機器が設置されていて、1 日 24 時間・年間 365

日にわたって稼働を続ける（写真 2-1）。それに加えて稼働中の機器からの発熱を抑えるために、

強力な空調システムが欠かせない。データセンターの内部で使用する電力量は膨大になる。 

写真 2-1．Google のデータセンター（ベルギー）の内部。出典：Google 

Googleが 2018年にデータセンターやオフィスを含めて全世界で使用した電力量は約 100億 kWh

（キロワット時）に達した。2017 年の電力使用量と比べて 30％以上も増加したが、すべてを太陽光

発電と風力発電による自然エネルギーで調達している（図 2-2）。 

Google と同様に Apple でも、事業の拡大に伴って電力使用量が増え続けている。Apple では

Google ほど電力使用量は多くないが、2018 年度（2017 年 10 月～2018 年 9 月）には前年度から約

20％増えて 22 億 kWh にのぼった。それでも自然エネルギーの電力を 99％使用して（2018 年 1～

12 月では 100％）、全世界で排出する CO2 を 20％以上も削減できた。 
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図 2-2．Google の電力使用量（緑色＋灰色）に占める自然エネルギー電力調達量（緑色）の比率 

単位：10 億キロワット時。出典：Google 

もし Apple が自然エネルギーではなくて各地域の標準的な電力を使用していたら、CO2 排出量

は約 10 倍になっていたところである（図 2-3）。Apple が 2018 年度に排出した CO2 排出量の大半

は、自動車や熱源で使用する化石燃料によるものだ。 

 

図 2-3．Apple の事業活動に伴う CO2 排出量（青色の部分、スコープ 1、2）。単位：CO2 換算トン 

白い部分は自然エネルギーの電力使用による削減分（標準的な電力を利用した場合の想定排出量） 

左上の数字（280 万トン）は累計の CO2 削減量 

Apple の会計年度（FY）は 9 月に終了。出典：Apple  
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Apple や Google は製造を外部に委託して、自社の工場を持たない方針だ。同じ IT・エレクトロニ

クス産業でも、製品を作るメーカーの場合には、工場における電力使用量が膨大になる。 

世界各国で IT・エレクトロニクス製品を生産するソニーは、グループ全体の CO2 排出量を 2050

年までにゼロに削減する長期目標を掲げている。そのために工場やオフィスで使用する電力を

2040 年度までに自然エネルギー100％に切り替える（図 2-4）。さらに製品のライフサイクル全体の

CO2 排出量も 2050 年までにゼロに削減することが目標だ。 

図 2-4．ソニーの「環境負荷ゼロ」に向けた自然エネルギー（再エネ）電力の導入目標。出典：ソニー 

すでに欧州では自然エネルギーの電力を 100％使用しており、北米でも自然エネルギーの比率

を高めている。最大の課題は日本を中心とするアジアである。グループ全体のエネルギー使用量

の約 8 割を日本国内の事業が占めている。 

ソニーの IT・エレクトロニクス事業の中では、携帯電話のカメラなどに使われるイメージセンサー

の生産量が拡大して電力使用量が増えている。イメージセンサーの主力工場は日本にある。今後

さらに生産量の増加が見込まれることから、日本でも早急に自然エネルギーの電力を増やしていく

方針だ（写真 2-2）。 

 

 

 

 

 

写真 2-2．ソニーグループの半導体

工場（熊本県）の屋上に設置した 

太陽光発電設備。出典：ソニー  
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●サステナビリティが求められる消費財・サービス産業 

一般の消費者を顧客とする産業の場合には、気候変動を含むサステナビリティ（持続可能性）が

さまざまな面から事業に影響を与える。 

食品を扱う企業であれば、気候変動による農作物や動植物に対する被害は素材や商品の生産・

調達に重大な支障を及ぼす。家庭で使う日用品を生産・販売する企業は、快適な生活を送るため

の商品を提供することで事業を成長させてきた。異常気象や災害の増加は消費者の購買行動を抑

制しかねない。消費財・サービス産業にはサステナビリティを重視した事業活動が不可欠である。 

国内の小売業で最大手のイオンは、気候変動の抑制に向けて自然エネルギーの利用拡大に先

進的に取り組んでいる。店舗から排出するCO2を 2050年までにゼロに削減する目標を掲げ、使用

する電力を自然エネルギー100％で調達する方針だ。新たに建設する大型の店舗では屋上や駐車

場の側面などに太陽光パネルを設置して、発電した電力を自家消費している（写真 2-3）。 

写真 2-3．太陽光発電の電力を自家消費するイオングループの店舗（神奈川県）。出典：イオン 

イオンがグループ企業を含めて年間に使用する電力量は 74 億 kWh（2016 年度）に達する。日本

全体の電力需要の 1％近くを占める規模で、一般家庭の電力使用量（年間 3600kWh）に換算して約

200 万世帯分に相当する。これほど大量の電力が、化石燃料による火力発電や放射性廃棄物を生

み出す原子力発電で供給されるのか、それとも自然エネルギーで供給されるかで、環境に与える

影響に大きな差が生じる。 

化粧品や洗剤をはじめとする日用品の分野で国内最大手の花王も、企業理念としてサステナビ

リティを重視する姿勢を掲げて、気候変動の抑制に取り組んでいる。特にエネルギーの使用量が

多い工場から排出するCO2を削減するために、「自然エネルギー100％工場」を世界各地で拡大中

だ。2018 年までにドイツの 2 つの工場のほか、イギリス工場と日本の愛媛工場を自然エネルギー

100％に転換した（図 2-5）。 
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図 2-5．自然エネルギーの電力を利用する花王の工場（2018 年 12 月時点）。出典：花王 

花王では事業の拡大に伴って、エネルギーの使用量が増加傾向を続けている（図 2-6）。特に紙

おむつの事業が好調に伸びていて、生産に必要な電力の使用量は今後も増える見込みだ。気候

変動の抑制に向けて CO2 排出量を削減するためには、省エネと合わせて自然エネルギーの電力

に切り替えていくことが急務になっている。 

  

図 2-6．花王グループのエネルギー使用量（左）、CO2 排出量（右、スコープ 1・2）。出典：花王 

PJ：ペタジュール 

工場の生産工程では電力だけではなくて、大量の熱を必要とするケースが多い。熱の供給源を

化石燃料から自然エネルギーに切り替えることは電力よりもむずかしい。写真関連製品をはじめ複

写機や化粧品までを生産・販売する富士フイルムグループは、電力と熱の両方を 2050 年度までに

自然エネルギー100％に転換する意欲的な目標を掲げている。 

富士フイルムグループ全体で使用するエネルギーのうち約半分は外部から購入する電力だが、

残りの約半分は熱（蒸気）を含めて自家発電設備で供給する。自家発電には電力と熱を効率的に

作り出すコージェネレーション（熱電併給）システムを利用している。主な燃料は天然ガスである。 
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当面は購入する電力から自然エネルギーに転換して、2030年度までに50％、2050年には100％

に高める（図 2-7）。加えて自家発電用のコージェネレーションの燃料も、CO2 を排出しない水素な

どに切り替えることを検討中だ。実現できればグループ全体で使用するエネルギーの CO2 排出量

をゼロに削減できる。 

 

図 2-7．富士フイルムグループのエネルギー転換イメージ。出典：富士フイルムホールディングス 

自然エネルギーによる熱の利用に関しては、精密機器メーカーのリコーが 2016 年に新たな取り

組みを開始した。事業活動に伴う環境負荷を軽減するために、富士山麓の事業所で年間に約 2 万

台の複写機を再生している。この事業所では近隣の森林から切り出した間伐材を利用して、木質

バイオマスボイラーで熱を供給する（写真 2-4）。 

写真 2-4．木質バイオマスによる熱を利用するリコーの事業所（静岡県）。出典：リコー 

間伐を推進して森林の保全に役立てる一方、従来は灯油ボイラーを使っていた事業所内の空調

と給湯を自然エネルギーに切り替えることができた。年間に約 440 トンの木質チップを燃料に利用

して、約 90 キロリットルの灯油を代替する。これで CO2 排出量を約 240 トン削減する効果がある。 
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大量の商品を販売する小売業でも、化石燃料から自然エネルギーへ移行する取り組みが進む。

