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POINT 1

グリーン電力強化による脱炭素の
機運は不可逆
現状「なり」の炭素排出量増加傾向が
続くと、COP2 6における気温上昇抑制
目標の達成は不可能になると考えられ
る。グリーン電力に対しては、これまで
以上の積極的な取組みが求められる。

POINT 2

企業にとって、グリーン電力の調達
は中長期的な競争力の源泉の獲
得にまで発展
国境炭素税導入の動きやサプライヤー
に対する脱炭素要請の動きを踏まえる
と、企業経営において競争力を担保す
るための1つの手段として、グリーン電
力の必要性は増すと考えられる。

POINT 3

日本のグリーン電力調達に関する
課題は山積しているものの、徐々に
解消されている
小売の自由化、調達先の多様化、PPA

などの新たなビジネスモデルの広がり、
さらには証書へのトラッキング機能の
付与など、さまざまな手法でグリーン電
力の調達が可能となってきた。また、
第6次エネルギー基本計画で再エネが
最重点分野となるなど、今後のグリー
ン電力導入を促進する規制緩和など
も期待できる。

POINT 4

企業の事業特性により、グリーン
電力調達において取るべき方向性
が異なる
グリーン電力を取り巻く市場には、依
然として不確定要素が多い。複数シナ
リオの想定とシナリオ顕在化への備え
が必要であることは各社共通だが、電
力使用量の大きさと取引先からの要請
の強さによって、必要なアクションは大
きな影響を受ける。
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界における脱炭素化に向けた取組みが加速するなか、電力分野に
おいては、各国で再生可能エネルギー（以下、「グリーン電力」とい

う）導入を促進する仕組みが導入され始めました。特に欧米においては、
主力電源の1つとしての地位が確立しつつあります。そのようななか、グリー
ン電力の調達は、需要家にとって環境負荷の軽減や顧客・投資家対策のブ
ランディングにとどまらず、中長期的な事業価値の維持・向上を実現する
競争力の源泉の位置づけにまで発展しつつあります。
翻って、日本におけるグリーン電力調達のハードルは需給双方に存在し、
諸外国に比して高い状況と考えられます。しかしながら、顧客や投資家か
らの脱炭素化の要請が高まることが既定路線であることに鑑みると、脱
炭素化を積極的に推進する海外企業を顧客に持つ企業や欧米市場を重視
する企業にとって、グリーン電力調達強化を通じた脱炭素化の推進が、市
場で競争力を持つ要件の1つになると考えられます。本稿では、日本企業
にとってのグリーン電力に関する脅威と機会、グリーン電力の調達手段と
特徴について概説し、日本企業が目指すべき方向性について考察します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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Ⅰ

先進市場におけるグリーン 
電力導入の状況

1. COP26の目標達成を阻む多くの課題

2015年に合意されたパリ協定は、脱炭
素社会の実現に向けて全世界がコミット
をすることを明示したもので、世界レベル
で脱炭素化が推進される大きな分岐点と
なりました。そして、2021年10～11月に開
催されたCOP2 6（国連気候変動枠組条約
第2 6回締約国会議）において、産業革命
前からの気温上昇幅を1.5℃に抑える目標
が、「グラスゴー気候合意」に盛り込まれる
こととなりました。
しかしながら、事実としてすでに気温が

1.1℃上昇していること、炭素排出量が過
去最多となった2019年以降、2040年まで
の期間で化石燃料による炭素排出量は年
間約1億トンのペースで増加すると予想さ
れていることなどから、目標達成には課題
が山積している状況です。

2. 国際競争力の前提としてのグリーン
電力

1990年以降、欧州を中心に、国内産品
の化石燃料の排出量に応じて企業や個人
が税金を支払うカーボンプライシングの導
入が進展しています。日本でも、すでに導
入済の「地球温暖化対策のための税」（地
球温暖化対策税）を超えた枠組みについ
て、経済産業省と環境省を中心に制度設
計に向けた具体的な検討が始まっていま
す。さらに2019年以降、各国のカーボンプ
ライシングなどの気候変動対策の差によっ
て生じる国際的な価格競争力の差を是正
するため、欧米を中心に国外や域外から
の輸入品に対して炭素税を課税する「国
境炭素税」の検討がなされています。つま
り、早ければ2020年代半ばにも、化石燃
料由来で製造された産品の価格上昇が見
込まれることになります。
現行の炭素税の価格水準では、パリ協

