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第１章 棚塩 RE100 産業団地構想の趣旨 

１.目的 

本計画では、棚塩 RE100※1産業団地の立地事業者に対して、消費するエネルギーを 100％再生可能

エネ（以下、再エネとする）で賄えるようなエネルギー供給の仕組みづくりを含めた「棚塩 RE100産

業団地構想」を検討します。 

基本構想として、「棚塩 RE100産業団地」を中核とし、浪江町における再エネの地産地消を進めて

いくほか、世界最大級の再エネ由来の水素製造施設である福島水素エネルギー研究フィールド

（FH2R）※2の水素を活用することにより、RE100 関連企業の誘致につながる仕組みの実現を目指しま

す（図 １-１）。 

また、浪江町の地域資源である再エネなどの利用促進を契機として、「まちの経済発展」や「魅力

あるまちづくり」への展開を図り、浪江の復興をさらに加速させることも目指しています。 

 

図 １-１ 再エネや FH2R由来の水素を活用した棚塩 RE100 産業団地の基本構想 

 

２.計画予定地 

棚塩 RE100産業団地の整備計画予定地（13ha）は、

浪江町の北東部の棚塩地区に位置し、整備計画予定地

の北部には、国の技術実証事業で整備された、福島水

素エネルギー研究フィールド（FH2R）が立地していま

す（図 １-２）。この FH2R由来の水素を「棚塩

RE100産業団地」へ供給するための整備計画として、

2024年には棚塩 RE100産業団地の供用が部分的にも

開始できるように整備を進める予定となっています。 

                                                   
※1 RE100：使用する電力の100％を再エネにより発電された電力にする取組の総称。  
※2 福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）：再エネ利用した世界最大級となる10MWの水素製造装置を備えた水素製

造施設。 

棚塩RE100
産業団地

系統電力利用

水素製造

水素貯蔵
RE100関連企業誘致

風力 太陽光 バイオマス
太陽光

RE100産業団地イメージ図

再エネ供給

図 １-２ 棚塩 RE100 産業団地建設予定地 
出典：浪江町 
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第２章 上位計画・関連計画等 

１.近年のエネルギーをめぐる国内外の動向 

（１）持続可能な開発に向けた世界共通目標（SDGs） 

2015年 9月に開催された国連サミットにおいて、世界共通の持続可能な開発目標 

（SDGs：Sustainable Development Goals）※3として 17の目標が設定されています。 

SDGsには、「エネルギー」のほか、「住み続けられるまちづくり」「気候変動」といった分野も

含まれていることから、これらの複数の課題を統合的な解決に導くために、再エネの有効な活用が

着目されています。 

 

 

図 ２-１ 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals） 

 

再エネの活用に関しては、これまでの「企業の社会的責任（CSR）」としてだけでなく、「ビジネ

ス上の競争力の確保」の位置づけで民間事業者も積極的に取り組みはじめており、「RE100」といっ

た国際イニシアティブによる企業の取組や「ESG投資※4」といった投資の枠組が広がりを見せていま

す。 

また、RE100 や ESG投資は、企業の長期的な成長が見込めるかという投資判断の材料として重視さ

れており、実際に再エネを導入して温室効果ガスを削減することで、環境先進企業として認知され

ることから企業価値の向上につながります。 

そのため、SDGsの世界的な潮流を踏まえて、このような環境先進企業を浪江町に誘致することが

できれば、再エネの利用促進や地域経済の活性化が進み、震災復興がさらに加速化することが期待 i

されます。 

                             
※3 SDGｓ：Sustainable Development Goals の略称。2015年 9月に開催された国連サミットにおいて、世界共通の持続

可能な開発目標として 17の目標が掲げられている。 
※4 ESG 投資：財務情報といった従来からの投資尺度だけでなく、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバ

ナンス)などの非財務情報も考慮しつつ、収益を追求する投資手法のことを指す。海外投資家にとって ESG は投資判断

に影響を与える極めて重要な要素となっており、近年、日本でも ESG投資の関心が高まり、ESG投資額が急成長してい

る。 
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（２）国・福島県・浪江町の動向 

＜国の動向＞ 

①2050年カーボンニュートラル※5、脱炭素社会※6の実現(菅首相所信表明：2020 年 10月 26日) 

菅義偉首相は、臨時国会の所信表明演説で、国内の温室効果ガスの排出を 2050年までに「実質

ゼロ」とする方針を表明しました。 

この表明を受けて、「地球温暖化対策計画」で掲げている、「2050年までに温室効果ガス排出

量を 2013年比 80％削減する」という目標の見直しが進められようとしています。 

 

②浪江町に関連するエネルギー施策の主な動向（2015～2017 年） 

浪江町に関連する国のエネルギー施策の主な動向として、ア）長期エネルギー需給見直し、

イ）イノベーションコースト構想、ウ）福島新エネ社会構想の 3つが挙げられます。 

特に、イ）、ウ）については、福島県における復興に向けた施策が掲げられており、「福島県

復興計画（第 3次）」との関連性が高い内容となっています。 

 

③水素基本戦略（2017 年 12 月） 

日本は、各国に先駆けて、水素・燃料電池の実用化に向けた基本戦略を掲げており、2030 年

に、水素 30 万トン製造を目標として定めています。この目標達成に向けて、水素・燃料電池戦略

ロードマップを策定し、目指すべきターゲットを新たに設定した上で、目標達成に向けて必要な

取組を提示しています。 

低コストな水素の実現については、浪江町の FH2Rにおける水素実証実験結果を活かして、水電

解装置のコスト縮減や、水電解効率の向上などが目標として掲げられています。 

 

■基本方針 

・低コストな水素利用の実現 

・国際的な水素サプライチェーン※7の開発 

・国内再エネの導入拡大と地方創生 

・電力分野での利用 

・モビリティでの利用 

・産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性 

・燃料電池技術活用 

 ・革新的技術活用 

 ・国際展開（標準化等） 

 ・国民の理解促進、地域連携 

 

                             
※5 カーボンニュートラル：何かを生産したり、一連の人為的活動を行った際に、排出される二酸化炭素と吸収される二

酸化炭素が同じ量であるという概念。 
※6 脱炭素社会：地球温暖化の原因と考えられている二酸化炭素の排出量を減らすだけではなく、水素・燃料電池などの

実用化により二酸化炭素の排出量を実質的にゼロの状態を目指す社会のこと。 
※7 水素サプライチェーン：サプライチェーンとは、製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消

費までの全体の一連の流れのこと。水素製造から消費までの一連の流れ。 
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■導入目標 

・2030 年に水素 30万トン製造（原発１基を 1年稼働分に相当） 

 

 

図 ２-２ 水素社会実現に向けた産学官のアクションプラン（全体） 

※経済産業省「水素・燃料電池戦略ロードマップ（概要）」 

 

水素社会の構築・拡大に向けて、水素分野におけるグローバルな連携や水素サプライチェーンの

形成を推進する「水素バリューチェーン推進協議会（JH2A）※8」が岩谷産業やトヨタ自動車など 9

社により設立（2020 年 12 月）されており、水素関連技術の開発と社会実証の取組みが実施されてい

ます（表 ２-１）。 

   

