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●脱炭素と地域活性化のサポートに期待
～大きく変わる地域新電力の役割



地域活性エネルギーリンク協議会

2JRRI



3

１．温暖化のもたらす脅威



大雨特別警報（2021年10月）
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（出典：TENKI.jp）



気候危機
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（出典：IPCC、朝日新聞）



増える異常気象
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（出典：IPCC、日経新聞）



温暖化は、「人間活動が原因」

○国連、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

報告書（2021年8月）

◆「人間の影響が大気、海洋および陸域を

温暖化させてきたのは疑う余地がない」と指摘

◆今後20年のうちに気温上昇が1.5度を上回る

可能性が高い

◆ただし、温暖化ガス排出を着実になくせば、

気温は、21世紀末にかけて下落

〇COP26（イギリス、グラスゴー）2021年10月～11月：

◆気温上昇：1.5度が事実上の世界目標に
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（出典：気象庁など）



今後10年の地球レベルの重大リスクは？

◆「環境」に関するリスクが1～3位、7，8位
①気候変動対策の失敗 ②異常気象 ③生物多様性の喪失

⑦人間の環境被害 ⑧天然資源危機

④人的結束の侵蝕 ⑤生活の危機 ⑥感染症
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（出典：The Global Risks Report 2022）
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２．政府の対応と
企業に及ぶ脱炭素の波



『2030年に46%削減』へ目標（NDC）強化
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（出典：日経新聞）



カーボンニュートラルへの転換イメージ
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（出典：経産省）



第6次エネルギー基本計画
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（出典：エネ庁）



企業に迫る脱炭素化
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（出典：エネ庁）



金融による企業選別
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（出典：第一生命）



脱炭素のサプライチェーンへの拡大

○GHGプロトコルによる定義

□スコープ１．化石燃料からの排出

□スコープ２．電力消費からの間接的な排出

□スコープ３．原材料や製品使用などライフサイクル全体の排出
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（出典：環境省、経済産業省）



アップル社のサプライヤーへの要求
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サプライチェーンへの要請

○SBT認定取得企業からサプライヤーへの要請例
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（出典：環境省）



RE100

○再生エネ電力100％を目指す世界の企業の協議体

「2020年に加盟300社を突破」：以下、参加企業紹介ページ

http://there100.org/companies
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（出典：RE100）



日本の「RE100」参加企業
○合計63社（2022年1月）

㈱リコー、積水ハウス、㈱アスクル㈱ 大和ハウス工業㈱、ワタミ㈱、イオン㈱、

城南信用金庫、丸井グループ、㈱エンビプロ・ホールディングス、富士通㈱、

ソニー㈱、芙蓉総合リース㈱、コープさっぽろ、戸田建設㈱、コニカミノルタ㈱ 、

大東建託㈱、㈱野村総合研究所、東急不動産㈱、富士フイルムHD㈱、

アセットマネジメントOne㈱、第一生命保険㈱、パナソニック㈱、

旭化成ホームズ㈱、㈱高島屋、㈱フジクラ、東急㈱、 ヒューリック㈱、

㈱LIXILグループ、㈱安藤・間、楽天㈱ 、三菱地所㈱、三井不動産㈱、

住友林業㈱、小野薬品工業㈱、日本ユニシス㈱、㈱アドバンテスト、味の素㈱、

積水化学工業㈱、㈱アシックス、Ｊ．フロント リテイリング㈱、アサヒグループH㈱、

キリンH㈱、ダイヤモンドエレクトリックH㈱、㈱セブン＆アイ・H、㈱ノーリツ、

㈱村田製作所、いちご㈱、㈱熊谷組、㈱ニコン、日清食品ホールディングス㈱、

㈱島津製作所、東急建設㈱、セイコーエプソン㈱、TOTO㈱、花王㈱、

日本電気㈱、第一三共㈱、セコム㈱、東京建物㈱、エーザイ㈱、

明治ホールディングス㈱、西松建設㈱、カシオ計算機㈱
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再エネ100宣言RE Action

○自治体、中小企業版「RE100」

◆正式名称：再エネ100宣言 RE Action

◆WEBサイト：https://saiene.jp/

◆発足：2019年10月9日 28団体

◆参加条件：RE100とほぼ同等

対象外：再エネ設備事業の売上高が全体の50%以上

主な収入源が、発電及び発電関連事業

◆参加団体：226団体（2022．1.27.）

〇自治体：8団体（さいたま市、岩手県久慈市、岩手県一戸町、

石川県加賀市、神奈川県、福知山市、岡山市、赤磐市）

〇中小企業、非営利団体（学校法人、医療法人、生協）など：多数

20JRRI

（出典：RE Action）
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３．自治体と地域主導の脱炭素



