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１.	はじめに

　世界的なエネルギー使用量の増大とそれに伴なうCO2  

排出量の増加，CO2に代表される温室効果ガスの排出量
増大が原因として疑われている地球温暖化や異常気象の
発生など，近年「持続可能な社会」への関心が高まって
いる。国連が2030年を期限とする持続可能な開発のため
の目標として採択した「持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）」や，投資分野では環
境と社会，企業統治に配慮した企業へのESG投資が話題
となり，事業活動を100％再生可能エネルギーで賄うこ
とを目標に掲げる企業が参加するイニシアチブRE100

（Renewable Energy 100％）も世界的に拡大している。
これに伴なってエネルギーの環境価値を重視する動きも
活発化している。
　本稿では，これら持続可能性を重視する近年の動きを
紹介すると共に，エネルギーの環境価値を重視した取り
組みや，環境価値を意識した再生可能エネルギー活用の
取り組み事例について述べる。

２.	環境価値を重視する制度の概要

　企業や投資家を取り巻く持続性重視の取り組みの全体
像を図１にまとめた。国連が掲げたSDGsや責任投資原
則（PRI：Principles for Responsible Investment）に対し
て，これらに賛同・署名した企業や投資家が，RE100や
CDPによる評価，ESG投資などの仕組みを通じて持続性
重視の取り組みを進めている。
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２.１　SDGs

　SDGsは2015年９月の国連サミットで採択され，国連
に加盟する193カ国が2030年までの15年間で達成するた
めに掲げた目標で，17の目標とそれらを達成するための
169のターゲットで構成されている。このうちエネルギ
ーに関する目標は，「目標７. すべての人々の，安価かつ
信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを
確保する」とされており，ターゲットは表１に示すよう
な内容となっている１）。この中には2030年までに再生可
能エネルギーの割合を大幅に拡大させること，エネルギ
ー効率の改善率を倍増させること，クリーンエネルギー
の研究促進や投資を促進することなどが謳われている。
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「物言う株主」として株式保有に ESGを組み入れる
投資先に ESG の情報開示を求める
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PRI の効果を高めるため共に働く
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国際・国内間の不平等是正
安全な住環境
持続可能な生産と消費
気候変動への対策
海洋資源の保全
陸上の生態系の保全
平和な社会づくりの促進
世界の協力の強化
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図１　企業や投資家を取り巻く持続性重視の取り組み

表１　持続可能な開発目標（SDGs）の目標７

目標7.　�すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネ
ルギーへのアクセスを確保する

7.1� 2030年までに，安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的
アクセスを確保する。

7.2� 2030年までに，世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの
割合を大幅に拡大させる。

7.3� 2030年までに，世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

7.a� 2030年までに，再生可能エネルギー，エネルギー効率および先進的かつ環
境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究および技術へ
のアクセスを促進するための国際協力を強化し，エネルギー関連インフラ
とクリーンエネルギー技術への投資を促進する。

7.b� 2030年までに，各々の支援プログラムに沿って開発途上国，特に後発開発
途上国および小島嶼開発途上国，内陸開発途上国のすべての人々に現代的
で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう，インフラ拡大と技術
向上を行う。

出典：�外務省「持続可能な開発のための2030アジェンダ�仮訳�p19」�
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000101402.pdf



Annual Report No. 29, June 2018, NTT Facilities Research Institute　15

を指し，原子力発電は含まれない。100％を達成するため
の方法としては，以下の２つのオプションがある。
①自社施設内や他の施設で再生可能エネルギー電力を自

ら発電する。
②市場で発電事業者または仲介供給者から再生可能エネ

ルギー電力を購入する。
　上記②について具体的には，再生可能エネルギー発電
所との電力購入契約（PPA），電力事業者とのグリーン電
力商品契約，グリーン電力証書の購入という方法がある。
　業界別のRE100加盟企業数は，金融26社，食品・消費
財21社，製造業18社，IT17社の順であり，国別では，米
国42社，英国22社，スイス９社，オランダ８社，フランス
６社など欧米諸国が先行している（図３,４）５）。RE100加盟
企業の再生可能エネルギーの調達方法としては，約60％
がグリーン電力証書の購入，約35％がグリーン電力供給