表 ２-１ 水素バリューチェーン推進協議会（JH2A）に参画する主な企業の取組み 

企業 主な取組概要 

トヨタ 2020年 12月中に航続距離を伸ばした FCV「ミライ」の新型車を発表 

岩谷産業 船舶や鉄道、発電などの水素需要を拡大し、コスト削減に取り組む 

三井物産 ブルネイで調達した水素を日本へ運ぶ実証実験に参画予定 

関西電力 火力発電の水素混焼の導入可能性を調査 

東芝 福島県浪江町で世界最大級の水素製造拠点の実証実験に参画 

エネオス 水素ステーションを全国で 44カ所展開。今後も拡大する予定。 

川崎重工業 2030年にも大型の水素運搬の商用化を目指す。 

三菱重工業 水素燃料にして二酸化炭素の排出量を減らす火力発電設備開発を進める。 

神戸製鋼所 液化水素を運搬したり貯蔵するのに必要な圧縮機などを手掛ける。 

                             
※8 水素バリューチェーン推進協議会(JH2A)：水素社会の実現を推進するため設立された、サプライチェーン全体を俯瞰

し、業界横断的かつオープンな組織として、社会実装プロジェクトの実現を通じ、早期に水素社会の構築を目的とす

る団体。  
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＜福島県の動向＞ 

①福島県復興計画（第 3 次） 

本計画では、復興へ向けた 10 の重点プロジェクトが計画されており、その中で、再生可能エ

ネルギーの関連事項が位置付けられており、「原子力に依存しない､安全･安心で持続的に発展可

能な社会の実現と再生可能エネルギー「先駆けの地」を目指し、再生可能エネルギーの導入拡大

や技術開発･実用化を通じた関連産業の集積と省エネルギーを推進し、2040 年頃を目標に県内エ

ネルギー需要 100％相当量を再生可能エネルギーで生み出す社会を実現する」という指針が示さ

れています。 

この目標の実現にむけて、短期的には 2020 年までに 40％の導入目標が掲げられており、福島

県復興計画（第３次）の地域別の取組として、浪江町に位置する双葉エリアでは、「新産業の創

造」や「再生可能エネルギー等の導入推進」として、再生可能エネルギーに関連して以下のよう

な取組が示されています。 

 

a) スマート・エコパーク 

県内産業基盤を強化するとともに､新たなリサイクル事業を生み出し、浜通り地域を中心に環

境･リサイクル産業の集積を目指します。 

 

b) エネルギー関連産業プロジェクト 

「福島イノベーション・コースト構想」の一つとして、関連する多くのプロジェクトを通じ

て､浜通りのポテンシャルを生かした産業の集積を目指します。 

 

c) 再生可能エネルギー等の導入等の推進 

再生可能エネルギーの研究開発拠点と連携し､双葉エリアにおいてポテンシャルの高い太陽光

や風力発電などの先進地として再生可能エネルギーの導入を図るとともに、浮体式洋上風力発電

システムの安全性､信頼性､経済性を検証するため､福島洋上風力コンソーシアムが広野町･楢葉町

沖で「浮体式洋上風力発電実証研究」の推進を図ります。 

 

②福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版） 

本ビジョンでは、福島県における再生可能エネルギーにかかわる方針、目標、施策が示されて

おり、以下の通り、基本方針と導入目標を掲げています。 

 

■基本方針 

・環境面「環境への負荷の少ない低炭素・循環型社会」の実現 

・復興面「原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり」と「再生可

能エネルギーの飛躍的な推進による新たな社会づくり」の実現 

 

■導入目標 

・2020 年に県内の一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギー割合を約 40%とします。 
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＜浪江町の動向＞ 

浪江町再生可能エネルギー推進計画 

本計画では、以下の通り、浪江町における再生可能エネルギーにかかわる方針、目標、施策が

示されています。 

 

■基本方針 

①再生可能エネルギーをつくる 

・上位・関連計画に沿って再生可能エネルギーの導入割合を増やします。 

・町民が事業主体となる小規模な再生可能エネルギー設備の導入も促進します。 

②再生可能エネルギーをつかう 

・再エネ事業者のインセンティブを低下させず、固定価格買取制度※9（以下、「FIT」とす

る）による売電の経済価値を地域に還元し、再エネの経済価値が循環する仕組みの構築を

目指します。 

③まちづくりへつなげる 

・再生可能エネルギーの需給差による余剰電力については、当面の間、地域外へ販売するな

どにより、経済価値の地域内循環をさらに活性化させます。 

④将来へつなげる 

・蓄電池やエネルギーマネジメント等に関する技術動向を見据えながら、将来的には地域内

消費量の割合をさらに高めていきます。 

 

■目標 

上位・関連計画との整合を図り、再生可能エネルギーの自給率を 2020 年度に 40％、2027年

度に 54％とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
※9 固定価格買取制度（FIT）：2012（平成 24）年に導入され、太陽光や風量、バイオマスなどの再生可能エネルギーを用

いて発電された電気を、電気事業者が一定期間、国が定めた価格で買い取ることを義務付ける制度。 
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図 ２-３ 上位計画・関連計画の体系 
 

 

 

 

  

長期エネルギー需給見直し[2016年7月]
・調達リスクの低減により、エネルギー自給率を東日本大震災以前を上回る水準まで改善
・電気料金を安定的に抑制し、電力コストを現状より引き下げることを目指す
・欧州に遜色ない温室効果ガス削減目標を掲げ、世界をリードする長期エネルギー需給見通しを示す
・再エネは、各電源の特性に応じた導入拡大と国民負担の抑制を両立するため、安定供給が可能な地熱、水力、バ

イオマスの積極的な拡大を図ることで、ベースロード電源の確保と原発依存度の低減を図る

福島新エネ社会構想 [2017年9月]
・再エネ導入拡大に向けた送電線の増強
・再エネの研究開発・実証事業の推進
・再エネを活用した大規模水素製造、輸送・貯蔵利

用システムの構築

イノベーション・コースト構想[2015年6月]
・最先端のリサイクル事業や野菜工場等のスマート農業

を集積させ、エネルギーの地産地消を実現
・間伐材や林地残材の活用手段としてバイオマスエネル

ギープラントを検討・計画
・関連産業による雇用創出が見込まれ、地域経済活性化

の中核拠点になることへの期待
・農地転用手続きの簡素化、環境アセスメントの期間短

縮、発電関
・連産業への助成措置の継続など、こうした動きの促進

が必要である

福島県復興計画（第３次）
[2016年12月]
・「原子力に依存しない､安全･安心で持続的に発展可能

な社会の実現と再生可能エネルギー「先駆けの地」
を目指す

・浜通り地域を中心とした環境・リサイクル産業の集積
を目指す

・エネルギー関連産業プロジェクトを通じ、浜通り地域
のポテンシャルを活かした産業集積を目指す

・ポテンシャルの高い太陽光や風力発電などの先進地と
して再生可能エネルギーの導入を図るとともに、他
の再生可能エネルギー発電をバランスよく普及させ
る必要あり

福島県再生可能エネルギー推進ビジョン
[2015年7月]
・再エネと省エネは相互に密接な関係を持つものと

して並行して進める
・周辺環境への配慮を充分に行い、地元住民や関係

者などとの合意形成を基本とする
・地域に利益が還元される仕組みを構築するととも

に、エネルギーの地産地消を推進
・県内において新規産業の育成や既存産業の再構築

を図り、雇用を創出する

2050年カーボンニュートラル 首相初心表明
［2020年10月26日]

地球温暖化対策計画見直し

水素基本戦略[2018年12月]
・低コストな水素利用の実現
・2030年に水素30万トン製造（原発１基分相当）
・水素、燃料電池戦略ロードマップ

県

国

浪江町再生可能エネルギー推進計画[2018年 3 月]
・再生可能エネルギーに関する積極的な情報配信 ・再生可能エネルギー導入に関する積極的な措置
・再エネ経済価値の地域還元・循環の仕組みの構築 ・再エネによる持続的なまちづくりの実現
・再エネ導入拡大のための基盤の整備 ・再エネの自給率を2020年度に40％、2027年度に54％を目指す

浪江町
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（３）復興計画及びエネルギーに関する取組 

浪江町では、東日本大震災後の状況を踏まえて復興への取組を進めるため、次のような計画等を

策定しています。 

 

①浪江復興ビジョン（平成 24年 浪江町）  

②浪江町復興まちづくり計画（平成 26 年 3 月 浪江町） 

③まち・ひと・しごと創生 浪江町人口ビジョン（平成 28 年 3 月 浪江町） 

④まち・ひと・しごと創生 浪江町総合戦略（平成 28 年 3 月 浪江町） 

⑤避難指示解除に関する有識者検証委員会報告書（平成 28 年 3 月 避難指示解除に関する有識

者検証委員会） 

⑥浪江町復興ビジョン検討会議中間報告書（平成 28 年 12 月） 

⑦浪江町中心市街地再生計画（平成 29 年 3 月 浪江町） 

⑧浪江町復興計画【第二次】（平成 29 年 3 月 浪江町） 

 