2050年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言

○514自治体（40都道府県、306市、14特別区、130町、24村）
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（出典：環境省 2021.12.28.）



2030年に向けた政府の取り組み

○地域主導で進める脱炭素：

１．地球温暖化対策推進法（温対法）の改正
・2050年カーボンニュートラルの明記

・自治体による「促進区域」の設定

・企業の取り組みの見える化

２．地域脱炭素ロードマップ（国・地方脱炭素実行会議）
・自家消費型太陽光の拡大など重点対策

・「脱炭素先行地域」の設置

⇒地域で求められる自治体と企業のコラボ

⇒自治体間の競争で格差が発生
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地方自治体の取り組み支援
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（出典：環境省）



地域脱炭素ロードマップ

◆重点対策①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電：

〇自治体の建築物及び土地への太陽光発電設備の導入

目標：2030 年に建築物等の 50％、2040 年に100％導入

＜創意工夫例＞ PPA モデル

『地域において、地方自治体・金融機関・中核企業等が

主体的に参画した体制』と実施の仕組みを明記
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（出典：環境省）



地域脱炭素ロードマップ

◆100を超える「脱炭素先行地域」の展開：

要件と特徴：

〇2030年までに、地域の電力100％の脱炭素化

〇地域課題の解決に結び付く、地域の特徴ある取り組み

〇他の地方自治体等の取組に横展開可能なモデルケース

〇交通など、電力以外の地域特性に応じた１つ以上の取り組み

〇省エネ対策、最大限の再生エネ導入、実績の検証など

〇「再エネ交付金」は先行地域優先（初年度200億円）

公募：

〇ガイドブック（案）の発表と2022年1月から公募開始

26
JRRI
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４．地域新電力の役割



地域の再生エネ活用による地域経済への効果
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（出典： 環境省）



地域の命運を分ける脱炭素、再生エネ対応

◆民間企業：

□サプライチェーンに脱炭素を求める企業の急増

＊アップル社は2030年までに下請けを100%CO2フリー化

□「RE Action」参加で企業価値を上げる中小企業

□脱炭素、SDGｓの取り組みが、入札条件や融資の条件に

◆自治体：

□常識となった「2050年二酸化炭素実質排出ゼロ宣言」表明

□再生エネ電力の供給が、企業誘致の条件に

地元の「地域新電力＋再生エネ発電事業」で対応
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地域新電力の役割

役割１．地域経済循環の実現

□エネルギーの地産地消
地域の電力を地域に供給（ごみ発電の自己託送など）

□流出エネルギー費の削減 ⇒電気代の流出削減

□安価なエネルギーを地元に供給 ＊JEPX高騰の影響あり

役割２．再生エネの拡大、利活用

□温暖化対策、CO2削減

□災害時などのBCP対応（電気、熱、交通）

□再生エネ利用の各種ビジネスの展開

PPAなど発電事業、熱供給、柔軟性（DR、VPPなど）、交通
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地域新電力の役割

役割３．自治体や地元企業のサポート

□自治体、地元企業の『RE Action』の参加と実現支援

『ゼロカーボンシティ』表明と『先行地域』提案、実現の支援

□自治体、地元企業のSDGｓの実現の支援

□再生エネを必要とする企業誘致の実現

□高齢化対応、買い物難民の解消など地域サービスの支援

役割４．全国への情報発信、観光などPR、その他

□役割１～３の実現、拡大を全国に広報

⇒地元産品のPR、移住や「関係人口」の拡大など

□各種のノウハウを地元に残す、施策のスピードアップ支援
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SDGｓ（持続可能な開発目標）
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（出典：外務省）

○2015年9月の国連サミットで全会一致で採択

・「誰一人取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

・2030年を年限とする１７の国際目標（ゴール）、

・脱炭素との密接な関連 ＊すべての国、地域での達成

『地域におけるSDGｓの達成』

誰もが住みたい理想の地域

＊地域活性化、地域の価値の向上



SDGｓ実現のパートナー
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○SDGsの実施手段：パートナーシップ（目標17）

自治体だけでなく、

地域のすべてのステークホルダーが関わる必要

＊地域の民間企業

例：地元企業、地域新電力など

＊各種団体

例：商工会議所、自治会など



地域新電力の目指すもの

脱炭素＋地域活性化

＋安全安心なまちづくり

地域の価値の向上

魅力ある地域の実現
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５．地域新電力の新しい展開



求められる地域新電力の姿

◆電力小売りの“一本足事業”からの転換

□電力小売りだけに頼らないビジネスモデル

□小売りの最大限のリスクヘッジ

JEPX比率の縮小（相対、先物など）、PPAの拡大など

□PPAなど発電事業への積極的関与

新電力から、「地域（エネルギー）会社」への転換

◎キイワードは「地域課題の解決」

□地域主導の脱炭素（＋地域活性化）の推進役

□エネルギーを切り口とした地域サービスの展開
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地域課題の解決主体
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（出典：日本総研、環境省）