定で規定された気温目標の達成が困難と
いわれるなか、今後、国境を超えたモノや
サービスの移動における炭素税の強化が
予想されます（図表1参照）。
グリーン電力を使用しないことが、近い

将来、コスト競争力の低下要因になり得る
として、グリーン電力の必要量の確保に乗
り出す企業も増加しています。たとえば、
米IT企業のA社は、2 012年以降、小売の
直営店やオフィス、データセンタで消費す
る電力を徐々にグリーン電力に切り替え、
2018年にはグリーン電力化100％を達成し
ました。
また、グローバル企業を中心に、サプラ

イヤーに対して排出量の削減要請をする
動きも増加しています。要請に応じない場
合、取引先変更などの措置を取るなど、強
制力を伴う企業も出現しており、グリーン
電力調達を中心とした脱炭素化が実現で
きなければ、大口の需要家を失うリスクが
現実になろうとしています。

企業にとって、グリーン電力調達は、も
はや環境負荷軽減やブランディングだけ
に留まるものはありません。すでに、中長
期的な競争力の維持・獲得に必須となり
つつあるといえます。

3. グローバルで拡大するコーポレート
PPA市場

グリーン電力の需要の高まりにつれて、
発電事業者と需要家企業間のグリーン電
力購入契約 （以下、「コーポレートPPA」と
いう）のグローバル市場は大きく拡大して
います。特に米国では、ITや通信企業を中
心にギガワット単位の大規模なコーポレー
トPPAの契約が増加しています。

図表1 国境炭素税導入に向けた検討状況

EU 米国

名称
炭素国境調整メカニズム
Carbon Border Adjustment 
Mechanism

FAIR移行競争法
Fair, Affordable, Innovative, 
and Resilient Transition and 
Competition Act

目的

カーボンリーケージ （価格競争力
の高い輸入品に圧迫され炭素価格
の高いEU域内から生産の拠点が
炭素価格のないもしくは低いEU域
外に移転すること）を防止する

気候・環境関連の義務を果たして
いない国からの輸入品に炭素調整
を課すことで、米国の労働者・雇用
主が国際競争上の不利な立場に置
かれることを防ぐ

検討状況
2021年7月に欧州委員会が規則案
を提示。欧州議会とEU理事会で審
議される

2021年7月に民主党議員が法案を
提出。同年10月に発表されたBuild 
Back Better計画には盛り込まれな
かった

背景

2019年12月に発表された成長戦略
「欧州グリーンディール」の中で、炭
素国境調整メカニズムの導入を提
案していた

バイデン大統領の選挙公約の中で
国境炭素調整の導入を提案してい
た

対象セクター セメント、鉄・鉄鋼、アルミニウム、
肥料、電力

アルミニウム、セメント、鉄・鉄鋼、
天然ガス、石油、石炭

導入 
スケジュール

2023－2025年を移行期間とし、
2026年より本格的に実施を目指す 未定

出所：欧州委員会、バイデン大統領、クーンズ米国上院議員サイト等
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Ⅱ

日本・日系企業にとっての 
グリーン電力の位置づけ

1. グリーン電力調達に対する日系企業
の高い意欲

世界では、グリーン電力の調達に積極的
な団体が複数存在します。なかでもRE100

は、事業運営に使用する電力を2050年ま
でに10 0％グリーン化することを目標とす
るグローバルな企業連合です。2 0 14年の
発足以降、大幅に加盟企業数を増やし、
2021年12月には世界で345社が加盟して
います。日本は6 3社が加盟、米国に次ぎ
世界第2位となっています。