特に、浪江町復興計画【第二次】では、復興計画【第一次】の「復興の理念」、「復興の基本方

針」及び復興計画【第一次】策定後に、浪江町で策定された全ての要素を包含するものとして策定

されています。（浪江町復興まちづくり計画、まち・ひと・しごと創生 浪江町総合戦略、避難指示

解除に関する有識者検証委員会報告書 等） 

 

 

図 ２-４ 復興の理念と基本方針 
出典：浪江町復興計画【第二次】 
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２.水素・再エネを活用した駅前構想：デロイト・トーマツ 

浪江町では復興に向けた喫緊の課題として、中心市街地の再生を挙げています。各種検討の結果、

江駅周辺を「町の顔」として位置づけ、町の主導により「居住エリア」、「商業エリア」などの機能

を集約し、駅前の利便性の向上・居住人口の拡大を目指す方針とし、和 2年 12月 4日に事業素案と

土地利用イメージを公表しました（図 ２-５）。東西自由通路を駅舎に設け、駅の東西の回遊性を高

めるとともに、県道の新たな整備、交流・産業・居住の各エリアの一体的な整備、周辺地域へのアク

セス性の向上を図ることとしています。 

この方針を踏まえ、東西自由通路を駅舎に設け、駅の東西の回遊性を高めるとともに、県道の新た

な整備、交流・産業・居住の各エリアの一体的な整備、周辺地域へのアクセス性の向上を図ることと

しています。 

 

 

図 ２-５ 浪江駅周辺地区 事業素案 

出典：浪江町ホームページ（https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/26/26520.html） 

 

 

本構想では、浪江駅周辺を「相双地域の玄関口」として、また地域交通のハブや情報発信の拠点・

窓口、イノベーション・コースト構想の推進エリアとして位置づけるものとして、浪江町の復興を先

導する事業としています。 

最終的に検討対象を駅前に限定せず、町全体を取り巻く将来像が示されており、エネルギーに関す

る内容として、大まかに以下の①～⑤が記述されています。また、図 ２-６や図 ２-７に示されるよ

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/26/26520.html
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うに、水素や再エネを契機とした町全体のスマートコミュニティ化構想が提示されています。 

 

①先端技術の実証場所の提供 

・水素や自動運転、ロボット、IoT※10、EMS※11等、既存の町の取組と連結させた実証フィールドと

して、駅前の一団地を広く提供 

・実証後の事業化・実装を見据えたビジネス創出を積極的なサポート 

②カーシェア事業による交通利便性向上と地域内のエネルギーマネジメント 

・交通の利便性を高めるためのカーシェア事業を立ち上げ、EV※12・FCV※13を地域住民や域外からの

来訪者にレンタルし、町内や相双地域全体への移動の起点化 

・EMS 等と事業を複合化し、事業の継続性を高めるとともに、復興進捗に伴う需要に合わせて順次

カーシェアサービス台数を逓増させることも検討 

・V2G※14を通じて高需要時間帯に電力を供給し、カーシェア車両も非稼働時にもエネルギー源とし

て活用可能 

・平時は地域交通の“足”として活用しつつ、非常時には町内各所の避難の足や電源供給源とし

て、地域の防災資源としても有効活用 

③駅前周辺へのエネルギーリソースの集約 

・水素、蓄電池、xEV※15といった多様なエネルギーリソースを駅前に集約・相互に接続すること

で、駅前エリアで CO2フリーなエネルギー利用を促進 

・ゼロ・カーボンシティとしての顔にするとともに、災害停電時等、有事に対しても安定的にエネ

ルギーを供給できるエリアを実現 

④駅前一団地事業関連施設への再エネ設備の整備 

・先導整備エリアの住宅や産業団地立地企業等に、太陽光、蓄電池、定置型水素燃料電池等のエネ

ルギーインフラを整備 

⑤地域新電力事業による住民とエネルギーインフラの接続 

・町全体のクリーンエネルギー活用を推進するとともに、町内のエネルギーの需要・利用状況をマ

ネジメント可能な環境を構築 

                             
※10 IoT(Internet of Things)：従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ(センサー機器、駆動装置、住

宅、建物、車、家電製品、電子機器など)がネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情

報交換をする仕組み。 
※11 EMS（エネルギーマネジメントシステム)：工場やビルなどの施設におけるエネルギー使用状況を把握した上で、最適

なエネルギー利用を実現するための活動を支援するシステム。 
※12 EV（Electric Vehicle）：電気自動車 

※13 FCV（Fuel Cell Vehicle）：燃料電池自動車 
※14 V2G（Vehicle to Grid）：電気自動車の蓄電池に蓄積されている電気エネルギーを、「スマートグリッド」と呼ばれ

る次世代電力網に送ること。スマートグリッドに電気自動車を接続することで、電気自動車に蓄積した電力をほかの

場所でも使えるようになる。電気自動車を「乗り物」としてだけではなく、電力の需要と供給のバランスを助ける

「インフラ」として活用する考え方。  
※15 xEV：ひとくちに「自動車における動力源の電動化」といっても、完全に電気のみで走る車やほかの動力源と組み合

わせて走る車、あるいは電気の供給方法などによって、「電動化」の種類は多様であるが、電動化自動車をまとめて

「xEV」という総称で表す。 
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図 ２-６ 駅前構想を取り巻くエネルギー活用イメージ 
出典：デロイト社 提供資料 

 
 

 

図 ２-７ 浪江町のスマートコミュニティ化にむけた駅前エリアの活用ステップ 

出典：デロイト社 提供資料 
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第３章 浪江町周辺の再エネ発電所 

帰還困難区域等におけるメガソーラー発電事業 

東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に出されていた避

難指示は、平成 29年 3月 31日に空間線量の高い「帰還困難区域」を除く区域で解除されました。 

「帰還困難区域」のほか、避難指示が解除された区域についてもすぐに利用が困難な土地が多

く、このような土地を太陽光発電等への転用に利用する取組が始まっています。 

 

図 ３-１ 浪江町の帰還困難区域 

出典：浪江町 HP（https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/namie-factsheet.html） 

 

このような状況の中、浪江町の復興整備事業として、「帰還困難区域」やすぐに営農を再開する

ことが困難な土地を利用して、60MW 規模のメガソーラー発電所が２カ所（谷津田地区、酒井地区）

建設され稼働しています。 

これらの大規模太陽光発電所（以下、「メガソーラー」とする）で発電した電力については、福

島県沿岸部及び阿武隈山地における共用送電線網の建設・運営を担う福島送電株式会社が整備・運

営する共用送電線を通じて全量売電されています。 

 

浪江町谷津田復興ソーラー発電所：三菱総合研究所（株）等 

本発電所は、（株）三菱総合研究所など３社合同で、直ちに営農を再開することが困難な浪江町

内の敷地約 88万㎡（約 88ha）に太陽電池出力約 60MW が整備されたメガソーラーです。年間予想発

電量は約 7,100万 kWh となっています。 

東日本大震災からの復興整備事業として浪江町復興整備計画に正式に位置付けられた事業であ

り、発電した電気は、福島県の復興を後押しするために 2016 年に策定された「福島新エネ社会構



 

13 

 

想」に基づいて福島送電株式会社が整備・運営する共用送電線を通じて 2020年 10月 1日より、商

業運転が開始されています。 

 

 

図 ３-２ 浪江町谷津田地区メガソーラー発電所 

出典：（株）三菱総合研究所 

 