２.２　ESG投資

　企業へ投資する分野でも，投資対象の企
業価値を測る尺度として，これまでのキャ
ッシュフローや利益率等の財務情報を考慮
する投資スタイルから，これらに加えて非
財務情報である，環境（Environment）・社
会（Social）・企 業 統 治（Governance） を
考慮して投資するESG投資が世界的に拡大
している。ESGの環境面では，表２に示す
ように温室効果ガス排出に関する情報開示
や再生可能エネルギーの項目があげられて
いる２）。2006年に国連が公表したPRIは，
投資家に対して投資決定プロセスにESGの
視点を反映させるべきとしたガイドライン
で，これを受けて海外の機関投資家はESG投資を拡大さ
せている。PRIに署名した機関数と運用資産残高は図２
に示すように伸び続けており，2017年４月時点で1,700

（日本は62）機関を超え，運用資産残高は68兆ドルに達
している３）。運用資産残高の伸び率はこれまで平均で24
％と高い。ESG投資では，投資対象の企業がSDGsに賛
同しているかどうかが判断対象になるため，上場企業と
してはSDGsに力を入れることになる。

２.３　CDPの活動

　投資先企業の再生可能エネルギーの活用度合いに関し
て多くの投資家が重視しているのが，気候変動に関する
企業の取り組みを評価している国際NGOのCDP（旧組
織名：Carbon Disclosure Project）の活動である。CDP

は選定した企業に対して質問書を送付し，その回答に基
づきAからD-の８段階で評価する。2017年には全世界で
5,600社以上に質問書を送付し2,400社以上が回答してい
る。このうち日本企業は500社が含まれ，283社が回答し
ている４）。CDPの評価を受けるためには，国際規約の
GHG（温室効果ガス）プロトコルに準拠してCO2の排出
量を算出することが推奨されている。GHGプロトコル
における電力消費による間接排出量については，再生可
能エネルギー由来の電力をより多く調達する企業が評価
される仕組みになっている。

２.４　RE100

　RE100は，国際環境NGOのThe Climate Group（TCG）
が2014年に開始したイニシアチブで，事業運営にかかわ
るエネルギーを100％再生可能エネルギーで調達すること
を目標に掲げる企業が加盟している。2018年１月時点で，
世界全体で122社が加盟しており，日本ではリコー，積水
ハウス，アスクルの３社が加盟している（その後，ワタ
ミ，イオンも加盟）。ここで定義されている「再生可能エ
ネルギー」は，水力，太陽光，風力，地熱，バイオマス

図２　PRI署名機関数と運用資産残高

出典�:��PRI�「About�the�PRI」�
https://www.unpri.org/about-the-pri
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図３　�RE100業界別加盟企業数�
（2018年1月28日時点）

図４　RE100国別加盟企業数�
（2018年1月28日時点）

出典�:��Sustainable�Japan「RE100と現在の加盟企業」�
https://sustainablejapan.jp/2017/02/01/re100/25334
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表２　主要ESG問題

Environment Social Governance

◦�二酸化炭素排出や温室効果
ガス排出に関する情報開示
/測定と報告

◦�気候変動が企業に与える効果
/リスク・エクスポージャー/
機会

◦�生態系の変化
◦�環境リスクを抱える施設
◦�危険廃棄物の処理/浄化
◦�地域社会における操業許可
◦�汚染/公害
◦�再生可能エネルギー
◦�資源の枯渇
◦�有毒化学物質の使用と処理