2. 日本におけるグリーン電力調達の 

課題

日系企業の高い意欲にもかかわらず、
供給サイドと需要サイド双方の課題を背
景に、日本はグリーン電力の調達が難しい
国の1つです。
供給サイドから見た課題は、日照量や

風量などの自然状況を主因に、グリーン電
力の発電量が限定的であること、現在国
内で流通しているグリーン電力の大半が
FIT制度の対象であり、環境価値を認めら
れないことなどが挙げられます。ただし、
少しずつとはいえ改善も進んでいます。た
とえば、日本市場で流通している証書で
ある非化石証書は、従来は電源のトラッ
キング機能が欠如していましたが、2021年
11月分よりトラッキング情報が付与される
ようになりました。それにより、非化石証
書は大幅に増えています。
需要サイドから見た課題は、化石燃料

や原子力を用いた従来の電力契約と比較
した際の優位性が未だあまり高くないこ
とです。要因としては、初期投資に見合っ
た経済的メリットを享受できるかが不透
明である点が挙げられます。また、自家発
電やPPAの場合は需要家企業の事業環境
の変化に対する柔軟性を低下させる点が、
ビルの一部を賃借するテナント企業の場
合は証書購入による手法を除いてグリー
ン電力への切替えができない点などが挙
げられます。（図表2参照）

3. 課題解決に向けて官民一体となって
動き始める日本

グリーン電力の相対的なコスト競争力の
向上や調達の選択肢の増加など、これら
課題の解消に資する機会も増えてきてい
ることから、企業にとってグリーン電力調
達のハードルは徐々に下がりつつあります。

（1）  グリーン電力の発電コストの相対
的優位性向上

コモディティ価格上昇の見立てや、現在
検討されているカーボンプライシングの導
入など、化石燃料を用いた発電にかかる
費用は今後増加すると予想されます。一方
で、価格競争や技術革新などによりグリー
ン電力の発電にかかる費用は減少が見込
まれており、グリーン電力の相対的なコス
ト競争力の向上が見込まれます。

（2） グリーン電力調達の選択肢増加
（ⅰ）  新規プレイヤーのグリーン電力小売

領域への進出
   電力自由化により、新電力に加え、

機器メーカーやメガソーラー事業者

出所：KPMGにて作成

①
供給量の少なさ

②
スイッチングの
難しさ

グリーン電力導入の絶対的なポテンシャルが限定的

需要地付近に発電ポテンシャルのある土地が限定的

ポテンシャルがあれど、系統の配送電網に
接続困難な電源が発生

現行契約（包括契約）の調達価格が安く、
グリーン電力に切り替えるコストメリットがない

設備診断や停電時のサポートなど、現行契約の
サービスにより切り替えしづらい

（自家発電やPPAの場合）一定の初期投資・資金調達が
必要で、事業の柔軟性を失うリスク

（自家発電やPPAの場合）発電量が変動するため、
メリットを定量化しづらいとの誤認識

図表2 事業者向けグリーン電力導入促進に関する課題の全体像

供
給
サ
イ
ド

需
要
サ
イ
ド

需要地におけるグリーン電力
発電量が限定的

環境価値ある電力の流通が限定的
（環境価値のないFITが電源の主流）

初期投資を掛けても
経済的メリットがでるか不明

（自家発電やPPAの場合）
事業環境変化への柔軟性が低い

（ビルの一部を賃借するテナント企業の場合）
証書購入による手法を除いては

グリーン電力への切り替えが出来ない
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など、さまざまな事業者が相次いで
グリーン電力小売のモデルに乗り出
しています。

（ⅱ）  非化石証書へのトラッキング機能の
付加

   グリーン電力調達の手段の1つである
非化石証書は、従来はトラッキング
機能がなく、発電設備の特定ができ
ませんでした。しかし2 0 21年よりFIT

非化石証書はほぼ全量、非FIT非化
石証書は一部トラッキング情報が付
与され、RE10 0への報告にも利用可
能となりました。「証書はお手軽な脱
炭素の手段として使いたいが、国際
的にグリーン電力の調達手段として
認められていない」として二の足を踏
んでいた需要家にとって、これは朗
報です。2021年11月に実施されたFIT