表 ３-１ 浪江町谷津田地区メガソーラー発電所の概要 

事業出資者 
（株）三菱総合研究所（出資比率：19%） 

三菱 UFJリース（株）（出資比率：81%） 

資金支援者 株式会社三菱 UFJ銀行、株式会社東邦銀行 他 金融機関 

建設請負事業者 大和エネルギー株式会社（大和ハウスグループ） 

所在地 福島県双葉郡浪江町大字谷津田字上谷津田 28-1 他 

敷地面積 約 88万㎡ 

太陽電池出力 60,192kW（40MW） ※括弧の中の表記は認定容量 

年間予想発電量 

（初年度） 

約 7,100万 kWh／年 

一般家庭約 14,500世帯分の年間電力消費量に相当 

（1世帯当たり 4,892kWh／年で算出。太陽光発電協会 表示ガイドライン（2020年度）より） 

竣工 2020年 9月 30日 

出典：（株）三菱総合研究所 
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浪江酒井太陽光発電所：芙蓉総合リース（株）等 

芙蓉総合リース（株）の連結子会社である浪江酒井ソーラーにより、福島県浪江町酒井地区の

「帰還困難区域」に出力約 60MW のメガソーラーとして、「浪江酒井第一・第二太陽光発電所」が建

設され、2020年 2月 1日より商業運転が開始されています。 

国が指定する「帰還困難区域」における初の再エネ発電事業となります。事業用地は遊休農地で

、浪江町復興整備計画に基づく復興事業として農地転用を行い、事業者自らが空間線量低減対策工

事（環境整備工事）を実施しました。建設資金の一部は 2018 年 11月に発行したグリーンボンド※16

により調達しました。 
出典：日経 BP 2020/04/01 

 

 

図 ３-３ 浪江酒井第一・第二太陽光発電所 

出典：芙蓉総合リース（株） 

 

表 ３-２ 浪江町酒井地区メガソーラー発電所の概要 

事業出資者 合同会社浪江酒井ソーラー 

所在地 福島県浪江町酒井地区 

太陽電池出力 

酒井第一太陽光発電所 32.6MW （20MW） 

酒井第二太陽光発電所 27.3MW （16MW） ※括弧の中の表記は認定容量 

発電した電力は、福島送電の送電線を通じて、東京電力パワーグリッドに全量売電する。FITの売電

単価は 24円/kWh。 

年間予想発電量 

（初年度） 
両発電所の年間発電量は、合計で一般家庭約 1万 6700世帯分に相当する約 6027万 kWhの見込み。 

竣工 2020年 2月 1日 

出典：芙蓉総合リース（株） 

                             
※16 グリーンボンド：環境保全のための事業に特化した資金を調達するためのもの。代表的なものにメガソーラーなどの

太陽光発電や風力発電、地熱発電などの再生可能エネルギーなどの活用となる。他に省エネルギーに関する事業や汚

染防止、水問題、気候変動の適応に関する事業など、その内容は多岐に渡る。 
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浪江町周辺の大型の再エネ発電所の分布状況 

浪江町周辺の再エネ発電所の状況として、遊休地を活用したメガソーラー発電所が町内に点在し

ています（表 ３-３、図 ３-４）。 

福島県水素エネルギー研究フィールドの太陽光発電（20MW）については、水素製造を目的として

いますが、その他のメガソーラー発電所で発電される電力は FIT売電されている状況です。 

 

表 ３-３ 浪江町周辺の大型の再エネ発電所の概要 

No 発電所名称 
発電 

方式 
出力 事業者 住所 

1 
浪江谷津田復興ソーラー
発電所 太陽光 60.192 MW 

浪江谷津田復興ソーラー合
同会社 

福島県双葉郡浪江町谷津田上谷津田 

2 浪江酒井太陽光発電所 太陽光 59.9346MW 合同会社浪江酒井ソーラー 福島県双葉郡浪江町大字酒井中酒井 

3 
南相馬村上・福岡太陽光発
電所 太陽光 40.6026 MW 

合同会社南相馬村上福岡ソ
ーラー 

福島県南相馬市小高区福岡堂田 

4 SGET南相馬メガソーラー 太陽光 36.2335 MW 
SGET 南相馬メガソーラー合
同会社 

福島県南相馬市 

5 
南相馬原町東太陽光発電
所 太陽光 32.2898 MW 

ソーラーパワー南相馬・原町
株式会社 

福島県南相馬市原町区下渋佐南赤沼 

6 
桧山高原風力発電所＜14
基＞ 風力 28 MW 株式会社ジェイウインド 福島県田村市常葉町堀田 

7 鴻草渋川太陽光発電所 太陽光 25.2915 MW 合同会社鴻草渋川エナジー 福島県双葉郡双葉町大字渋川竹下 

8 
福島水素エネルギー研究
フィールド 太陽光 20 MW 

国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構
／東芝エネルギーシステム
ズ株式会社／東北電力株式

会社／岩谷産業株式会社 

福島県双葉郡浪江町大字棚塩大原 

9 
南相馬川房発電・メガソー
ラー発電所 太陽光 14.2555 MW 川房発電合同会社 福島県南相馬市小高区川房四ツ栗２４ 

10 
大熊エネルギー・メガソー
ラー発電所 太陽光 11.66886 MW 大熊エネルギー合同会社 福島県双葉郡大熊町大川原西平 

11 
懸の森メガソーラー発電
所 太陽光 8.6562 MW 懸の森太陽光発電合同会社 福島県南相馬市小高区大富 

12 上根沢発電所 太陽光 6.6336 MW 
株式会社トーヨーエネルギ
ーファーム 

福島県南相馬市 

13 太陽光発電所 A 太陽光 6.5961 MW 合同会社浜通りエナジー 福島県双葉郡双葉町大字両竹花ノ木 

14 高瀬川発電所（水力） 水力 5.8 MW 東北電力株式会社 福島県双葉郡浪江町大字井手畑川２０ 

15 小屋木発電所 太陽光 4.8417 MW 
株式会社トーヨーエネルギ
ーファーム 

福島県南相馬市小高区小屋木中田 

16 太陽光発電所 B 太陽光 2.7043 MW 
日立キャピタル信託株式会
社 

福島県南相馬市原町区下太田道内迫 

17 太陽光発電所 C 太陽光 2.508 MW 大和化成株式会社 福島県南相馬市原町区小浜間形沢１００ 

18 古道川発電所（水力） 水力 2.49 MW 東北電力株式会社 福島県田村市 

19 
川俣町山木屋地区復興メ
ガソーラー発電所 太陽光 2.17 MW かわまた復興発電合同会社 福島県伊達郡川俣町山木屋細畑東山 

20 
大熊町ふるさと再興メガ
ソーラー発電所 太陽光 2.003 MW 福島発電株式会社 福島県双葉郡大熊町大川原 

21 南相馬おひさま発電所 太陽光 1.8768 MW 東北おひさま発電株式会社 福島県南相馬市原町区馬場地切 

22 太陽光発電所 D 太陽光 1.5282 MW 
合同会社東日本メガソーラ
ー2 

福島県二本松市戸沢 

23 太陽光発電所 E 太陽光 1.5 MW 株式会社中里工務店 福島県南相馬市原町区鶴谷池袋 

24 太陽光発電所 F 太陽光 1.431 MW 杉山株式会社 福島県南相馬市小高区羽倉 

25 太陽光発電所 G 太陽光 0.9817 MW インターテック有限会社 福島県南相馬市原町区上町２丁目 

26 太陽光発電所 H 太陽光 0.903 MW 
日本再生可能エネルギー発

電 2017-2号合同 
福島県南相馬市原町区牛来西谷地 

27 太陽光発電所 I 太陽光 0.8646 MW 有限会社石毛運送 福島県南相馬市原町区牛来南平 

28 太陽光発電所 J 太陽光 0.7644 MW 有限会社フラワーランド 福島県南相馬市 

29 太陽光発電所 K 太陽光 0.693 MW ふたば電力合同会社 福島県双葉郡浪江町大字高瀬小高瀬迫 

30 昼曽根発電所（水力） 水力 0.5 MW 東北電力株式会社 
福島県双葉郡浪江町大字昼曽根道下５３
-１ 

  出典：エレクトリカル・ジャパン（Electrical Japan） 発電所データベース



 

16 

 