オフィス用品などの通信販売を全国に展開するアスクルは、商品の配送に小型トラックを利用して

いる。事業活動で排出する CO2 を 2030 年までにゼロに削減するため、オフィスや物流センターで

使用する電力を自然エネルギー100％に切り替え、配送用のトラックも電気自動車に 100％切り替

えていく（図 2-8）。自然エネルギーの電力で走れば、電気自動車の CO2 排出量はゼロになる。 

図 2-8．アスクルの事業活動に伴う CO2 排出量（2015 年度）。出典：アスクル 

サステナビリティを重視する事業運営では、欧州の企業が先行している。スウェーデンを本拠と

する家具・インテリア販売大手のイケアグループは、日本を含む世界 29 カ国で使用する電力と熱

を、2020 年までに自然エネルギー100％で調達する計画だ。 

イケアの店舗は建設段階から最先端の省エネ技術を取り入れ、エネルギーの使用量を抑制して

いる。屋上には太陽光発電設備を設置して、自然エネルギーの電力を自家消費する（写真 2-5）。

太陽光で発電した CO2 フリーの電力は、店舗を訪れる顧客の電気自動車にも無料で提供している。

さらに地中熱を利用した空調システムを店舗に導入して、夏の冷房と冬の暖房の効率を高めること

でエネルギーの使用量を削減する。 

写真 2-5．イケアが店舗（愛知県）の屋上に導入した太陽光発電設備。出典：イケア・ジャパン 

  



14 

●事業との相乗効果が大きい建設・不動産業 

気候変動の抑制に向けた脱炭素社会の進展は、建設・不動産業に大きな事業機会をもたらす。

エネルギーの使用量を実質的にゼロにする ZEH（ゼロエネルギーハウス）や ZEB（ゼロエネルギー

ビル）の拡大が脱炭素社会の実現には欠かせない。住宅やビルに省エネ技術と自然エネルギーを

効果的に取り入れることが、新たな顧客の獲得につながる。 

住宅メーカー大手の大和ハウス工業は、グループ全体でエネルギー消費量あたりの売上高を

2040 年までに 2 倍（2015 年比）に引き上げる目標を掲げている。それに合わせて自然エネルギー

の電力を 100％利用して CO2 排出量を削減する。省エネ技術と自然エネルギーの導入に取り組み、

ZEH や ZEB の開発・販売を拡大する狙いだ（図 2-9）。 

図 2-9．大和ハウス工業の脱炭素の取り組みと各種事業の相乗効果 

ZEB：ゼロエネルギービル。出典：大和ハウス工業 

大規模なスマートシティやスマートタウンの開発にも注力する。街全体でゼロエネルギーを実現

して、エネルギーの効率的な活用と災害対策に役立てる。住宅や商業施設を ZEH/ZEB で建設した

うえで、太陽光発電設備や蓄電池を配備することによって、自然エネルギーを主体にした自給自足

型の街づくりを推進していく（写真 2-6）。 

写真 2-6．大和ハウスのスマートタウン（三重県）。街全体でエネルギー使用量を削減 

出典：大和ハウス工業 
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住宅メーカーの中では、積水ハウスの取り組みも進んでいる。積水ハウスは 2009 年から ZEH の

販売を開始して、すでに 3 万 5000 棟以上の ZEH を建設した。ZEH に搭載されている太陽光発電

設備の余剰電力は 10 年間にわたって固定価格買取制度（FIT）で売電できるが、2019 年 11 月から

買取期間を終了する「卒 FIT」の住宅が出てくる。この卒 FIT の電力を積水ハウスが顧客から買い

取り、グループのオフィスや工場などで利用する方針だ（図 2-10）。 

図 2-10．積水ハウスは顧客の住宅から太陽光発電の余剰電力を買い取ってオフィスや工場で利用 

GWh：ギガワット時（100 万キロワット時）。出典：積水ハウス 

卒 FIT の電力は 8～9 円/kWh 前後で買い取る事業者が多いが、積水ハウスは 11 円/kWh で買

い取る。住宅のオーナーは他の事業者に電力を売るよりも収入を増やすことができ、積水ハウスは

顧客の満足度を高めながら自然エネルギーの電力を調達できる。他の事業者より高い価格で電力

を買い取っても、顧客獲得の費用がかからないため、従来の電力と比べてコストは増えない見込み

である。住宅事業と自然エネルギーの拡大が相乗効果をもたらす。 

 

●ゼロエミッションへ大転換期を迎える自動車産業 

産業界を見渡すと、脱炭素社会に向けて大きな役割を担うのが自動車メーカーである。世界中

の自動車が排出する CO2 は膨大で、全世界の CO2 排出量の 2 割近くを占めている。今後はガソ

リン車から電気自動車へ移行が進み、電力が自然エネルギーに変われば、自動車が排出する

CO2 を大幅に削減できる。CO2 を含む排気ガスを出さないゼロエミッションの実現は、自動車メー

カーに課せられた大きな責務である。 

さらに自動車の開発・生産・販売にも自然エネルギーの電力を利用して CO2 排出量を削減する

取り組みが始まっている。大手自動車メーカーの General Motors は、世界 59 カ国に展開する 350

カ所の事業拠点で使用する電力を、2050 年までに自然エネルギー100％で調達する目標を掲げる

（図 2-11）。すでに米国内の主力工場では、風力発電の電力を使って自動車の生産を開始した。 
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図 2-11．General Motors の自然エネルギー導入目標。出典：General Motors 

自動車メーカーの中では、ドイツの BMW Group が先を走る。2017 年には欧州の事業で使用する

電力を自然エネルギー100％で調達し、2020 年には世界全体で 100％を達成する計画だ（2018 年

の時点で約 80％）。自動車メーカーならではの取り組みとして、中国の工場にある従業員用の駐車

スペースにも太陽光発電設備を導入した（写真 2-7）。 

写真 2-7．BMW Group が中国の工場で従業員用の駐車場に設置した太陽光発電設備 

出典：BMW Group 

日本の自動車メーカーでは、トヨタ自動車が 2050 年までに CO2 排出量をゼロに近づけることを

目標に掲げて、「新車 CO2 ゼロチャレンジ」や「工場 CO2 ゼロチャレンジ」を推進中だ。電気自動車

と燃料電池車の拡大によって新車の走行時の CO2 排出量を平均で 90％削減（2010 年比）するほ

か、全世界の工場で生産時の CO2 排出量ゼロを目指す。 
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トヨタ自動車は工場の CO2 排出量ゼロに向けて、革新的な技術の導入と日常的な改善を実施し

てエネルギーの効率化を図る。と同時に使用する電力や熱を自然エネルギーと水素に切り替えて

いく。これらの施策を組み合わせることにより、2030 年までに生産台数を増やしながら CO2 排出量

を 35％削減（2013 年比）する計画だ（図 2-12）。その先に 2050 年の CO2 ゼロを見据える。 

図 2-12．トヨタ自動車が推進する「工場ゼロチャレンジ」の中間目標と主な対策。出典：トヨタ自動車 

すでに中国においては 5 つの工場に大規模な太陽光発電設備を導入して、合計 28MW の電力

を供給している。日本国内では愛知県の工場の敷地に 26MW の風力発電設備を建設中で、2020

年から運転を開始して電力を自家消費する予定である。 

さらに同じ愛知県にある燃料電池車を生産する工場では、自然エネルギーを使って CO2 フリー

の水素の製造に着手した。工場内で使用するフォークリフトやバスを化石燃料から燃料電池に切り

替えるほか、水素を利用した自家発電にも取り組んでいく（図 2-13）。 

 