地域脱炭素ロードマップの重点対策
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（出典：環境省）



地域課題の解決主体
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（出典：環境省、日本総研）



「GET-UP Tohoku」と地域経済循環
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（出典：「GET-UP Tohoku」資料）
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６．PPAと地域新電力



地域脱炭素ロードマップ

◆重点対策①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電：

〇自治体の建築物及び土地への太陽光発電設備の導入

目標：2030 年に建築物等の 50％、2040 年に100％導入

＜創意工夫例＞ PPA モデル

『地域において、地方自治体・金融機関・中核企業等が

主体的に参画した体制』と実施の仕組みを明記
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（出典：環境省）



再生エネの導入目標（2030年）

◆自家消費型と地域共生型の太陽光発電：
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①公共部門の率先実行（自家消費型、地域共生型）
国・地方公共団体が保有する設置可能な建築物屋根等の
約50%に太陽光発電を導入することを目指し、
6.0GWの導入を見込む。

②民間企業での自家消費
少なくとも10GWの導入を見込む。

③地域共生型太陽光発電
約1,000の市町村が公有地や脱炭素促進区域等において
導入に取り組むことにより、地域と共生する太陽光発電を
4.1GW導入することを見込む



再生エネ発電ビジネスの変化

◆FIT制度からPPAへ：
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これまでの発電事業 新しい発電事業

■時代の要請 〇再生エネ電源の拡大 〇脱炭素社会の実現
〇地方活性化

■背景となる制度 〇固定価格買取制度（FIT） 〇PPA

〇FIP制度

■プレーヤー 〇発電事業者 〇発電事業者
〇電力小売事業者
〇需要家など

■事業性 〇FIT制度の買取価格
〇発電コスト（施工）

〇需要家の買取価格
〇発電コスト（施工）
〇供給コスト（新電力など）

■特徴 〇単体での単純な事業 〇地域内でのコラボ
〇技術などの複雑化、拡張性
・自己託送、余剰電力、融通など



コーポレートPPA

◆コーポレートPPAとは何か

需要家が発電事業者との間で、直接、

数年、10年から20年など長期間の電力買取契約を結ぶこと

Power Purchase Agreement（第三者所有の電力売買契約）

＊日本では、小売電気事業者の介在が必要

◆PPAの需要家メリット

〇追加性あり：新規の再生エネ発電施設の場合

〇長期の安定供給：長期的な再生エネ電源の確保

〇価格の安定：資源価格や卸売価格の変動に影響を受けず

原則として固定価格

＊再生エネ電力料金プランは価格変動のリスク大

□新電力のメリット：PPAは容量拠出金の対象とならない
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オフサイト、オンサイトPPA
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（出典：セブンイレブンHプレスリリース）



世界のPPAの拡大
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（出典：REN21 GSR2021）



RE100企業のPPA比率
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（出典：「RE100」年次リポート2021）



地域をターゲットにしたPPA（2021年12月発表）

●伊藤忠、全国5000カ所で太陽光発電：

2025年までに全国の遊休地5000カ所で小規模発電所を新設

発電規模は合計約50万キロワット、企業に長期供給

●東京センチュリー、ＮＴＴアノードエナジーなど4社：

総額1,000億円規模の再生可能エネルギー案件

ファンドを通じての取得を目指す

●ローソン、自社専用再エネを調達：

三菱商事、太陽光発電所を500カ所新設

発電容量450MWキロワット、ローソンの25%約3600店舗

●三井住友ファイナンス&リース：

小規模の太陽光発電所を600億円で開発

2025年までに5000～6000カ所
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地域循環型PPA

☆条件：関わるプレーヤーが、基本的に地域内であること

〇設置場所

○再生エネ発電設備の所有者（保有）＊地域新電力の保有例も

○施工事業者（設置と維持管理など）

○地域新電力（不足電力の供給など）

○地域金融（ファイナンス）

⇒条件がそろって、地域内での経済循環が生まれる。

地域脱炭素ロードマップで示された実施体制：

『地域において、地方自治体・金融機関・中核企業等が

主体的に参画した体制』と明記
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地域循環型PPAの例
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（出典：アズマ）



お礼
ご清聴ありがとうございました。

ご質問その他は、ご遠慮なく下記のメールまでお送りください。

日本再生可能エネルギー総合研究所

代表 北村 和也

e-mail: kitamura@jrri.jp

ウエブのURL、ツイッターのアドレスです。

URL: http://www.jrri.jp

Twitter: @kit_jrri
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