 

図 ３-４ 浪江町周辺の大型の再エネルギー発電所位置図 

出典：エレクトリカル・ジャパン（Electrical Japan） 発電所データベースをもとに作図 
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第４章 RE100達成に向けた先進事例 

１.RE100 の概要 

RE100とは 

RE100は、国際環境 NGO「The Climate Group」が主導し 2014年に発足した国際イニシアテ

ィブ※17です。事業活動によって生じる環境負荷を低減させるために設立された枠組みであ

り、2050年までに、事業運営を 100％再エネで調達することによって将来的な脱炭素化社会

の実現を目標としています。 

RE100加盟に必要な条件として、事業運営を 100％再エネで行うことを宣言する必要があり

ます。ここでの再エネは表 ４-１に示す、水力、太陽光、風力、地熱、バイオマスを指し、

原子力発電は含まれません。 

 
表 ４-１ RE100条件を満たす再エネ 

種類 概要 特色 

水力 
水の持つ位置エネルギーを利用して、
落水や流水により水力で羽根車を回
し、それによる動力で発電機を回して
発電を行う方式 

水力は純国産のエネルギーで、自然環
境の中で繰返し使用可能。「揚水式」や
「貯水池式」は、電力需要の変動に対応
しやすく、夏の昼間などの電力需要ピ
ーク時の供給力として活躍 

太陽光 
太陽の光エネルギーを太陽電池（半導
体素子）により直接電気に変換する発
電方法 

住宅用、産業用ともに実用化されてい
るため、導入が比較的容易 

風力 
風の運動エネルギーを風車により回
転エネルギーに変え、その回転を発電
機に伝送し、電気エネルギーに変換す
る発電方法 

実用化されているが、風況の良いこと
が条件となって おり、事業化が可能
な地域が限定的 

地熱 
高温、高圧の熱水により形成される地
熱貯留層まで井戸を掘り、熱水や蒸気
を汲み出して利用する発電方式、熱利
用もあり 

適地は火山活動が活発な地域や温泉地
であり、事業化が可能なエリアが少な
い 

バイオマス 
木質系バイオマスや、もみ殻や稲わら
のような農作物残渣などの生物資源
を直接燃焼やガス化によって電気に
変換する発電方法、熱利用もあり 

発電事業を行う場合は、安定的な供給
体制が不可欠。資源が広域に分散して
おり、収集・運搬費用がかかる 

 
参加条件として、RE100が提示する基準を表 ４-２に示します。 

RE100が発足した社会的背景として、2015年に採択された COPのパリ協定や SDGs等に伴

い、脱炭素化は公共団体にとどまらず、企業にとっても大きな課題として認識されるように

なってきたことが挙げられます。脱炭素化の取組が企業価値と結びつき、投資家の判断材料

としても脱炭素化への取組が重視されています。環境保全行動を企業価値として取引のポイ

ントに加味する時代の潮流のなかで、RE100に加盟することで環境先進企業として社会的に

認められるメリットがあります。 

100％達成は企業単位での達成が要求され、各地に事業所がある企業などはその全てで再エ

ネ 100％による事業運営を達成する必要があります。「100％達成」の手段として、自社で発

電設備を整備し自家消費を行うか、電力市場から再エネを調達する必要があります。 

                                                   
※17 国際イニシアティブ：加盟企業がリーダシップを取り、優良事例を共有し、課題を克服することを推進し、

パリ協定で合意された「２℃目標」の達成に必要とされる政策やマーケットの移行を後押しするためのもの。 
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表 ４-２ RE100加盟に必要な基準 

基準 1 世界的に認知されているなど、100GWh以上消費するような影響力がある企業であること。 

基準 2 すべての企業活動において再エネの 100％利用を達成することに対して、公約する意志があること。 

基準 3 基準 2の「すべての企業活動」の定義は、GHGプロトコルに則ること。 

基準 4 
企業はグループ単位で参加する必要があるものの、子会社のうち条件を満たす場合は参加の例外と

して認められる。 

基準 5 RE100が決める最低限の期限を設けた達成のための戦略を持つこと。 

基準 6 
毎年、「CDP気候変動」の質問表のフォーマットで報告書を制作し、進捗状況を事務局に提出する必

要がある。その情報は、第三者監査を受けなければならない。 

基準 7と 8 

発電事業や、再生可能電力設備の製造などを行う企業に関する条件で、収入の大半を発電によりまか

なう企業、および再エネ電力設備を製造する企業に関しては、その参加について別途条件が定められ

ている。 

出典：日本ユニシス （http/www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/cis/column/re100.html ） 
 
 

国内の RE100 加盟企業 

RE100発足以降、欧米諸国を筆頭に加盟企業は増加し続けています。2021年 2月現在、世

界の企業 288 社以上が RE100に加盟しており、そのうち日本企業は 50社が加盟しています

（表 ４-３）。日本企業では株式会社リコーが 2017年 4月に最初に加盟しました。最近では

2021年 2月 1日に日清食品ホールディングス株式会社を含めた 4社が新たに加盟を発表しま

した。 

ここで、国内の RE100 企業一覧（表 ４-３）に基づいて、RE100表明企業数の年推移と、

業種の内訳について分析を行った結果を以下に整理しました（図 ４-１、図 ４-２） 

RE100表明企業数の年推移（図 ４-１）をみると、2017年から 2019年の 3年間に急激に増

加している状況となっています。一方で、2020年に横ばいに転じていますが、これはコロナ

ウイルスの流行による影響とみられます。 

国内の RE100 加盟企業の業種内訳（図 ４-２）をみると、電気機器、建築、小売、不動産

で全体の半数以上を占める結果となりました。上位業種以外にも様々な業種から RE100が表

明されています。脱炭素に対する社会の期待も高まり、今後さらに業種の枠にとどまらず、

加盟数が伸びることが考えられます。なお、現在 RE100に加盟している企業のうち、約 7割

が目標達成年を 2050 年と設定しています。 

 

  

図 ４-１  RE100表明企業数の年推移 図 ４-２ 国内の RE100加盟企業の業種内訳 
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表 ４-３ 国内の RE100加盟企業一覧 

 
出典：サステナ株式会社資料をもとに作成 

業種 企業名 RE100イニシアチブ
加盟年

RE100
達成目標年 取り組み内容

1 電気機器 株式会社リコー 2017年4月 2030 30% 2050 社内再エネ電力100％認定制度（74拠点）＋上海の生産拠点の再エネ利用＋社屋の省エネ（Nearly ZEB認証）＋MFP組み立て工場の再エネ100％化

2 建設 積水ハウス株式会社 2017年10月 2030 50% 2040 オーナー様からの卒FIT電力買い取り利用する事例

3 小売 アスクル株式会社 2017年11月 2025 80% 2030 ネクストエネジー・アンド・リソース株式会社が提供する「グリーナでんき」の「ＧＲＥＥＮａ RE100プラン」を導入（再エネ25％切り替え）＋省エネ

4 建設 大和ハウス工業株式会社 2018年3月 － － 2040 自社施設の省エネ＋自社未利用地を活用した再エネによる発電事業（総電力使用量481GWhの約6割に相当）＋「大和ハウス佐賀ビル」では、井水・太陽熱
利用ハイブリッド空調システム等の導入、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を組み合わせた電力自立システム（再エネによる電力自給自足オフィス）

5 小売 ワタミ株式会社 2018年3月 2035 50% 2040 watamiEnergyより風力・太陽光発電での再エネ販売、地域電力立ち上げ支援による地産地消の取り組み＋他再エネ事業者からの調達

6 小売 イオン株式会社 2018年3月 2035 50% 2050 本社使用電源RE100％化_東電エナジーP「アクアプレミアム」導入（水力発電を用いた電力メニュー）＋地域の再エネ電力購入など

7 金融 城南信用金庫 2018年5月 2030 50% 2050 バイオマス発電＋Jクレジットによる実質100％REの事業活動

8 小売 株式会社丸井グループ 2018年7月 2025 70% 2030 みんな電力株式会社「ENECT RE100 プラン」に参加し、電源のトレーサビリティの活用（ブロックチェーン技術による）