図 2-13．トヨタ自動車の燃料電池車を生産する工場（愛知県）における水素利用。出典：トヨタ自動車 

FC/FCV：燃料電池/燃料電池車、SOFC-MGT：固体酸化物形燃料電池-マイクロガスタービン 

日産自動車やホンダもゼロエミッションに向けて、電気自動車を主体に走行時の CO2 排出量を

低減させる一方、工場に太陽光発電設備などを導入して自然エネルギーの電力を増やしている。  
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第 3 章 電力の調達方法：環境負荷と追加性を重視 

世界各国の企業が自然エネルギーの電力を利用して、CO2 排出量の削減に取り組み始めた。

ただし国や地域によって自然エネルギーの資源量や発電量に差がある。火力発電と比べたコスト

や電力市場の制度の違いもあるため、国・地域の状況に応じて最適な調達方法を選択する必要が

ある。 

 自然エネルギーの電力を調達する方法は、主なもので 4 通りある。 

1. 発電設備を導入して自家消費 

2. 小売電気事業者から購入 

3. 発電事業者と長期に契約 

4. 自然エネルギー由来の証書を購入 

いずれの方法を選択する場合でも、重要な点はコストだけではない。自然エネルギーには太陽

光・風力・水力・地熱・バイオエネルギーなどがあり、発電方法もさまざまだ。それぞれで環境に与

える影響に違いがある。できるだけ環境負荷の小さい方法で発電した電力を選ぶことが望ましい。 

気候変動を抑制するためには、新たに自然エネルギーの電力を増やして、化石燃料による電力

を代替することが重要だ。これを「追加性（additionality）」と呼び、企業が自然エネルギーの電力を

調達するうえで考慮すべき要件のひとつになる。 

 

●太陽光・風力発電の電力を自家消費 

最近は企業が自社の建物や土地を利用して太陽光発電を実施するケースが世界各地で増えて

いる。ここ数年で発電コストが急速に低下したことが大きな要因だ。従来のように電力を買うよりも、

太陽光で発電した電力を自家消費するほうが経済的にもメリットが得られるようになってきた。 

自社で所有する建物の屋上に太陽光発電設備を導入すれば、景観を含めて環境に与える影響

は小さい。発電した場所で電力を自家消費すると、送配電網を利用する必要がなく、それだけコス

トが安くなる。新たに自然エネルギーの電力を作り出すため追加性があり、CO2 排出量を削減する

点でも効果的だ。 

太陽光発電の電力を自家消費している代表的な企業が Apple である。2018 年に米国カリフォル

ニア州に建設した新しい本社ビルは直径が 400 メートル以上に及ぶドーナツ型の建物で、屋上の

全面に太陽光パネルを設置した（写真 3-1）。発電規模は 17MW に達する。太陽光で発電した電力

のほかにバイオガスによる燃料電池と蓄電池を組み合わせて、ビル内で使用する電力の 100％を

自然エネルギーで供給できる。 
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写真 3-1．太陽光発電の電力を自家消費する Apple の本社ビル（米国）。出典：Apple 

日本ではイオンが 2007年から店舗の屋上などを利用した太陽光発電に取り組み、合計で 65MW

にのぼる発電設備を所有している。ただし大半は固定価格買取制度で売電していて、自家消費は

少ない。従来は太陽光発電のコストが高かったためだが、最近は発電コストが低下して自家消費

の可能性が広がってきた。 

イオンは新たに「オンサイト PPA（電力購入契約）」と呼ぶスキームを使って、太陽光発電の自家

消費を拡大する計画だ。店舗の屋上などを発電事業者に提供して、太陽光発電設備を導入する。

発電した電力はイオンの店舗で自家消費する代わりに、事業者に対して電気料金を支払う契約で

ある（図 3-1）。イオンは初期投資なしで太陽光発電の電力を自家消費でき、発電設備を運用・保守

する手間も省ける。 

 

図 3-1．発電事業者に場所を提供して電力を自家消費する「オンサイト PPA」の仕組み 

PPA： Power Purchase Agreement。出典：イオン 

第 1 号のオンサイト PPA はイオングループが滋賀県で運営する複合商業施設で実施する。施設

の屋上に 1.2MWの太陽光発電設備を設置して、2019年 12月に自家消費を開始する予定だ。今後

も全国各地の店舗にオンサイト PPA を展開して自然エネルギーの電力を増やしていく。 
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日本の太陽光発電のコストは年々低下している。調査機関の Bloomberg NEF の分析によると、

2018 年の時点で 1kWh あたり 13 円程度（円と米セントを同水準と想定）まで下がり、2020 年代の前

半には 10 円以下に低下する見通しだ（図 3-2）。自然エネルギー財団がコスト構造をもとに推計し

た結果では、2030 年に 5 円台まで下がる。電力を購入するよりも大幅に安くなるため、オンサイト

PPA を含めて太陽光発電の自家消費が経済的にも有利になる。 

図 3-2．日本における発電コストの見通し（均等化発電原価）。出典：Bloomberg NEF 

工場や店舗の屋根を利用した太陽光発電であれば、自家消費による電気料金の削減によって発電

設備の初期投資を 10年以内に回収できる。最近では 5 年以内の投資回収も可能な状況になってきた。

初期投資を回収した後は、運転維持費だけで電力を利用できるため、長期のコスト削減効果は大きい。

大量の電力を使用する工場や店舗の場合には、太陽光発電でカバーできる電力量は一部にとどまるが、

それでも経済性と環境負荷の点から今後ますます有効な電力調達手段になっていく。 

海外では工場の敷地内に風力発電設備を導入して、自然エネルギーの電力を自家消費している例も

ある。富士フイルムグループのオランダにある工場では、5 基の大型風車で自家発電した電力を工場内

で使用している（写真 3-2）。5 基を合わせた発電規模は 10MW で、工場で使用する電力の 15％を供給

できる。この工場ではオランダ国内の風力発電所から電力も購入しており、自家発電分と合わせて風力

発電 100％で操業している。 

写真 3-2．風力発電の電力を自家消費する富士フイルムの工場（オランダ） 

出典：富士フイルムホールディングス 
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日本でも風力発電のコスト低下に伴って自家消費が現実的になりつつある。トヨタ自動車は愛知県の

工場に大規模な風力発電設備を建設中だ（写真 3-3）。合計 26MW の風力発電設備を 2020 年から順次

運転する予定で、発電した電力は工場で使用して CO2 排出量の削減に生かす。この工場が立地する

臨海工業地帯は年間を通じて強い風が吹き、沿岸部には数多くの風車が建ち並んでいる。全国各地の

臨海工業地帯でも、風況が良ければ風力発電の自家消費が可能になる。 

 

 

 

 

 

 

写真 3-3．風力発電を導入予定のトヨタ自動車の

工場（愛知県）。既設の風車は他社の風力発電所

出典：トヨタ自動車 

 

●自然エネルギー100％の電力を購入 

企業が自然エネルギーの電力を調達する手段として、小売電気事業者から購入する方法が最も

手間がかからない。最近では日本国内でも多くの小売電気事業者が自然エネルギー100％の電力

を販売するようになった。 

現在のところ国内で購入できる自然エネルギー100％のメニューは主に 3 種類ある。1 つは水力

発電 100％のメニューで、東京電力エナジーパートナーをはじめ大手の電力会社が販売している。

2 つ目は固定価格買取制度（FIT）の適用を受けていない「非 FIT」や買取期間を終了した「卒 FIT」

の電力を販売するメニューである。そして 3 つ目に自然エネルギー由来の証書と電力を組み合わ

せたメニューがある。それぞれで価格のほかに環境負荷や追加性の点でも違いがある。 

水力発電 100％のメニューは、電力会社が運転する大型の水力発電所の電力を主体に提供す

る。発電時に CO2を排出しないため、利用する企業は国などに報告するCO2排出量をゼロで算定

できる。ソニーやイオンが本社ビルで使用する電力に水力発電 100％メニューを採用している（写真

3-4）。 

電力会社は CO2 排出量ゼロの追加料金として、1kWh あたり 4 円程度を上乗せする。企業向け

の電気料金（全国平均で 14 円/kWh 程度）が 3 割も高くなってしまう。ただし電力を大量に購入する

企業に対しては、割引価格を適用するケースが多いようだ。 
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写真 3-4．水力発電 100％の電力を利用するソニー本社（左、東京都）、イオン本社（右、千葉市） 