非化石証書の取引では、約定量は約
19.3億kWhとなり、2020年度1年間の
総約定量約14.6億kWhを1回で上回
りました。

（ⅲ）  FITからFIPへの移行に伴うPPAへの
切換えの加速

   2 0 2 2年度以降、FIT（Feed-In-Tariff；
固定価格買取）制度からFIP（Feed-In-

Premium）制度への移行が決定してい
ます。グリーン電力発電事業者にとっ
ては、PPAを締結することで長期安
定収益に舵を切るインセンティブが
働くことになります。それにより、発
電事業者が需要家と相対契約を締結
するPPAモデルの需要が一層顕在化
すると見られています。（図表3参照）

（ⅳ）  国・自治体によるインセンティブ
   国や自治体レベルで、グリーン電力調

達に対する補助金や税優遇などのイ
ンセンティブが登場しています。従来
の制度の対象は自家発電が中心でし
たが、徐々に多様化が進展し、近年
はコーポレートPPAなどを対象とす
る制度も登場し、従前対比で多様化
しています。これも、グリーン電力調
達の選択肢増加の追い風となってい 

ます。

4. 第6次エネルギー基本計画で期待さ
れる規制緩和

2 0 2 1年1 0月に閣議決定された第6次 

エネルギー基本計画は、脱炭素化に向け
た世界的なトレンドに触れたうえで、国
を挙げての2050年カーボンニュートラル
達成に向けた取組みの方向性を打ち出し
ました1。再エネに対しては 「主力電源化
を徹底し、再エネに最優先の原則で取り
組」む2ことが明記されています。2030年
においては、「野心的な目標」として電源
の3 6～3 8％のグリーン電力導入 （2 0 2 0

年比＋16～18％pt）が目標に掲げられま
した。目標の達成に向け、適地確保、ノン
ファーム型接続の範囲拡大による系統制
約の解消、発電所設置許可基準の明確化
などが取組みとして記載され、グリーン
電力導入促進に向けた規制緩和が期待さ
れます。

需要家

需要家

一般電気
事業者

需要家

需要家

需要家

卸電力
取引所

需要家

1）Feed-In-Tariff　2）Feed-In-Premium
出所：資源エネルギー庁

発電事業者は、売り方として二者択一が要求され、販売戦略の
硬直化を招く要因に
　①： FIT 制度を活用した、一般電気事業者への固定価格での

売電
　②： 需要家との契約に基づく売電（PPA）

発電事業者にとっては、FIT制度を活用することで、「売る努力
なく、安定的な高収入が得られる」状態

発電事業者は、二種類の制度を組み合わせた売電が可能に
　①： FIP 制度による市場価格（変動）での売電
　②： PPA

安定収益のためにPPAを選択する場合、発電事業者が「買い手
を探さなければならない」状態

2022年度以降（FIP2）制度現行（FIT1）制度

図表3 FIT 制度見直しの影響

①FIT制度

グリーン電力
発電事業者 グリーン電力

発電事業者

需給状況や市場価格
に関わらず、固定価
格での全量売電

②PPA

需要家との個別交渉
により価格を決定

①FIT制度

市場価格（変動） 
＋プレミアムでの

卸売

②PPA

長期固定価格
契約での売電

FITで安定収益を
得 ら れ る た め 、
敢えてPPAに乗
り 出 す メ リ ッ ト
が小さい

PPAの併用によ
り 、 価 格 変 動 リ
ス ク を ヘ ッ ジ で
きる

再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック 2021年度版
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2021_fit.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2021_fit.pdf


5    KPMG Insight Vol.53 © 2022 KPMG FAS Co., Ltd., a company established under the Japan Companies Act and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