9 電気機器 富士通株式会社 2018年7月 2030 40% 2050 太陽光発電の設置＋データセンターの省エネ＋小売電気事業者の再エネ導入検討

10 鉄鋼 株式会社エンビプロ・ホールディングス 2018年7月 － － 2050 RE100工業達成（小売電力（＋今後は屋上の太陽光発電加える））＋トラッキング付非化石証明書

11 電気機器 ソニー株式会社 2018年9月 2030 30% 2040 太陽光発電設備導入＋東電エナジーPより水力発電電力購入＋グリーン電力証明書の活用

12 その他金融 芙蓉総合リース株式会社 2018年9月 2030 50% 2050 RE100％の事業活動目標＋再エネ発電事業＋再エネ関連インフラの普及促進＋再エネ関連技術への投資・事業化・商業化サポート

13 小売 生活協同組合コープさっぽろ 2018年10月 2030 60% 2040 （株）トドック電力（新電力）によるRE100％の電力供給目指す

14 建設 戸田建設株式会社 2019年1月 2040 50% 2050 太陽光発電のトラッキング付非化石証明書・家庭用太陽光発電設備（PV）を用いた事例

15 電気機器 コニカミノルタ株式会社 2019年2月 － － 2050 中国において、太陽光発電＋再エネ電力証書（I-REC認証）によるRE100％

16 建設 大東建託株式会社 2019年2月 － － 2040 賃貸住宅に設置した太陽光発電のエネルギーをFIT制度を通して電力市場へ全量供給。FIT制度終了後、この力を当社グループにおいて自家消費、RE100の目
標達成を目指します。

17 情報・通信 株式会社野村総合研究所 2019年2月 2030 36% 2050 RE100に向けてデータセンターの省エネ設備導入

18 不動産 東急不動産株式会社 2019年4月 － － 2050 保有・運営する再生可能エネルギー事業施設数は現在計４３ヶ所（２０１９年３月末日時
点、開発中案件含む）で定格容量８１９MW（共同事業含む総関与事業値）で今後RE100目標

19 化学 富士フイルムホールディングス株式会社 2019年4月 2030 50% 2050 太陽光発電など再エネ＋天然ガス利用のコージェネレーション（今後水素の利用も視野）＋購入電力

20 金融 アセットマネジメントone株式会社 2019年7月 － － 2050 （詳細な取組み内容に関する記載無し）

21 保険 第一生命保険株式会社 2019年8月 － － 2050 日比谷本社RE100実現_東電エナジーP「アクアプレミアム」導入（水力発電を用いた電力メニュー）

22 電気機器 パナソニック株式会社 2019年8月 － － 2050 工業の省エネ＋太陽光発電などの再エネ設備導入＋関西電力（水力ECOプラン）＋非化石証書＋J－クレジットによるCO2ぜロ工場（日欧2工場）の実現

23 建設 旭化成ホームズ株式会社 2019年9月 － － 2038 戸建住宅及び賃貸住宅の太陽光発電から「へーベル電気」により余剰電力を買い取り、事務所や工場、展示場へ供給予定

24 小売 株式会社高島屋 2019年9月 － － 2050 店舗・オフィスのLED化

25 非鉄金属 株式会社フジクラ 2019年10月 2040 90% 2050 東電エナジーP「アクアプレミアム」導入＋北陸電力の再エネ電力メニューの導入によりRE100％2拠点

26 陸運業 東急株式会社 2019年10月 － － 2050 再生可能エネルギー100％による世田谷線の運行開始、および南町田グランベリーパーク
の環境認証制度「LEED ND（まちづくり部門）」ゴールド予備認証取得

27 不動産 ヒューリック株式会社 2019年11月 － － 2025 ヒューリックプロパティソリューションを電気小売事業者として、自社保有の太陽光発電から本社ビルに供給を行う

28 金属製品 株式会社LIXILグループ 2019年11月 － － 2050 再生可能エネルギー利用促進

29 建設 株式会社安藤・間 2019年12月 2030年 80% 2050 再生可能エネルギーの調達や事業参画に加え次世代エネルギーマネジメントシステムの開発等

30 サービス 楽天株式会社 2019年12月 － － 2025 楽天エナジーよりJクレジット取引システムの提供＋楽天市場の出店店舗や楽天トラベルの加盟宿泊施設などのRE100へのサポート実施＋楽天関係のスポーツ試合
のCO2オフセット＋（今後、データセンター・物流センターのRE100を推進）

31 不動産 三菱地所株式会社 2020年2月 － － 2025 グリーン電力証書＋東電エナジーP「アクアプレミアム」導入＋三菱日立パワーシステムズ「業務・産業用燃料電池システム」導入＋グリーンプラネット出資＋太陽光
発電導入（商業施設・分譲マンションにおける自家消費）

32 不動産 三井不動産株式会社 2020年2月 － － 2025 省エネ＋太陽光発電＋コジェネレーションシステムなどの創エネ＋大型蓄電池による畜エネ（東京ミッドタウン日比谷；省エネ・創エネ、etc）

33 建設 住友林業株式会社 2020年3月 － － 2040 「住友林業の家」オーナー対象の住宅用太陽光発電の余剰電力買い取りと電力供給代理販売サービス開始（事務所や展示場で有効利用＋発電事業で
RE100を目指す）

34 医薬品 小野薬品工業株式会社 2020年6月 － － 2050 太陽光発電の導入、グリーン電力証書・J クレジット購入に加え、水力発電由来の電力購入等の取り組みを進めている。

35 情報・通信 日本ユニシス株式会社 2020年5~6月 － － 2050 （RE100に関するニュースリリース等無し）

36 電気機器 株式会社アドバンテスト 2020年8月 － － 2050 （詳細な取組み内容に関する記載無し）

37 食品 味の素株式会社 2020年8月 － － 2050 2017年度に本社と国内営業拠点など で使用するすべての電力を対象に「グリーン電力証書」を購入。また海外の工場ではバイオマスボイラーを設置し、食品原料
の非可食部分や未利用部分を燃料としたエネルギー利用を推進。 RE100への参画にあたり、事業拠点に おける再エネ調達を加速化

38 化学 積水化学工業株式会社 2020年8月 － － 2030 （１）2019年4月に始動したサービス「スマートハイムでんき」によって、ソーラーパネル搭載のセキスイハイム購入のお客様から余剰電力を買い上げ、国内工場での
活用を進める　（２）徹底的な省エネおよび自家消費型再エネ電源の導入推進による購入電力の削減を行った上で、再エネ電力の調達を推進

39 その他製品 株式会社アシックス 2020年9月 2030 60% 2050 すでに世界本社（日本・神戸）、欧州本社（オランダ・ホーフトドルプ）、アシックススポーツ工学研究所（日本・神戸）では再エネ化100%を達成

40 小売 Ｊ．フロント リテイリング株式会社 2020年10月 2030 60% 2050 一部ビルにおいて使用する全ての電力を再生可能エネルギーに切り替え
再生可能エネルギー電力証書の購入等を実施し、当社グループの事業活動で使用する電力を 100％再生可能エネルギーで調達

41 飲料 アサヒグループホールディングス株式会社 2020年10月 2030 30% 2050 グリーン電力証書の購入、製造工程の改善による省エネ推進、再生可能エネルギーの活用などの施策を実施。
排水由来のバイオメタンガスを利用した燃料電池による発電システムやCO2分離回収試験装置を導入した実証実験など研究開発の推進

42 飲料 キリンホールディングス株式会社 2020年11月 2030 30% 2040 徹底した省エネ活動に加え、燃料転換の実施、ヒートポンプの導入、太陽光・風力・水力発電由来の電力活用など再生可能エネルギー活用の推進、容器軽量化
や共同配送を含むバリューチェーンでの温室効果ガス排出削減を推進

43 自動車機器 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 2020年12月 － － 2050 （詳細な取組み内容に関する記載無し）