出典：ソニー、イオン 

大型の水力発電には環境負荷と追加性の問題がある。大規模なダムが必要になるため、建設

時の環境負荷が大きい。追加性の点では、古くから運転を続けている水力発電所が多く、新たに

CO2 排出量を削減する効果はない。とはいえ CO2 も放射性廃棄物も出さずに電力を供給できる。

火力発電や原子力発電と比べれば、環境負荷は小さいと考えられる。 

最近では非 FIT・卒 FIT の電力を利用する企業も増えてきた。代表的な例は小売業大手の丸井

グループである。遠隔地にある非 FIT・卒 FIT の風力発電所や水力発電所の電力を小売電気事業

者から購入して、東京都内の店舗で利用している（写真 3-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-5．非 FIT・卒 FIT の電力を利用する 

丸井グループの店舗（東京都） 

出典：丸井グループ 
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非 FIT・卒 FIT の場合でも、水力発電 100％メニューと同様に古い発電設備が多く、追加性の点

では課題が残る。今後は住宅用の太陽光発電設備で卒 FIT になるケースが数多く出てくる。その

電力を企業が利用することは、住宅における太陽光発電を継続させる効果があり、CO2 排出量の

抑制に貢献する。こうした効果を追加性とみなす考え方もある。 

全国各地に分散する非 FIT・卒 FIT の発電設備の電力を利用する場合に、それぞれの発電設備

から供給を受けた電力量を正確に把握しなければならない。その手段として、ブロックチェーンが世

界各国で使われ始めた。ブロックチェーンはインターネット上で取引する仮想通貨で採用している

技術だが、電力の取引にも応用できる。 

丸井グループが非 FIT・卒 FIT の発電設備から電力の供給を受ける場合も、ブロックチェーンの

技術を使っている。発電設備の発電電力量と店舗の電力使用量をもとに、どの発電設備の電力を

どのくらい利用したかを 30 分単位で割り当てることができる（図 3-3）。この仕組みがあれば、今後

さらに電力を供給する発電設備が増えて、対象の店舗や企業が多くなっても、同様の割り当てが可

能になる。環境負荷や追加性を考慮しながら電力を選択できる。 

 

図 3-3．複数の発電設備から 30 分単位で電力を調達する仕組み。出典：丸井グループ 

このほかの調達方法では、花王が自然エネルギー由来の証書を組み合わせたメニューを工場

の電力に採用している（写真 3-6）。FIT の適用を受けた発電設備の電力による「FIT 非化石証書」

を利用したメニューである。 

FIT で買い取られた電力は、全国の電力購入者が買取金額の一部を負担するため、環境価値

（CO2 を排出しないなどの効果）は国に移管されることになっている。国は環境価値を FIT 非化石

証書で発行して、市場で小売電気事業者に販売する。小売電気事業者は FIT 非化石証書を購入

することによって、通常の電力と組み合わせて自然エネルギーの電力として販売できる。 
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写真 3-6．FIT 非化石証書を組み合わせた電力を利用する花王の工場（神奈川県）。出典：花王 

ただし FIT の認定を受けた発電設備の中には、環境負荷の低くないものが含まれている。特に

バイオエネルギーでは海外から輸入する燃料を使うケースがあり、燃料の種類によっては森林の

破壊や農地の乱用につながる懸念がある。 

このため環境負荷の低い発電設備を選べるように、FIT非化石証書には発電設備のトラッキング

情報（発電所の所在地や発電方法など）を付与することができる。FIT 非化石証書を組み合わせた

電力を購入する場合には、トラッキング情報で発電設備の環境負荷を確認することが望ましい。 

 

●発電事業に投資して電力を調達 

米国をはじめ海外では、企業が自然エネルギーの発電事業者と契約を結んで電力を調達する

「コーポレート PPA（電力購入契約）」が活発に進んでいる。長期の購入契約を通じて発電事業者に

資金を提供して、新しい自然エネルギーの発電設備を増やす狙いがある。気候変動の抑制に有効

な追加性の点で最も効果的な調達方法のひとつだ。ここ数年で太陽光や風力の発電コストが火力

や原子力よりも安くなったことにより、コストの点でも導入効果が高まってきた。 

世界全体で自然エネルギー100％を達成している Google は各国でコーポレート PPA を実施して

いる。Google は大量の電力を使用するデータセンターを世界各地に展開しているが、建設場所を

選ぶ時の条件のひとつは自然エネルギーの電力を調達しやすいことである。例えば南米ではチリ

にデータセンターを建設して、大規模な太陽光発電所と PPA を結んだ（写真 3-7）。 

 

 

 

 

写真 3-7．Google がデータセンター

の電力を調達するチリの 

太陽光発電所。出典：Google 
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チリは世界有数の日射量が豊富な地域で、太陽光発電の効率が高い（図 3-4、チリは南米の太

平洋沿岸部）。Google が契約した太陽光発電所の設備利用率（最大出力に対する平均発電量）は

23％に達する。日本の最新の太陽光発電所の設備利用率（約 16％）をはるかに上回る効率で電力

を作り出すことができる。 

図 3-4．世界各地の日射量。W/m2：ワット/平方メートル。出典：Vaisala 

日本でも太陽光や風力の発電コストが低下してきたことで、今後はコーポレート PPA が現実的に

なっていく。現在のところ電気事業法の規定によって、一般の企業が発電事業者と PPA を結ぶこと

はできないが、小売電気事業者を介した 3者間の PPAならば可能だ。米国では小売電気事業者を

通じて大規模な太陽光発電所の電力を共同で調達する取り組みも始まっている。 

欧米の企業による先行事例を見ると、PPA を実施するためには発電事業者と契約条件を細かく

決めたうえで、契約後には電力の需給調整の業務もこなさなくてはならない。知識と経験がある専

門スタッフを社内に抱える必要があり、決して簡単には実行できない。その点では小売電気事業者

に PPA を依頼して電力を購入するほうが手間もリスクも小さくなる。 

みずから発電事業者になって自然エネルギーの導入量を拡大する企業もある。大和ハウス工業

は日本で全国各地に太陽光や風力・水力の発電所を建設して運転している。2018 年度の時点で

約 300MW に達する発電設備を稼働させた。自然エネルギーの発電設備を増やして CO2 排出量の

削減に貢献できるため、追加性の効果も大きい。 

現在は発電した電力を固定価格買取制度で売電しているが、買取期間が終了したものから順次、

自家消費に切り替えていく方針だ（図 3-5）。大和ハウス工業は小売電気事業者として登録しており、

グループ各社に電力を販売する機能も持っている。 
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図 3-5．大和ハウスグループの自然エネルギー導入計画。MW：メガワット。出典：大和ハウス工業 

発電事業に投資する点では、トヨタ自動車の取り組みも注目される。自然エネルギーの発電所に

投資するファンドに 100 億円を出資して開発を促進する一方、投資の対象になった発電所の電力

をトヨタ自動車の工場や販売店などで利用することも視野に入れている。 

●自然エネルギー由来の証書を購入 

企業が自然エネルギーの電力を調達する手段として、現在のところ最も多く使われているのは

証書を購入する方法である。世界の有力企業が加盟する RE100 では、加盟企業が 2017 年に購入

した自然エネルギーの電力量のうち 46％は証書を利用したものだった。その次に多いのが小売電

気事業者からの購入で 35％、発電事業者からの調達（直接送電を含む）が 17％である（図 3-6）。 

 