◦�動物愛護
◦�児童労働
◦�地域社会との関係
◦�差別問題
◦�民族・人種・宗教・性別等による多
様性（従業員/取締役会の多様性）

◦�社会的リスクを伴う施設
◦�遺伝子組み換え作物
◦�生活賃金論争
◦�略奪的貸付
◦�政治献金
◦�紛争市場や紛争国への参入による政
治的リスク

◦�セクシュアル・ハラスメント
◦�役員報酬に関する株主の勧告的決議
◦�奴隷労働

◦�累積投票制
◦�二重株式制度
◦�役員報酬（業績連動
型報酬，株式報酬）

◦�多数決制
◦�ポイズンビル
◦�セイ・オン・ペイ（役
員報酬に対する株主
の勧告的決議）

◦�取締役会議長/最高経
営責任者の分離

◦�株主権
◦�期差選任取締役会
◦�買収防御策/企業支配
権の取引

出典：�デロイトトーマツ「主要ESG問題」�
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/mergers-and-acquisitions/articles/term-pri-20110526.html
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事業者からの電力調達，約３％がオフサイトの発電所から
電力系統経由で調達の順となっている（図５）６）。達成度合
いを公表している企業（84社）の達成レベルごとの企業
数を図６に示す。すでに100％を達成している企業が18社，
80％以上を達成している企業も18社あり，公表企業の40
％以上を占めている６）。加盟企業数自体は世界全体で122
社とまだ少ないが，この数は年々増加しており，ESG投資
の流れとも相まって，企業が社会に対して持続可能な活
動をしているというアピールの重要性はますます高まって
いくと考えられている。

３.	国内における環境価値を重視する	
取り組み

　前項で述べたように，世界的には投資家から投資価値
のある企業であるという評価を得，顧客からの支持を集
めてビジネスを拡大していくためには，持続可能な活動
を行っていることをアピールすることが企業として重要
であるという機運が高まってきている。

３.１　再生可能エネルギーの固定価格買取制度

　国内では，2012年に太陽光を中心とした再生可能エネ
ルギーの固定価格買取制度がスタートし，当初の買取価
格が高く（太陽光発電の産業用で40円/kWh，住宅用で
42円/kWh）設定されたことで，特に太陽光発電の認定
量が急拡大し，発電所の建設も相次いだ。2016年度時点
では図７に示すように発電量で全体の53％，50,000GWh

まで拡大した７）。ただ最近では，太陽光発電の導入量の
急拡大により電力系統の受け入れ容量に近づいてきたこ

とや，電力会社から購入する電力料金に加算される再生
可能エネルギー発電促進賦課金の上昇（東京電力で2018
年５月～2019年４月分が2.90円/kWh）によるユーザか
らの批判，発電所構築コストの値下がりなどがあり，直
近では買取価格が18円/kWh（産業用）～26円/kWh（住宅
用）まで低下し，導入拡大のペースは低下してきている。
　以上のように太陽光発電を中心とした再生可能エネル
ギーは短期間で一定量導入されたが，これらの環境価値
については評価されてこなかった。すなわちこれらの電
気はFIT電気と呼ばれ，その環境価値については賦課金
を支払った電力会社ユーザが広く保有しているという考
え方となっており，これまで環境価値を利用できる状況
にはなっていなかった。