44 小売 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス株式会社 2020年12月 － － 2050 LED照明や太陽光発電パネル、蓄電池の導入

45 住宅設備機器 株式会社ノーリツ 2020年12月
2030

（国内生産
事業所）

100%
2050

(海外グループ
含）

太陽光発電導入、J-クレジット導入、省エネ活動等の施策を実施

46 電気機器 株式会社村田製作所 2020年12月 － － 2050 各事業所で省エネルギー化・太陽光発電と蓄電池導入の促進

47 不動産 いちご株式会社 2021年2月 － － 2040 太陽光発電・風力発電の導入し消費電力を再生可能エネルギーに切り替え

48 建設 株式会社熊谷組 2021年2月 － － 2050 （RE100に関するニュースリリース等無し）

49 電気機器 株式会社ニコン 2021年2月 － － 2050 再生可能エネルギー利用促進

50 食品 日清食品ホールディングス株式会社 2021年2月 2030 60% 2050 省エネ設備の導入、ヒートポンプの設置、熱エネルギーの再利用、一部製造工場における太陽光発電やバイオマスボイラーの導入など

中期目標年と
数値
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２.RE100 を達成するための手段 

ここでは、RE100 を達成するために必要な電気の利用、調達、契約に関する内容や国内にお

ける環境価値取引の手法について整理しました。 

浪江町産再エネ電気の供給エリアを、ア）浪江町内、イ）浪江町外（東北電力の管轄内）、

ウ）東北電力管轄外の３つに分類（図 ４-３）して、浪江産再エネ電気と、環境価値として

ⅰ）非化石証書※18、ⅱ）グリーン電力証書※19、ⅲ）J-クレジット※20（再エネ由来）を活用し

て RE100 を達成するための要件を表 ４-４に示しています。 

RE100達成の手段について、再エネ・環境価値取引の方法等の具体的な内容については、表 

４-４に記載した詳細ページにて整理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-３ 浪江産再エネ電気の供給地のイメージ 

 
表 ４-４ 浪江産再エネを活用して RE100 を満たすための要件整理 

RE100 達成手段 ア）浪江町 
イ）浪江 

町外 
ウ）東北電力

管轄外 
詳細ページ・備考 

再エネの 
活用 

自家消費 〇 - - P21 

電力市場
取引 

〇 〇 〇 
P21～23（市場取引） 
P34（地域連携線使用ルール） 
※FIT電源は、トラッキングあり
は〇、トラッキングなしは× × × × 

環
境
価
値
取
引 

 

ⅰ）非化石証書の
売買 

〇 〇 〇 P25、P26～35 
※非化石証書は、再エネ指定あり
は〇、再エネ指定なしは× × × × 

ⅱ）グリーン電力
証書の売買 〇 〇 〇 P25、36 

ⅲ）J-クレジット
（再エネ由
来）の売買 

〇 〇 〇 P25、37～38 

※「〇」は条件なしで RE100要件を満たす。 
「×」は RE100要件を満たさない。 

                                                   
※18 非化石証書：非化石証書とは、非化石電源により発電された電気について、非化石価値を分離し、証書にし

たもの。 非化石電源には、再生可能エネルギー、原子力がある。 
※19 グリーン電力証書：再エネ由来のグリーンな電気が持つ「環境価値」を「証書」化して取引することで、再

エネの普及・拡大を推進する仕組み。 
※20 J-クレジット：省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2などの温室効果ガスの排出削減

量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。 

イ）浪江町外で再エネの地産外

消・外産地消 ウ）東北電力管轄外を対

象とした広域供給 

ア）浪江町内で再エ

ネの地産地消 

東北電力以外の管轄 浪江町 

東北電力の管轄 
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再エネの自家消費利用 

浪江町産の再エネを地産地消する上で、需要施設に再エネ設備を導入して、再エネを自家

消費することは、直接的に浪江町のエネルギー自給率の向上を促し、浪江町の RE100達成に

貢献します。 

再エネの自家消費モデルとしては、再エネ発電設備を需要家が所有するモデルのほか、需

要家が発電設備を購入する必要がなく、設備導入の初期コストがかからないモデルとして、

PPA※21モデルやリースモデルなどがあります（表 ４-５）。 

 

表 ４-５ 需要家が発電設備を保有しない自家消費モデル 

PPA（PowerPurchaseAgreement）モデル リースモデル 

  

需要家が需要家施設の屋上などを第３者に貸出し、
この第３者が再エネ発電設備を設置して、発電した電
気を需要家が消費する。 

需要家が再エネ発電設備をリース業者から借り
入れて、発電した電気を需要家が消費する。 

出典：YKK AP 
 

再エネの市場取引 

再エネ電気を電力系統に導入する場合の多くは、日本卸電力取引所（JEPX）※22を介して電

力市場取引が行われます。JEPX では、実電気を取引する市場と、非化石価値を取引する市場

で電気と非化石価値を分けた取引が行われます（図 ４-４）。 

 
図 ４-４ 電気取り扱い市場および非化石価値市場のイメージ 

 出典：資源エネルギー庁「非化石市場について」（平成２９年１月） 
                                                   
※21 PPA (Power Purchase Agreement)：電気を利用者に売る電気事業者と発電事業者の間で結ぶ「電力販売契

約」のこと。 
※22 JEPX(Japan Electric Power Exchange)：日本で唯一の卸電力取引所のこと。会員登録した事業者は入札を

通した電気の売買が可能になる。主に「スポット市場」、「時間前市場」において入札に参加する。 

需要家 需要家 

第３者 
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＜実電気を取り扱う市場＞ 

JEPXにおいて実電気を扱う主要な市場としては、１日前市場（スポット市場）と、その後

の調整市場として当日市場（時間前市場）があります（図 ４-５、表 ４-６）。 

当日市場の役割は、JEPXの主要市場である１日前市場(スポット市場)の、その後の調整と

しての機能となります。 

例えば、発電を予定している発電所が事故により停止しなければならない、予想以上に気

温が上がり需要が増えるなど、１日前市場で翌日に受渡する電気の取引がなされた後、実際

の受渡までの間に不測の発電不調や需要急増が起こることがあります。 

このような翌日計画策定後の不測の需給ミスマッチに対応するために当日市場が設けられ

ています。 

 

 

図 ４-５ １日前市場と当日市場のイメージ 

出典：日本卸電力取引所 取引ガイド 

 

表 ４-６ 日本卸電力取引所（JEPX）における電力市場取引の概要 

分類 取扱 
種別 概要 

1日前市場  
（スポット市場） 

電気 

卸電力取引所が開催する最もポピュラーな電力取引市場の一つで

あり、翌日に発電または販売する電気を前日までに入札し、売買を

成立（マッチング）させるもの。 

一日を 30分単位に区切った 48商品について取引を行い、約定方

式は、他参加者の入札動向が開示されない状態（ブラインド）で入

札を行うブラインド・シングルプライスオークション。 

1時間前市場 電気 

平成 28 年 4月より 1時間前市場は開設され、これにより 365日営業

へと変更になり土日祝日、ゴールデンウイーク、正月も取引を実施

可能となった。 

1時間前市場の役割は、JEPX において主要となる 1日前市場(スポ

ット市場)のその後の調整としての機能です。2日前市場で翌日に受

渡する電気の取引がなされた後、実際の受渡までの間に不測の発電

不調や需要急増が起こることがあります。例えば、発電を予定して

いる発電所が事故により停止しなければならない、予想以上に気温

が上がり需要が増える、などです。そのような翌日計画策定後の不

測の需給ミスマッチに対応するための市場です。 
出典：日本卸電力取引所 取引ガイド（2019 年 1 月 22 日更新）より作成 
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１日前市場（スポット市場）では、オークション方式での取引が行われ、売り手と買い手