図 3-6．RE100 加盟企業の自然エネルギー電力調達方法。MWh：メガワット時。出典：RE100 

日本語訳は自然エネルギー財団 



27 

自然エネルギー由来の証書は、電力の環境価値（CO2 を排出しない効果など）を証明するもの

だが、電力と一体に取引する場合（Bundled）と電力と切り離して取引する場合（Unbundled）がある。

企業が発電事業者と結ぶ PPA では、電力と証書をまとめて取引する Bundled が一般的だ。一方の

Unbundled の証書は、小売電気事業者や企業が購入して通常の電力と組み合わせる。いずれの

ケースでも、自然エネルギーの電力と同等の環境価値がある。 

Bundledの証書は自然エネルギーの発電設備を増やす効果があって追加性が明確だ。これに対

してUnbundledの証書は既存の発電設備による環境価値を購入するもので、追加性は相対的に低

い。企業による PPA が活発な米国では Bundled タイプが望ましいとされる。とはいえ日本のように

PPA がむずかしい国や地域では Unbundled の証書にも効果がある。 

日本には自然エネルギー由来の証書が 3 種類ある（表 3-1）。このうち「グリーン電力証書」と「J-

クレジット（再エネ由来）」は一般の企業が購入して、自然エネルギーの電力を調達する手段として

利用できる。「非化石証書（再エネ指定）」は小売電気事業者しか購入できない。 

表 3-1．日本国内の自然エネルギー由来の証書・クレジット。出典：自然エネルギー財団 

kWh：キロワット時 

名称 グリーン電力証書 
J-クレジット 

（再エネ由来） 

非化石証書 

（再エネ指定） 

発行者 

グリーン電力証書発行事

業者 

  

国(経済産業省・環境省・農林

水産省が共同で運営) 

  

低炭素投資促進機構 

(国が指定した費用負担 

調整機関) 

対象になる 

自然エネル

ギー 

太陽光、風力、水力、 

地熱、バイオエネルギー 

  

太陽光、風力、水力、 

地熱、バイオエネルギー 

  

太陽光、風力、水力、 

地熱、バイオエネルギー 

(証書では種別は不明) 

対象になる 

発電設備 

日本品質保証機構から 

認定を受けた発電設備 

 

  

J-クレジット制度認証委員会

が承認した発電プロジェクト 

(1 つのプロジェクトで複数の

発電設備が可能) 

国から固定価格買取制度

の認定を受けて運転中の 

発電設備 

  

購入対象者 企業、自治体など 企業、自治体など 小売電気事業者に限定 

購入方法 

グリーン電力証書発行 

事業者から購入 

 

  

①J-クレジット制度事務局が

実施する入札で購入 

②J-クレジット保有者か仲介

事業者から購入 

非化石価値取引市場で入

札して購入 

 

  

発行量 
3 億 7800 万 kWh 

(2017 年度) 

約 12 億 kWh 

(2017 年度) 

531 億 kWh 

(2017 年 4～12 月発電分) 

価格 

発行事業者による、大量

に購入する場合で 3～4

円/kWh 程度 (2017 年度) 

  

入札状況によって変動、2018

年 4 月に実施した入札では

平均で約 0.86 円/kWh 

(CO2 排出量から換算) 

入札状況によって変動、 

最低価格は 1.3 円/kWh 

最高価格は 4 円/kWh 

(2018 年度入札分) 

償却期限 
なし (購入後いつでも償

却可能) 

なし (購入後いつでも償却可

能) 

発電した年 (1～12 月) と

同じ年度に限る 
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自然エネルギー由来の証書を活用している代表的な企業がソニーである。ソニーは太陽光発電

の自家消費や水力発電 100％メニューの購入と合わせて、自然エネルギー由来の証書を購入して

CO2 排出量の削減に取り組んでいる。2017 年度には合計で 1700 万 kWh にのぼるグリーン電力証

書を契約したほか、J-クレジット（再エネ由来）も 1 万 2500 トン分（CO2 換算）を購入した（図 3-7）。 

図 3-7．ソニーの日本国内における自然エネルギー契約状況（2018 年 3 月 31 日時点） 

MWh：メガワット時、GJ：ギガジュール、t-CO2：CO2 換算トン。出典：ソニー 

海外では国や地域ごとに自然エネルギー由来の証書が取り引きされている。欧州では「GO

（Guarantee of Origin）」、北米では「REC（Renewable Energy Certificate）」、その他の地域では「I-

REC（International REC）」が標準的に使われる（表 3-2）。証書の価格は地域や発電方法のほか、

季節によっても違いがある。平均して 0.1～0.2 円/kWh 程度で取り引きされるケースが多く、日本の

証書と比べて格段に安くて利用しやすい。 

証書 対象国・地域 証書管理システム 

GO 

（Guarantee of Origin） 

欧州連合（EU）加盟 28 カ国 

アイスランド、ノルウェー、スイス 

EECS（European Energy 

Certification System） 

または国別のシステム 

REC 

（Renewable Energy 

Certificate) 

米国、カナダ、プエルトリコ 地域・州別のシステム 

I-REC 

（International 

Renewable Energy 

Certificate） 

ブラジル、チリ、中国、コロンビア、グアテマラ 

ホンデュラス、インド、インドネシア、イスラエル 

ヨルダン、マレーシア、メキシコ、モロッコ 

ナイジェリア、ペルー、フィリピン 

サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ 

台湾、タイ、トルコ、UAE、ウガンダ、ベトナム 

（2019 年 6 月 1 日時点） 

国・地域別のシステム 

表 3-2．世界各国で利用できる自然エネルギー由来の証書。出典：自然エネルギー財団 
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IT 大手の富士通は世界各国の拠点で使用する電力を自然エネルギーで調達するにあたって、

低コストで導入できる国から利用量を拡大している。すでに欧州では自然エネルギーの電力を利用

しており、今後はアジア・太平洋と米国でも自然エネルギーの電力を増やす計画だ。証書の価格が

安い国ほど、自然エネルギーの電力を購入する場合もコストが低くなる。そうした国から優先的に

自然エネルギーへ切り替えていく（図 3-8）。 

 

図 3-8．富士通の海外拠点における自然エネルギー利用状況と各国の証書価格（富士通調べ） 

REC：自然エネルギー証書、MWh：メガワット時。出典：富士通 

 

●自然エネルギーの電力に求められる要件 

世界各国で自然エネルギーの発電設備が拡大して、電力を調達する選択肢が増えてきた。国や

地域によって状況は異なるものの、自然エネルギーの電力を調達するうえで望ましい要件がある。 

Apple や Google など気候変動に先進的に取り組んでいる企業は、利用する自然エネルギーの

電力を厳格な条件で選ぶ。北米では自然エネルギーの電力の環境価値を認証するプログラムとし

て「Green-e」があり、多くの米国企業が Green-e の基準で電力を調達している。Green-e では環境

負荷の低い発電方法であることのほかに、自然エネルギーの電力を増やす追加性を重視している。

運転開始から 15 年以上を経過した古い発電設備は認めない。 

これに対して国際イニシアティブの RE100 では、企業が利用する自然エネルギーの電力の要件

として追加性を規定していない。発電設備を特定できることや、発電した電力の環境価値を証明で

きれば要件を満たす。Green-e に比べると緩やかな基準だ。この点は企業の気候変動対策を評価

する CDP も同じである。 
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先進的な企業の取り組みや RE100/CDP などの国際イニシアティブの基準をもとに整理すると、