３.２　環境価値の証書化

　再生可能エネルギーの環境価値を見える形にしたもの
として，国内では「J-クレジット」「グリーン電力証書」

「非化石証書」がある。J-クレジット制度は2013年度で終
了した国内クレジット制度から移行したもので，経済産
業省・環境省・農林水産省が共同で運営しており，「太陽
光・風力・水力・地熱・バイオマス」の５種類の再生可
能エネルギーを自家消費している発電プロジェクト（2013
年４月１日以降のプロジェクト）の申請に対して，国の認
証委員会が審査し認定する。J-クレジットは，J-クレジッ
ト保有者または仲介事業者から購入するか，J-クレジット
事務局が実施する入札で購入することができる。
　2000年に制度が始まったグリーン電力証書は，「太陽
光・風力・水力・地熱・バイオマス」の５種類の発電設
備に対して，申請事業者兼グリーン電力証書発行事業者
の申請に基づき，一般財団法人日本品質保証機構が認定
して発行される。発電設備の保有者は，J-クレジットと
異なり，発電した電気を電力会社等へ販売することがで
きるが，固定価格買取制度の適用を受けているものは対
象外となる。また，運転開始から長年経過している設備
でも対象とすることができる。
　非化石証書は，非化石価値を顕在化し取引を可能とす
ることで，小売電気事業者の非化石電源調達目標の達成
を後押しするとともに，FIT制度による国民負担の軽減
に資する新たな非化石取引市場を創設するために制度化

図５　RE100加盟企業の再生可能エネルギー調達方法

出典�:��RE100�Annual�Report�2017�
https://www.theclimategroup.org/news/re100-annual-report-2017
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図７　日本国内の自然エネルギーによる発電量の推移

出典�:��環境エネルギー政策研究所「データでみる日本の自然エネルギーの現状～2016年度�電力編～」�
http://www.isep.or.jp/wpdm-package/REdata20170822
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2018年５月に開始された８）。J-クレジットやグリーン電
力証書と異なり，非化石証書を購入できるのは小売電気
事業者のみであり，「実質再エネ100％の電気」と謳うこ
とや自社のCO2排出係数を低減するという利用法になる。
また，J-クレジットやグリーン電力証書は再生可能エネ
ルギーの出自が明確であるのに対し，非化石証書では

「再生可能エネルギー由来である」ことしか証明できず，
利用法には限界がある。
　表３は，「J-クレジット」「グリーン電力証書」「非化石
証書」についてそれぞれの特徴を比較したものである９）。

発行量としてはFIT電気の発電量が500億kWh

以上と圧倒的に大きくなるが，一般の企業は
購入できないため，先に述べたCDPの質問書
に対する回答やRE100の再生可能エネルギー
の調達には，当面グリーン電力証書かJ-クレジ
ットで対応することになると思われる。非化石
証書についてはまだ評価が明らかになってい
ないが，発電設備に関する情報が一切含まれ
ていないことから，単独では認められない可
能性もあると考えられている。

４. 	環境価値を意識した	
再生可能エネルギー活用

　前項でも述べたように，国内における再生
可能エネルギーについては，直接収入をもた
らす「事業メリット」が導入拡大の大きな要
因であり，買取価格が高く比較的設置しやす
い太陽光発電の導入拡大が中心となって進ん
できた。一方グリーン電力証書については，
環境に優しい企業であることや，イベント・
商品等をアピールするための手段として用い
られることが多く，これまでは具体的な事業
展開とは無縁であったように思われる。しか
し最近のCDPやRE100のように，企業の環境

された。取引市場の仕組みを図８に示す８）。これにより，
FIT電気としてこれまで埋もれていた環境価値を電力か
ら切り離して証書として発行できる（2017年４月以降に
発電したFIT電気が対象）。FIT電気の環境価値は，「再
エネ指定」の非化石証書として発行される。具体的には
図９に示すように，FIT法上の費用負担調整機関である
低炭素投資促進機構（GIO）がFIT電気買取事業者の買
取量（kWh）に相当する非化石証書を日本電力卸取引
所（JEPX）を通じて入札形式で小売電気事業者に売却
する方式で，最初の入札が非化石価値取引市場として

図９　FIT非化石証書の取引スキームイメージ

出典�:��資源エネルギー庁「非化石価値取引市場について�p8」�
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/
seido_kento/pdf/015_04_00.pdf

図８　非化石価値取引市場の仕組み

出典�:��資源エネルギー庁「非化石価値取引市場について�p1」�
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/
seido_kento/pdf/015_04_00.pdf