再生可能エネルギーの導入状況と企業が目指すべき方向性
Sector 
Update

Ⅲ

グリーン電力の調達手段と
特徴

1. グリーン電力の調達手段は大きく 

3種類

グリーン電力の調達手段は、「自家発
電」、「コーポレートPPA」、「証書」の3つに
大別されます。（図表4参照）

（ⅰ） 自家発電
   自家発電は、需要家が自前または

リースで調達した発電設備を自らの
敷地内に設置し、自家消費分の電力
を発電するというものです。電力の過
不足は、電力小売事業者との間で売
買を行い調整します。

（ⅱ） コーポレートPPA

   コーポレートPPAは、第三者が発電
するグリーン電力を購入するというも
のです。コーポレートPPAには、「オフ
サイトPPA」、「オフサイトPPA」、「バー
チャルPPA」の3種類があります。

   オンサイトPPAは需要家の敷地内の

設備で発電した電力をPPA事業者か
ら購入する形態、オフサイトPPAは需
要家の敷地外に設置された設備で
発電した電力を小売事業者を介して
PPA事業者から購入する形態です。オ
フサイトPPAでは、需要家の自営線ま
たは系統を通じて送電されます。

   また、バーチャルPPAは、環境価値
（証書）のみをPPA事業者から購入し、
実際に消費する電力自体は小売事
業者から固定価格で購入するモデル 

です。

（ⅲ） 証書
   グリーン電力の価値をエネルギーと

環境価値に分解し、後者を証券化し
たものを「証書」と呼びます。証書には
「非化石証書」、「グリーン電力証書」、
「J-クレジット」の3種類があり、それ
ぞれ認証機関と調達方法が異なり 

ます。
   非化石証書は、国とその委託先が認

証した証券化商品です。需要家は小
売事業者を介して電力とセットで購入
することで、実質的に再生エネ由来
の電力の購入が可能となります。ま

た、非化石証書にはFITと非FITがあ
り、FIT非化石証書は需要家が直接
国から購入することができます。

   グリーン電力証書は、民間の第三者
認証機関が認証した証券化商品、J-

クレジットは国が認証したものです。
いずれも発電・小売・仲介事業者から
購入可能であり、電力自体は小売事
業者から購入します。

2. PPAに舵を切る企業が漸増

これまで、スイッチングコストや需給の
マッチングなどの障壁が低い証書モデル
が先行して普及してきました。しかし、低
炭素化への本質的な貢献指標である「追
加性」の観点からは、PPAがより優位であ
るといえます。昨今、追加性を重視する傾
向は徐々に強まってきています。実際に
RE10 0の加盟企業では、多少のコスト増
や長期契約のリスクを一定程度許容し、グ
リーン電力の長期的確保を目的として、証
書購入からPPAにシフトする傾向も見られ
ます。（図表5参照）

Power Purchase Agreement
出所：環境省

自家発電 コーポレートPPA1

（電力販売契約） 証書

図表4 グリーン電力調達の3類型

自前の設備で、発電量等のリスクを
自前で負いつつ、自家消費分の電力
を発電

第三者が保有する設備で発電するグ
リーン電力を購入
発電設備の所在により、4パターン
に分類される

グリーン電力の価値をエネルギー価
値と環境価値に分解し、環境価値を
証券化したもの
証券の購入により、実際に使用する
電力が何であろうとグリーン電力を
調達したとみなされる
（証書が利用される電力プランの契
約の形で利用することも）

発電設備の自己所有1-1 オンサイトPPA2-1 グリーン電力証書3-1

J-クレジット3-2

非化石証書3-3バーチャルPPA2-3

オフサイトPPA

（1）自営線

（2）系統利用

2-2
発電設備のリース契約1-2

1 2 3
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Ⅳ

日本企業がグリーン電力調達
において目指すべき方向性

1. グリーン電力調達は日系企業の喫緊
の課題

グリーン電力を使わないことによる実質
価格競争力の低下、ESGに取り組まない
ことによる資金調達の機会損失など、事
業を取り巻く環境の変化を踏まえると、グ
リーン電力調達の重要性は従来よりも増
しています。特に、脱炭素化を積極的に推
進する海外企業を顧客に持つ企業や欧米
市場を重視する企業にとっては喫緊の課
題になっています。