自然エネルギーの電力に求められる要件は 3段階のクラスに分けることができる（表 3-3）。気候変

動を抑制するためには、自然エネルギーの導入量を拡大する追加性が重要であり、しかも新たに

CO2 排出量を削減できる調達方法が望ましい（表 3-3 のクラス 1）。欧米の先進的な企業の多くは

クラス 1 に相当する電力を調達の対象に選んでいる。 

区分 要件 適用例 （日本国内） 

クラス

3 

発電方法 
自然エネルギーで発電した電力

である 
●FIT 電気 

CO2 報告 
電力の使用に伴う CO2 排出量を

ゼロで報告できる 

●非化石証書（再エネ指定、 CO2 排出係数が

全国平均以下の電力を使用） 

●電力会社の水力発電 100％メニュー 

クラス

2 

電源特定 
発電設備を特定して環境負荷を

確認できる 

●固定価格買取制度の買取期間を終了した発

電設備（卒 FIT）の電力 

●固定価格買取制度の認定を受けていない発

電設備（非 FIT）の電力 

電力認証 
発電した電力の環境価値を証明

できる 

●グリーン電力証書 

●Ｊ-クレジット（再エネ由来） 

●非化石証書（再エネ指定、属性情報あり） 

クラス

1 

追加性 
自然エネルギーの導入量を拡大

する効果がある 

●グリーン電力証書（運転開始から 15 年以内） 

●Ｊ-クレジット（同上） 

●非化石証書＋FIT 電気（特定契約） 

CO2 削減 新たに CO2 排出量を削減できる 
●自家発電・自家消費の電力 

●発電事業に投資して調達した電力 

◇CDP 推奨要件：クラス 3（発電方法、CO2 報告） 

◇RE100 推奨要件：クラス 2（電源特定、電力認証）＋クラス 3（発電方法、CO2 報告） 

◇Green-e 認証要件（北米）：クラス 1（追加性）＋クラス 2（電源特定、電力認証）＋クラス 3（発電方法、CO2 報告） 

表 3-3．自然エネルギーの電力に求められる要件（クラス 1 が最も望ましい） 

出典：自然エネルギー財団 

自然エネルギーの電力に求められる要件に違いがある中で、米国のアウトドア用品メーカーの

パタゴニアの調達方針は明快だ。パタゴニアは追加性と CO2 排出量の削減効果を重視して、日本

を含む世界各国で自然エネルギーの電力を調達している。 

日本では固定価格買取制度（FIT）で買い取られた電力は CO2 排出量がゼロとみなされないが、

実際には発電時に CO2 を排出しない。パタゴニアは FIT の対象になっている電力でも購入する。

制度上の CO2 排出量ではなくて、実際の CO2 排出量を重視する考え方である。 
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パタゴニアは東京都内の直営店で使用する電力として、千葉県のソーラーシェアリング（営農型

の太陽光発電）の電力を採用した（写真 3-8）。この太陽光発電所は FIT の適用を受けているが、

耕作放棄地だった農地を利用して太陽光発電と同時に農作物を栽培する。農作物による CO2 の

吸収効果を合わせると、単に自然エネルギーの電力を作り出す以上の CO2 削減に貢献できる。 

写真 3-8．パタゴニアの直営店で使用する電力を供給する営農型の太陽光発電所（千葉県） 

出典：パタゴニア日本支社 

制度上の CO2 排出量か、追加性を伴う実際の CO2 排出量か、どちらを重視するかは、企業の

置かれた状況によって判断が分かれる。国や CDP に対して CO2 排出量を報告しなくてはならない

大手の企業にとっては、制度上の CO2 排出量を削減することも重要な課題である。FIT で買い取ら

れた電力でも、制度上の CO2 排出量をゼロにする方法はある。 

JR 東日本（東日本旅客鉄道）は東北地方を中心に、地域の太陽光・風力・地熱・バイオエネル

ギーを生かした自然エネルギーの開発事業を推進している。秋田県では FIT の適用を受けて 2MW

の風力発電所を 2016 年に運転開始した。発電した電力は東北電力に売電しているが、その電力

を同じ秋田県内にある男鹿駅で利用している。 

東北電力は FIT で買い取った電力の環境価値（CO2 を排出しないなどの効果）を、非化石証書

で購入する。さらに JR 東日本の風力発電所の環境価値であることを証明するトラッキング情報を

非化石証書に付与して、FIT で買い取った電力と合わせて男鹿駅に供給する方法だ（図 3-9）。 

この方法をとることによって、JR 東日本は自然エネルギーの導入量を拡大する追加性とともに、

制度上の CO2 排出量をゼロにすることが可能になる。米国で数多くの企業が実施している「バー

チャル PPA」（p43を参照）に近いスキームで、同じ自然エネルギーの発電所から電力と証書を一体

（Bundled）で調達する形になる。 
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図 3-9．JR 東日本の男鹿駅（秋田県）で使用する CO2 フリー電気の供給方法 

GIO：低炭素投資促進機構、JEPX：日本卸電力取引所。出典：JR 東日本 

JR 東日本はグループ会社を含めて開発・運転する自然エネルギーの発電所を対象に、トラッキ

ング情報の付いた非化石証書を組み合わせる方法で CO2 フリーの電力の使用量を増やしていく

（図 3-10）。駅だけではなく電車にも CO2 フリーの電力を供給して CO2 排出量を削減する方針だ。 

 

図 3-10．JR 東日本グループの自然エネルギー開発状況（2019 年 7 月時点）。出典：JR 東日本  
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第 4 章 事業面の効果：ビジネスに直結する時代に 

自然エネルギーの電力を利用して CO2 排出量の削減に取り組むことは、現実のビジネスに好影

響を与える。いまや自然エネルギーの利用拡大と省エネの推進が、多くの企業に新たなビジネス

チャンスと利益をもたらす。 

 

●省エネを推進して収益を高める 

すでに建設業では事業を拡大させる効果が明確に表れている。積水ハウスは 2009 年から太陽

光発電と省エネ技術を組み込んだゼロエネルギーハウス（ZEH）の販売に注力してきた。その効果

によって新築の戸建住宅の平均単価が 10 年間に 20％以上も上昇して収益を押し上げた（図 4-1）。

売上高に対する営業利益率は 2009 年から上昇を続けている。顧客満足度も高まり、住宅事業の

好循環を生んでいる。 

 

図 4-1．積水ハウスの新築戸建住宅の平均単価と売上高営業利益率。出典：積水ハウス 

同様に大和ハウス工業でも、売上高の増加とエネルギー消費量の改善が相乗効果を発揮して

いる。グループ全体のエネルギー消費量に対する売上高を「エネルギー効率（EP）」の指標に設定

して、2005 年から 2015 年の 10 年間で 2 倍に向上させた（図 4-2）。 

 

図 4-2．大和ハウス工業のエネルギー効率の実績と目標。出典：大和ハウス工業 
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特に太陽光発電と省エネ技術によるゼロエネルギービル（ZEB）の建設が増加したことで、エネ

ルギー効率が上昇した。2040 年までにエネルギー効率を再び 2 倍に高める計画で、CO2 排出量

の削減に取り組む企業や自治体などから受注を増やせる期待は大きい。 

小売業では事業構造そのものを省エネ型に転換する取り組みが始まっている。丸井グループは

事業活動における環境負荷の低減を目指して「グリーンビジネス」を拡大している。モノを売らない

循環型のサービスを増やすことで、エネルギーの使用量と廃棄物を削減する狙いだ（図 4-3）。その

結果として CO2 排出量あたりの営業利益を高めることができる。 

 

図 4-3．丸井グループのグリーンビジネス長期目標。GHG：温室効果ガス。出典：丸井グループ 

丸井グループは店舗やオフィスで使用する電力を 2030 年までに自然エネルギー100％に切り替

えながら、CO2 を主体とする温室効果ガス排出量を削減していく。同時に環境にやさしい循環型の

グリーンビジネスの売上比率（サーキュラーレベニュー）を 2018 年度の 20％から 2030 年度には

40％以上に高める。環境負荷の低減と収益の拡大を両立させる戦略である。 
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●自然エネルギーの導入で取引を拡大 