火力発電
事業者

非化石発電
事業者

卸電力取引所

新市場

分離される

②  FIT 国民負担の軽減
FIT 電源の非化石価値の売上げは ,
発電事業者の追加利益とせず , 国民
負担（FIT 賦課金）の低減に活用

③ 需要家のニーズ
非化石価値（主に再生可能
エネルギー）の電気を使いたい
という需要家ニーズに応えるこ
とが可能に

① 非化石価値の調達手段
小売電気事業者が取引所での
取引では（電源指定がないため）
調達困難な｢非化石価値」を
調達することが可能に

小売電気
事業者

小売電気
事業者

非化石（ゼロエミ）価値：なし

非化石（ゼロエミ）価値：あり

需要家 A

需要家 B

電気（環境価値なし）
分離された環境価値

〈マルチプライスオークション方式〉
価格

（円 /kWh）

総収入

入札量
（kWh）

○○円
○○円
○○円
○○円

3 7 1011 14

FIT 電気
買取事業者

卸電力取引所
（JEPX）

費用負担
調整機関
（GIO）

FIT 電気買取量
（kWh）の報告

小売電気事業者 A 小売電気事業者 C

小売電気事業者 B

● GIO が販売した証書の売却収入は賦課金の原資に充
　てられる（＝証書の売却収入により需要家の賦課金負
　担を低減する）
● 価格決定方式は , 当面マルチプライスオークション方式● GIO は , JEPX のシステム

　内に設置される口座にて ,
　FIT 電気の買取量（kWh）
　の入札を行う

転売/対価

証書
対価

表３　再生可能エネルギーの発電設備による証書・クレジット

名称 グリーン電力証書 J-クレジット（再生可能エネルギー由来） 非化石証書（再生可能エネルギー指定）

発行者
グリーン電力証書発行事業者（証書の制度は経
済産業省と環境省が共同で運営）

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
（ただし証書では種別は不明）

対象になる
発電設備

グリーンエネルギー認証センターの認証を受け
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
①�J-クレジット制度事務局が実施する入札で購入
②�J-クレジット保有者または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 3億1,100万kWh（2016年度） 約15億kWh（2016年度，CO2排出量から換算） 500億kWh以上（2017年4～12月発電分）

価格
発行事業者により異なる，大量に購入する場合
で3～4円/kWh程度（2016年度）

入札状況により変動，2017年4月に実施した入札で
は平均0.5円/kWh程度（CO2排出量から換算）

入札状況により変動，最低価格は1.3円/kWh，
最高価格は4円/kWh（2017年4～12月発電分）

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

出典：�自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック�p19」�
https://www.renewable-ei.org/activities/reports/img/pdf/20180119/REprocurementGuide_20180119_rev.pdf
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に対する取り組み姿勢が社会全体に対して具体的に示さ
れる仕組みが浸透してくると，特に世界的に事業展開し
ている企業にとっては，CDPやRE100に適切に対応する
必要性が出てきている。このため，再生可能エネルギー
の導入やグリーン電力証書の購入は，自社の長期的な事
業展開を考える上で，避けることのできない事象になり
つつあると考えられる。以下に，RE100に直接あるいは
取引先企業を通じて間接的に対応する事例や，電力供給
側でのこれらの流れに対応する具体的なサービス提供事
例について述べる。

４.１　国内のRE100加盟企業の状況

　国内におけるRE100の加盟企業は現在５社であり，そ
の状況を表４に示す。それぞれ2025～2035年に中間目標，
2030～2050年に最終目標（再生可能エネルギー使用率
100％）を設定している10～14）。標準的な進め方としては，
省エネ施策を実施しながら，残った使用電力を自社また
は他社から購入する再生可能エネルギー由来の電力で賄
うことと，グリーン電力証書のような再生可能エネルギ
ー証書の活用で対応するという内容である。
　リコーは，米国では太陽光発電設備を自社で設置して
その発電電力と環境価値をクレジットとして活用してい
るが，国内では再生可能エネルギーのコスト高や環境価
値のクレジット化が十分整備されていないなど難しい面
があるとしている。積水ハウスでは，これまで顧客向け
に多くの太陽光発電設備を設置してきているが，FIT終
了後のそれらの設備の発電電力を購入することで，顧客