一方で、グリーン電力に関わる制度設計
やビジネスモデルが現在進行形で発展し
ているなか、グリーン電力導入に向けた中
長期での見通しは立てづらく、最適な調
達手法の検討は企業にとってチャレンジに
なっています。
グリーン電力ビジネスのビジネスモデル

は未だ発展途上にあり、未整備の論点も
存在します。事業者が小規模太陽光を使
えるようになるためにはアグリゲータのビ
ジネスモデルの構築が必要ですし、洋上
風力発電設備の大量導入には系統接続
ルールの見直し、港湾整備、環境アセスメ
ント期間の短縮化など、課題が山積してい
ます。
また、FIP制度への移行により、コーポ

レートPPAを志向する発電者が増える一方
で、財務への影響やリスクの観点から、導
入に慎重な需要家も存在します。コーポ
レートPPAが未だ発展の途上であること
に加え、需要家企業も自社の将来の経営
状況が読めないなか、経営の自由度を確
保する観点より、導入を即断できない企業
も見られます。

2. 日系企業が取るべき5つのアクション

このような状況下において、日系企業が
取るべきアクションは、ステークホルダか
らの脱炭素要請の強さと、消費する電力
量に応じて5つに分けることができます。

（ⅰ） 要請が強く、電力消費量が多い場合
   サプライチェーン全体を通じ「大量

に」調達を可能としながらも、「事業
継続可能なコストで」グリーン電力
ポートフォリオを構築することが求め
られます。そのためには、電源種別や
その調達手段の選定要件・基準を策
定したうえで、新規性の高い調達手
段も含め、サプライチェーンを通じた
低炭素化を実現するポートフォリオ
の構築が必要となります。

   また、カーボンプライシングの検討状
況や社会要請の強さに応じ、過去の
競争力の源泉であった化石燃料によ
るオンサイト自家発電所の在り方の
抜本的な見直しの検討が急務となっ
ています。