自然エネルギーの電力を増やす丸井グループの取り組みは早くも効果を上げている。自然エネ

ルギーの電力を利用する東京都内の店舗の 1 階には、Apple の直営店がテナントとして入居中だ

（写真 4-1）。全世界のオフィスや店舗で使用する電力を自然エネルギー100％で調達する Apple の

方針に合致した。丸井グループが全国の店舗で自然エネルギーの電力を利用していけば、Apple

のほかにも気候変動の抑制に先進的に取り組む国内・海外の企業をテナントして誘致しやすくなる。 

写真 4-1．Apple が日本で展開する店舗の 1 つ「Apple 新宿」（東京都）の外観。出典：Apple 

自然エネルギーの電力を利用できる「マルイ新宿 本館」の 1 階に入居 

気候変動を抑制するためには、個々の企業が CO2 排出量を削減するだけでは不十分である。

各企業が取引先と連携して、地球規模で CO2 排出量の削減を進める必要がある。その点でも

Apple の取り組みが先行している。 

Apple は世界各国の製品・部品のサプライヤー（供給元）に対して、自然エネルギーの電力を利

用するように働きかけている。2019 年 4 月の時点で世界 16 カ国の 44 社が Apple 向けの生産活動

を自然エネルギーの電力で実施すると表明した。その中に日本のサプライヤー3 社も含まれている。

電子部品を供給するイビデン、太陽インキ製造、日本電産である。 

イビデンは愛知県の貯木場の跡地にある広大な池に水上太陽光発電所を建設した（写真 4-2）。

そこで発電した電力を使って Apple 向けの部品を生産する。各サプライヤーは重要な取引先である

Apple の意向に合わせて自然エネルギーの電力を調達して、CO2 排出量の削減に共同で取り組ん

でいく。 
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写真 4-2．イビデンの水上太陽光発電所（愛知県）。Apple 向けの生産に利用。出典：Apple 

Apple は 2020 年までに自然エネルギーの発電設備を 400 万 kW 増やす計画をサプライヤーと進

めている。すでに 2019 年 4 月の時点で目標を上回る 500 万 kW 以上の導入契約が確定した。特に

中国におけるプロジェクトが多く、発電規模も圧倒的に大きい（図 4-4）。日本のサプライヤーも自然

エネルギーの電力を利用して生産できるようにしないと、将来の取引に影響する可能性がある。 

図 4-4．Apple が全世界で実施する自然エネルギー導入プロジェクト。MW：メガワット。出典：Apple 
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第 5 章 普及に向けた課題：複雑な法制度、未成熟な市場 

自然エネルギーの電力を利用する企業が世界各国で増える一方で、解決すべき課題が数多く

残っている。 

日本では自然エネルギーの電力を認証する制度が統一されておらず、発電した電力の環境価

値をトラッキングするシステムが海外のように整備できていない。送配電ネットワークに新しい発電

設備を接続できない問題が自然エネルギーの導入を阻んでいるにもかかわらず、電力会社の対応

は進んでいない。 

海外では国や地域による制度の違いから、企業が自然エネルギーの電力を自由に選択できな

いケースがある。特に米国では現在も数多くの州で電力の小売が規制されている。そうした状況に

あって、先進的に取り組む企業は新たな方法で自然エネルギーの電力を調達し始めた。 

 

●自然エネルギーの認証システムを整備 

日本で自然エネルギーの電力を調達するにあたって、主に 3 つの課題がある。第 1 に価格が高

いこと、第 2 に調達できる量が少ないこと、そして第 3 に自然エネルギーの電力を認証する制度や

システムが十分に整備されていないことである。 

現在のところ日本には自然エネルギー由来の証書が 3 種類あり、それぞれで認証の要件が違う。

今後は自然エネルギーの電力の大半が非化石証書の認証を取得する可能性が大きい。グリーン

電力証書と J-クレジット（再エネ由来）は、主に企業や家庭が自家消費した分の自然エネルギーの

環境価値を取引する手段として使われる。 

このうち非化石証書には、対象になる電力の環境価値をトラッキングできない問題が残っている。

国際イニシアティブの RE100 では、トラッキング情報が付いていない非化石証書を自然エネルギー

の電力調達手段として認めていない（図 5-1）。RE100 の加盟企業のみならず、多くの企業にとって

非化石証書は使いにくい状況だ。 

 

図 5-1．日本の証書と国際イニシアティブの対応状況。GHG：温室効果ガス 

出典：経済産業省、環境省 
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非化石証書の制度自体が複雑でわかりにくい。証書が 3 種類に分けられて、対象の電源や取引

の方法が違う（図 5-2）。自然エネルギー由来の証書として利用できるのは「再エネ指定」の 2 種類

だけである。しかも小売電気事業者しか証書を買うことができず、一般の企業は小売電気事業者

が電力と組み合わせて販売するメニューで調達する方法しか選択できない。 

図 5-2．非化石証書の種類と取引方法。出典：資源エネルギー庁 

FIT：固定価格買取制度、GIO：低炭素投資促進機構（FIT 費用負担調整機関） 

海外では自然エネルギー由来の証書を企業が自由に買うことができて、トラッキング情報をシス

テムで確認できる。日本でも非化石証書の制度を変更して同様のシステムを整備すべきだ。それ

に加えて発電に伴う環境負荷を評価・表示するラベルが定着すると、要件に合った自然エネルギー

の電力を選びやすくなる。北米では「Green-e」、欧州では「EKOenergy」などが自然エネルギーの電

力の環境価値を認証する手段として使われている（図 5-3）。 

図 5-3．自然エネルギーの電力の環境価値を認証する「Green-e」と「EKOenergy」 

出典：Center for Resource Solutions、EKOenergy 

国際イニシアティブの CDP や RE100 では、発電に伴う環境負荷を評価する基準は設けていな

い。この点を Green-e や EKOenergy などのラベルが補完している。持続可能性を重視する点から

自然エネルギーの電力を評価・表示するラベルは重要で、日本にも定着することが望まれる。 
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●送配電ネットワークの運用を効率的に 

日本では送配電ネットワークが自然エネルギーの大量導入に対応できていない。ネットワークに

空き容量がないことを理由に、自然エネルギーの発電設備がネットワークに接続できない問題が全

国各地で起こっている。このままでは自然エネルギーの電力を増やすことができず、企業が調達で

きる量も限られてしまう。 

実際のところ、全国の送配電ネットワークには十分な空き容量がある。電力会社による運用ルー

ルが硬直的なため、空き容量があるにもかかわらず、新しい発電設備を接続できない状態になって

いるに過ぎない。再稼働が見込めない原子力発電所のために確保している容量も大きい。実態に

合わせて早急に開放する必要がある。 

資源エネルギー庁は「日本版コネクト＆マネージ」と呼ぶ新たな運用ルールを策定して、2018 年

度から電力会社に対応を求めている（図 5-4）。この運用ルールを適切に実施すれば、空き容量が

大幅に増えて、全国各地で自然エネルギーの発電設備を増やすことが可能になる。電力会社が迅

速かつ適切に対応するように、資源エネルギー庁が強力に促すべきである。 

図 5-4．送配電ネットワークの運用ルールの見直し（日本版コネクト＆マネージ） 

出典：資源エネルギー庁 

自然エネルギーの導入で先行する欧州では、変動する太陽光・風力発電の出力を IT（情報技術）

を駆使して的確に予測しながら、大量の自然エネルギーの電力を送配電ネットワークに取り込んで

需要家に供給している。日本の送配電ネットワークは基本的な構造が欧州と違うとはいえ、改善で

きる余地は大きく残っている。 
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●電力事業の規制が国・地域ごとに残る 

企業にとって悩ましい問題は、米国や欧州にもある。特に米国では州ごとに制度の違いがあり、

多くの州で自然エネルギーの電力を調達しにくい状況だ。日本と大きく違う点は、電力の小売事業

を自由化していない州が数多く残っていることである（図 5-5）。全米 50 州のうち 30 を超える州では

特定の電力会社から購入しなくてはならない。 

図 5-5．米国の電力小売自由化の状況（アラスカ州とハワイ州は左下） 

灰色の州が自由化されていない。出典：米国環境保護庁（EPA） 

さらに自然エネルギーによる電力の供給状況にも大きな開きがある（図 5-6）。東部や南部では

自然エネルギーの比率が 10％に満たない州が多く、電力の小売も自由化されていない。 

 