サービスとしての対応も意識しているようである。ワタ
ミでは，風力発電事業や太陽光発電の設置，地域電力の
再生可能エネルギーも調達する電力小売にも参入してお
り，電力供給事業として捉えているようである。イオン
では，店舗への太陽光発電の設置は進めるものの，自社
の使用電力に比べると比率が小さいため，再生可能エネ
ルギー電力の調達と再生可能エネルギー証書の活用が主
体になるようである。

４.２　サプライチェーンとしての	

再生可能エネルギー比率向上

　グローバルに事業展開する企業では，自社の再生可能
エネルギー活用だけでなく，サプライチェーン全体を意
識して取引先に対しても再生可能エネルギー比率の引き
上げを促す企業が出てきた。例えばアップルは，2016年
９月にRE100に加盟したと発表すると同時に，部材など
を供給するサプライチェーンにおける再生可能エネルギ
ー導入の取り組みや公約を紹介している。2018年４月に
は，世界43カ国にある直営店，オフィス，データセンタ
ー等の同社施設の使用電力を100％再生可能エネルギー
で調達していることを発表した15）。さらに，アップル向
けの生産を100％クリーンエネルギーで行うことを約束
したサプライヤーが合計で23社に達したことも発表した。
　国内ではアップルに半導体パッケージ関連製品を供給
しているイビデンが，アップル向け製品の製造を100％
再生可能エネルギーで賄うとアップルから発表されてい
る（2017年３月８日）。イビデン自体はもともと水力発
電所の開発・運営でスタートしており，太陽光発電につ
いてもアップル向け製品の製造に必要な量以上の12MW

の設備を確保していると発表されている。現状これらの
大部分はFIT電気として売電されているようであり，厳
密にはRE100で定める再生可能エネルギーの使用にはあ
たらないが，RE100で目標として定めている範囲外であ
るサプライチェーンとしての対応と考えられる。

４.３　再生可能エネルギー由来電力の供給サービス

　再生可能エネルギーの環境価値の高まりと共に，電力
供給サービスメニューとしての提供事例もいくつか出て
きた。東京電力エナジーパートナーは，水力発電で発電
した電気のみを販売する料金プランを法人向けに2017年
３月から，家庭向けに2017年６月から開始している16,17）。
この電力に対してはCO2の排出係数をゼロとカウントす
ることができ，供給側では水力発電による発電量が30分
単位で必ず水力100％メニューの販売量を常に上回って
いることを確認している。価格については，家庭用は基
本料がほぼ倍額で従量料金が同等，法人向けは相対契約
のため公表されていないが４～５円/kWh上乗せされる
イメージで，おおむね通常メニューの２割増し程度とな