（ⅱ）  要請が強く、電力消費量が少ない 

場合
   電源種別やその調達手段の選定要

件・基準を策定し、その要件を踏ま
えて、コストと環境価値のバランスを
考慮しながら、ポートフォリオを構築

出所：KPMGにて作成

証書PPA

図表5 各調達方式の特徴と評価

1-1 2-1 3-1 3-2 3-32-32-2（1） 2-2（2）1-2

発電設備の
自己所有

低炭素化
への貢献

低炭素化への貢献指標である「追加
性」に富み、確実にグリーン電力を
活用できる

（左記に加え）発電アセットの設置ロ
ケーションの制約の少なさにより、
発電設備の大規模化・効率化が可能

非化石価
値のやり
取りのみ

環境価値のやり取りの
みであるが、追加性が認
定要件に含まれ間接的
に設備増加に寄与

発電施設の大規模化が可能
（故に、抜本的な低炭素化への実現に寄与）

需要に対し
供給が旺盛

証書認定のハードルから、
供給量は多くない・

増やしづらい

地理的制約がないため、国土全体でみると
量の安定性は高く、 必要量のみの柔軟な調達可

調達量の柔軟性や初期投資等の観
点で劣後

敷地の制約により、発電設備が
小規模となるため量の伸びしろは限定的

立地が特定される 1:1 の契約のため、
気象条件により供給量がぶれる

太陽光や風力など出力変動型の場合、
変動する不足分を小売業者から購入

契約時に固定価格
または市場連動価格を選択

初期費用
負担が大

価格変動
リスクあり

初期費用は掛かるが
需要家の負担は軽い

初期費用は掛かるが需要家の負担は軽い
託送料を織り込んだ電気料金負担

供給量を
主因に

価格は高位

従来は安定、
2021年度に
大幅に低下

価格は
比較的低値

安定推移

価格は低値

オフサイト PPA は供給増大に大きく
寄与するが、託送料負担がネック

調達量の柔軟性や価格、初期投資等の
観点で優位

立地の自由度により左記比
で安定も、アセット設置地
域付近の気象に左右される

実現の
ハードル

オンサイト
PPA

グリーン
電力証書 J-クレジット 非化石証書バーチャル

PPA
オフサイト

PPA（自営線)
オフサイト
PPA（系統）

発電設備の
リース契約

自家発電1 2 3

視
点
①

絶
対
量調
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量
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金
額
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点
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することが有用となります。具体的に
は、柔軟性の高い証書購入やグリー
ン電力メニューの選択をベースとしつ
つ、本質的な脱炭素に寄与する追加
性に富む自家発電やPPAを、状況に
応じて適宜組み合わせるなどの方策
が挙げられます。

（ⅲ） 要請が弱く、電力消費量が多い場合
   電気代が大幅アップして利益に大き

く影響することがないよう、自家発
電やPPA取込みによる電力調達価格
の安定性に関する評価を行い、ポー
トフォリオを構築していくことが適し
ています。ただし、グリーン電力の需
要に対する供給が長期的にタイトで
あることを鑑みると、長期的なグリー
ン電力調達計画の策定が重要となり 

ます。

（ⅳ）  要請が弱く、電力消費量が少ない 

場合
   ブランディングや投資家対策の一環

としてグリーン電力を利用する場合
は、コストではなく調達のしやすさの
観点から調達手段を選択することが
有用となります。たとえば、証書モデ
ルで形式上の炭素排出量削減を達成
したり、取引先から「追加性」考慮の
要請がある場合には、一部自家発電
やPPAを取り入れるという方法が想定
されます。昨今、電力小売事業者が
提供する100％グリーン電力メニュー
を活用して、本社ビルなど限定的な
事業所にグリーン電力を導入する
ケースが増えています。

上記4ついずれのケースに共通する視点
として、グリーン電力に関する状況の変化
に迅速に対応ができるよう、あらかじめ
複数のシナリオを想定し、シナリオごとの
打ち手を検討しておくことです。たとえば、
得意先から「追加性」考慮の要請がなされ

た場合やコストが低下した場合には一部
自家発電やPPAを導入する、非化石証書
の価格が下がりトラッキング付きの供給
量がより一層増加した場合には一部証書
を活用するなど、事前にシナリオとそれに
対する打ち手を検討することで、環境変
化に備えることが有用となります。
今後、グローバルレベルでカーボン

ニュートラルに関わる規制や目標達成に
向けた要請が次々と打ち出されるものと
想定されます。グローバル市場をベースに
活動している日系企業は、そのグローバル
の仕組みのなかで物事に対応することが
求められます。先手を打つためにも、日系
企業は状況が見えるまで様子を見るので
はなく、プロアクティブに自社に必要なソ
リューションを検討すべきと考えます。（図
表6参照）

出所：KPMGにて作成

図表6 企業が取るべきアクション

強 弱

グリーン電力調達は待ったなし グリーン電力調達に向けた
外圧は弱い

市場に既存の
供給量だけで
は需要が賄え
ない

電気代アップ
が利益に大き
く影響

市場から買い
付け可能な程
度の需要

電気代が多少
上がっても利
益への影響は
軽微

ステークホルダからの要請の強さ

自家発・PPA の調達価格の
安定性の評価

複数シナリオと対応の検討による、
 環境変化への「備え」

ブランディングの一環として
のグリーン電力調達を検討

サプライチェーン全体を通
じ「大量に」調達できるグ
リーン電力ポートフォリオ
構築

環境価値の観点を中心とし
た調達オプションの絞り込み

グリーン電力調達を取り巻く環境

グリーン電力調達の
重要性が増すことは定説。
従い、いずれ調達手法の

検討が必要

しかしながら・・・

ビジネスモデルが未成熟、
かつグリーン電力供給量の
伸びが読めないため、
コスト等を勘案し最適な
手法の決断が難しいことも

企業が取るべきアクション
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本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGジャパン　エネルギーセクター

 Sector-Japan@jp.kpmg.com
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ウェブサイトでは、エネルギー関連の情報を紹介
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