図 5-6．自然エネルギーによる発電電力量の比率と主な発電方法（2017 年） 

出典：自然エネルギー財団が米国エネルギー情報局のデータをもとに作成 
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欧州でも同様に国による違いが大きい。EU（欧州連合）に加盟している 28 カ国の状況を見ると、

自然エネルギーによる発電電力量の比率が 50％以上の国が 7 カ国ある一方で、20％以下の国が

フランスやオランダを含めて 9 カ国ある（図 5-7）。 

図 5-7．EU（欧州連合）加盟 28 カ国の発電電力量に占める自然エネルギーの比率（2018 年） 

出典：自然エネルギー財団が Sandbag/Agora のデータをもとに作成 

加えて自然エネルギーの導入政策が企業の電力調達方法に影響を与えている。欧州の主要国

で企業が締結した自然エネルギーの電力購入契約（PPA）の規模を比較してみると、ノルウェーや

スウェーデンなど北欧が圧倒的に多い（図 5-8）。 

図 5-8．欧州の主要国で企業が締結した自然エネルギーの電力購入契約（PPA） 

単位：GW（100 万キロワット）。出典：RE-Source Platform 

対照的に少ないのがドイツである。長年にわたって固定価格買取制度を実施してきたことが主な

要因と考えられる。発電事業者は企業と契約するよりも、国の買取制度を利用して売電するほうが

有利になる。ドイツでも買取制度の縮小に伴って、ようやく企業による PPA が増え始めた。 
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●電力購入契約（PPA）にはノウハウが必要 

世界各国で自然エネルギーの発電コストが低下してきたが、日本ではまだ火力発電よりも高い

（図 5-9）。ただし太陽光や風力の中でも発電コストが最も低いケースでは、火力発電と同等の水準

まで下がってきた。中国では太陽光・風力が火力・原子力の発電コストを下回るようになった。火力

発電が少ないフランスでは太陽光のコストが最も低く、英国と米国では風力のコストが最も低い。 

図 5-9．主要国における発電コスト（新設案件の均等化発電原価、2018 年下半期、助成なし） 

kWh：キロワット時。出典：Bloomberg NEF（日本の原子力は経済産業省の 2015 年時点の試算） 

世界の多くの国では、新しい発電所を建設する場合には太陽光・風力がコスト面でも有利になり、

企業が発電所と長期の電力購入契約（PPA）を締結する事例が増えている。自然エネルギーの電

力を一定の価格で長期にわたって調達できるため、電気料金の変動の影響を受けることなく、CO2

を排出しない電力を使い続けられるメリットがある。 

特に企業による PPA が活発な米国では、さまざまなタイプの契約が結ばれるようになった。代表

的なものに「バーチャル PPA」がある。バーチャル PPA では、企業が発電所から購入した電力を市

場で売却して、オフィスなどで利用する電力を小売電気事業者から購入する。このような方法でも

自然エネルギーの環境価値を発電所から証書で受け取れば、通常の PPA と同様に自然エネル

ギーの電力を利用したものとみなせる（図 5-10）。 
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図 5-10．バーチャル PPA による電力と証書の取引スキーム。出典：Google 

日本語訳は自然エネルギー財団 

バーチャル PPA は発電所と電力を利用する場所が遠く離れている場合にも有効である。条件の

良い地域の発電所を選んで PPA を結ぶことが可能だ。米国では電力の小売が自由化されていな

い州が多い。バーチャル PPA を結べば、他の州の発電所から自然エネルギーの電力を証書と合

わせて購入できる。 

日本国内では電気事業法の規定によって、一般の企業が発電事業者と直接 PPA を結ぶことは

できないが、小売電気事業者を介在させる方法がある。小売電気事業者が発電事業者とPPAを締

結して、調達した電力を企業に供給する。PPA の締結から実際の電力供給までを小売電気事業者

に任せることで、通常の電力を購入するのと同じように自然エネルギーを長期に利用できる。自然

エネルギーの発電コストが低下すれば、コスト面でも有利になってくる。 

欧米では企業が PPA を締結するにあたり、契約条件の交渉から電力の需給管理まで、さまざま

な知識とノウハウが求められる。太陽光や風力は天候によって計画どおりに発電できないリスクが

ある。電力の過不足に対する調整能力が必要になり、それに伴うコストもリスクになる。最近は保

険会社をはじめ金融機関が PPA のリスクを低減するサービスに乗り出し、新たな事業として注目を

集めている。 

日本でも企業が自然エネルギーの電力を契約する事例が増えていくと、発電事業者や小売電気

事業者のみならず、金融機関をはじめ多くの産業に新しいビジネスチャンスが生まれる。気候変動

の抑制と産業・経済の活性化は同時に進んでいく。意欲的に取り組んだ国と企業が競争力を高め

ながら長期に繁栄することになる。 
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●ケーススタディ一覧 （2018 年 6 月～2019 年 8 月） 
掲載ウェブサイト：自然エネルギー財団 （先進企業の自然エネルギー利用計画） 

 

 

IT・エレクトロニクス 

 

◇Apple 
「全世界で自然エネルギー100％達成、20 社超のサプライヤーも Apple 向けに対応」 

 

◇Google 
「自然エネルギーの電力購入量が世界最大、すべての時間帯で 100％達成を目指す」 

 

◇ソニー 
「2040 年までに全世界で自然エネルギー100％、日本国内は拠点間で太陽光発電の電力融通も」 

 

◇富士通 
「本業の ICT を駆使して 2050 年に CO2 ゼロ、欧州を皮切りに自然エネルギーの電力を拡大中」 

 

 

消費財（メーカー） 

 

◇花王 
「自然エネルギー100％の工場を世界各地に、太陽光発電の自家消費も相次いで開始」 

 

◇富士フイルムホールディングス 
「電力と蒸気を自然エネルギー由来 100％に、工場では風力・太陽光発電も拡大中」 

 

 

消費財（小売） 

 

◇アスクル 
「2030 年にグループ全体で 100％達成へ、全国 9 カ所の物流センターから導入開始」 

 

◇イオン 
「2050 年までに自然エネルギー100％へ、国内・海外 2 万カ所以上の拠点で脱炭素を推進」 

 

◇イケアグループ 
「自然エネルギー100％を 2020 年に達成、太陽光・風力発電を世界 29 カ国で導入」 

 

◇丸井グループ 
「地球環境と共存するグリーンビジネス拡大、証書に頼らず自然エネルギーの電力を 100％使う」 

 

 

建設・不動産 
 

◇大和ハウス 
「2040 年までに売電から自家消費へ切り替え、国内最大の太陽光発電設備をグループで保有」 
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● 「自然エネルギーユーザー企業ネットワーク」（RE-Users）について 

自然エネルギー財団では、企業のエネルギー調達や環境 CSR にたずさわる皆様を主な対象として、

「自然エネルギーユーザー企業ネットワーク」（略称：RE-Users）を運営しています。情報交換会（招待制）

を定期的に開催して、自然エネルギーの効率的な調達方法をはじめ様々な課題について解決策を探り

ます。さらに自然エネルギーの調達・利用に関する国内と海外の最新情報をニュースレターや年次総会

のサミットを通じてお伝えしています。多くの企業や関連団体から協力を得て、自然エネルギーの利用

拡大を図るとともに、参加者のご意見・ご要望をもとに政府に対する提言にも力を入れて取り組んでい

きます。 

RE-Users の参加方法につきましては、自然エネルギー財団の事務局にお問い合わせください。 

＊メールアドレス：RE-Users@renewable-ei.org 
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