表４　国内のRE100加盟企業の状況

企業名 加盟時期 再生可能エネルギー
利用比率目標

再生可能エネルギー利用の
具体的内容

リコー 2017年4月
2030年まで：30％
2050年まで：100％

◦�徹底的な省エネ実施
◦�再生可能エネルギー利用
設備への転換（米国：自
社太陽光発電設備の設置）

◦�CO2排出が少ない電力を
選択

積水ハウス 2017年10月
2030年まで：50％
2040年まで：100％

◦�FIT終了後の太陽光発電設
置者より余剰電力を購入

アスクル 2017年11月

2025年まで：100％
（本社・物流センター）
2030年まで：100％
（グループ全体）

ワタミ 2018年3月
2035年まで：50％
2040年まで：100％

◦�2012年より風力発電事業
◦�2013年より工場屋根に太
陽光発電

◦�2015年より電力小売開始
（自社発電および地域電力
の再生可能エネルギー調
達）

イオン 2018年3月
2030年まで：35％
（省エネ含むCO2削減量）
2050年まで：100％

◦�年1％以上の省エネ継続
◦�再生可能エネルギーの自
社調達（店舗への太陽光
発電設置）

◦�再生可能エネルギー電力
の調達

◦�再生可能エネルギー電力
証書の活用
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る模様である。
　ネクストエナジー・アンド・リソースは，「再生可能エ
ネルギー100％」と「CO2排出係数ゼロ」を謳った電力サ
ービスを提供している18）。「再生可能エネルギー100％」
のメニューは，グリーン電力証書を活用し，顧客の使用
した電力の全量に対してグリーン電力証書の環境価値を
充当する。また「CO2排出係数ゼロ」のメニューは，固
定価格買取制度を利用した再エネ電力（FIT電気）比率
50％の電気にJ-クレジット制度を活用してCO2排出を相
殺し，CO2排出係数ゼロの電力とみなすことができる。
価格については，家庭用の場合で大手電力会社の既存メ
ニューに比べて「再生可能エネルギー100％」のメニュ
ーが同等，「CO2排出係数ゼロ」のメニューが３％程度
安価な設定となっている。
　みんな電力は2017年７月，「再生可能エネルギー100％」
を目指す企業等の法人向けの会員制ソリューションサー
ビスを提供開始すると発表した19）。このサービスでは，
グリーン電力のコストが高い国内において，RE100を目
指す企業向けに，RE100を達成するための設計支援など
のコンサルティングを提供するとしている。

５.	まとめと今後の課題

　環境価値を重視する取り組みは，グローバルに活動す
る企業を中心に活動が活発化してきており，CDPや
RE100などそれらの活動を支える仕組みも充実してきて
いる。太陽光発電を中心とする再生可能エネルギーの導
入量が拡大し，発電コストは世界的には大幅に低下して
きており，再生可能エネルギーを積極的に使用しようと
するこれらの企業の追い風になっている。国内では2012
年以降に太陽光発電の導入量が急拡大したことで，全電
力に占める再生可能エネルギー比率が５ポイント拡大し，
15％に達している（大水力含む）が，その拡大が固定価
格買取制度に支えられたものであったため，再生可能エ
ネルギー由来の電力コストの高止まりや，FIT電気によ
る環境価値の埋没を招き，国内で再生可能エネルギーの
導入を進めようとする企業等の障害となっている。
　しかし今後は国内でも，太陽光発電の買取価格の低下
やFITによる買取期間の終了により，再生可能エネルギ
ー由来の電力コストがある程度低下してくることが想定
される。気象条件の厳しさや設置場所の制約もあるが，
今後はこれら発電所設置コストの低減と，太陽光発電以
外の再生可能エネルギーの拡大に努力しながら，すでに
導入されている大量の太陽光発電の環境価値を明確化す
る取り組みを継続する必要がある。具体的には，どの再
エネ発電所からの電力かが特定できないゆえに使用範囲
が限定される可能性がある非化石証書について，小売電
気事業者が発電事業者と個別に契約したFIT電気と非化
石証書をセットにして販売するという提案もある。また

ブロックチェーンを用いて電力の出自を明確化する検討
も進められており，国内における環境価値を明確化・低
コスト化する努力を継続する必要がある。
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Synopsis

Environmental Value-focused Initiatives and Renewable Energy

Takashi YAMASHITA

 Increases in the amount of energy used around the world and phenomena such as global warming and abnormal weather are giving rise to 

growing interest in a “sustainable society” and initiatives focused on environmental value, mainly by globally-active companies, are gathering 

momentum. The United Nations has launched initiatives such as Sustainable Development Goals (SDGs) and Principles for Responsible 

Investment (PRI) and these activities are promoted through mechanisms including participation in RE100 by supporting companies, assessment 

of companies through CDP and ESG investments by investors. The operational balance of institutional investors who have signed the PRI is 
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