がそれぞれ入札価格を提示して、売り買いが均衡する量と価格で取引を成立させます（表 

４-７）。 

一方で、時間前市場（当日市場）では、株式取引市場でも採用されているザバラ方式での

取引が行われ、価格優先、時刻優先で、売り手と買い手が個別の入札価格を提示して随時取

引を成立させます（表 ４-７）。 

 
表 ４-７ 電力市場取引における一日前市場と時間前市場の違い 

分類 １日前市場 （スポット市場） 時間前市場 （当日市場） 
商品  電力の計量単位(毎時 0 分~30 分、30 分~60 分)毎に行う 
入札単位 1MW/30 分 0.1MW/30 分 
指定単位 kWh 当たりの価格を銭単位で指定 kWh 単位で価格指定、 銭単位まで指定 
取引種別 オークション方式 ザバラ方式 

概要 

 

 

  

  

入札方法 

１日(48 時間帯)を 1 入札単位として計算

する、ブラインドシングルプライスオーク

ション方式    
取引日の 10 日前から入札可能で、入札可

能な時間帯は午前 8 時から午後 5 時 

30 分単位の商品毎のザラバ取引で取引可

能時間は、毎日 17 時に翌日 0 時からの

48 商品の取引を開始し、商品毎に受渡時

間の 1 時間前まで取引可能 

入札受付

時間 
毎日、10 時に入札締め切り 24 時間開場 

適する市

場の特徴 
・公正な価格指標の形成を重視する市場に

適する 
・短期売買を必要とする市場に適する 
・常に注文の観察が求められる 

      出典：日本卸電力取引所 取引ガイド（2019 年 1 月 22 日更新）より作成 
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環境価値取引 

国内の環境価値取引の概要について、表 ４-８に整理しました。 

環境価値取引のうち、「非化石証書」は再エネ価値などの環境価値を証書化したもので、

小売電気事業者が市場から購入し、再エネ電気と非化石証書のセットでグリーン電力メニュ

ーとして電力需要家へ販売する流れとなります。 

但し、従来の FIT 非化石証書（再エネ指定あり）については、再エネ発電設備の情報（発

電方法や発電設備の所在地など）が証書に付与されていないことから、RE100達成への活用

は認められていませんでした。これを受け、2019年 2月から経済産業省により、トラッキン

グつき非化石※23市場取引の実証が実施されており、このトラッキングつき非化石証書につい

ては RE100要件を満たすものとなっています。 

一方で、「グリーン電力証書」および「J-クレジット（再エネ由来）」は、FIT認定を受

けていない発電設備が対象になり、証書・クレジットの発行者や、クレジット保有者から自

治体や企業が購入することで RE100要件を満たすものになります。 

環境価値取引の価格について比較すると、J-クレジット（再エネ由来）が最も安く、グリ

ーン電力証書が最も高い水準となっています。 

年間のクレジット・証書の発行量については、非化石証書（再エネ指定）が圧倒的に多い

状況にあります。 

表 ４-８ 国内の環境価値取引の概要 

 
（ア）非化石証書 （イ）グリーン 

電力証書 
（ウ）J-クレジット 
（再エネ由来） FIT 電源 非 FIT 電源 

RE100への活用 
〇（トラッキングつき） 

×（トラッキングなし） 
〇 〇 〇 

発行者 

低炭素投資促進機構（国が指定した費用

負担調整機関） 

※トラッキングつきについては、トラッ

キング非化石証書事務局が属性情報を

一括して管理、追跡を行う 

グリーン電力証書

発行事業者 

国（経産省・環境

省・農林水産省が共

同で運営） 

対象となる 

発電設備 

太陽光、風力、水

力、地熱、バイオエ

ネルギー（証書では

種別不明） 

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 

購入対象者 小売電気事業者 企業、自治体 企業、自治体 

購入方法 非化石価値取引市場で入札して購入 発行者から購入 

①発行者が実施する

入札で購入 

②クレジット保有者

か仲介事業者から購

入 

発行量 約 531億 kWh（2017年 4～12月発電分） 
3億 7,800万 kWh 

（2017年度） 

約 11億 kWh 

（2017年度） 

価格 1.3～4円 kWh程度 3～4円/kWh程度 0.9円/kWh程度 

償却期間 発電した年と同じ年度に限る なし なし 

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 2018 年 1 月」を参考に一部追記 

                                                   
※23 トラッキングつき非化石証書：「トラッキング」とは追跡するという意味。どのような再エネ発電所からの

非化石価値であるかを追跡できる非化石証書。 
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(ア)非化石証書 

2018年 5月に化石燃料を使わない、再エネや原子力発電を対象とした非化石価値取引市場

が創設されました（図 ４-６）。創設の目的としては、小売電気事業者のエネルギー供給構

造高度化法（以下、「高度化法」とする）上の非化石電源調達目標の達成を後押しするとと

もに、需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、FIT制度による国民負担の軽減に資するため

とされています。 

 

 

図 ４-６ 非化石価値取引のイメージ 

出典：資源エネルギー庁「非化石市場について」（平成 29 年 1 月） 

 

表 ４-９ 非化石市場の概要 

分類 取扱種別 概要 

年４回のオークシ
ョン 非化石価値 

利用者にとっての利便性と売り出し量の細分化を
防ぐ観点から、年に 4 回のオークションが実施され
ており、当該オークションでは四半期分の電力量に
相当する非化石証書が市場に供出されています。 

 

＜非化石証書の種類＞ 

非化石証書は 2018年 5月に「FIT非化石証書」から始まり、その後、2種類の「非 FIT非

化石証書」が加わって合計で 3種類になりました（表 ４-１０）。 

このうち RE100要件を満たす非化石証書は「再エネ指定あり」のみで、電源構成として原

子力発電が入っている「再エネ指定なし」については RE100要件を満たしません。 

小売電気事業者は、電気需要家にグリーン電力メニューを販売するため、低炭素投資促進

機構、または発電事業者から非化石証書を購入し、電気に非化石価値をつけて、電力需要者

へ販売する流れになります。 

FIT 電源由来の非化石証書の収入は、費用負担調整機関（低炭素投資促進機構）に渡り、

再エネ賦課金の軽減に使用されます。一方で、非 FIT由来の非化石証書の収入は、発電事業

者の収入として計上されます（表 ４-１０）。 

  

=非化石市場 
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表 ４-１０ 非化石証書の種類と概要 

 
FIT非化石証書 非 FIT非化石証書 

再エネ指定あり 再エネ指定あり 再エネ指定なし 

RE100への活用 〇 〇 × 

対象電源 

FIT電源 

EX）太陽光、風力、小水

力、バイオマス、地熱等 

非 FIT電源 

EX）大型水力、卒 FIT※24

電源等 

非 FIT電源 

EX）大型水力、卒 FIT電

源、原子力等 

証書売手 低炭素投資促進機構 発電事業者 発電事業者 

証書買手 小売電気事業者 小売電気事業者 小売電気事業者 

最低価格 1.3円/kWh 設定しない 設定しない 

最高価格 4円/kWh 4円/kWh 4円/kWh 

価格決定方式 
マルチプライス 

オークション 

シングルプライス 

オークション 

シングルプライス 

オークション 

出典：資源エネルギー庁「エネルギー供給構造高度化法の中間目標の策定について」 

①FIT 非化石証書 

FIT 法により作られた電気は今まで小売電気事業者は使用できませんでしたが、発電事業

者と小売電気事業者の間で特定卸供給契約を締結することにより、小売電気事業者の使用が

可能となりました。発電事業者は FITの価格は維持されながら電気は地産地消出来るスキー

ムとなりますが、CO2削減の価値はありません。 

したがって、FIT電源において RE100 要件を満たすには、発電事業者と特定卸供給契約を

締結するとともに、認定主体である国から電源および電力量の認定を受けることで、FIT非

化石証書を取得し、当該証書をオークション（市場取引）あるいは相対取引によって、小売

事業者へ販売する流れとなります。 

送配電事業者が買い取った FIT電気を小売電気事業者へ供給する形態としては、以下の２

つの方法があります（表 ４-１１）。 

 

ア）原則として卸電力取引市場を通じた取引により小売電気事業者に供給する 

市場経由の再エネ電力供給の場合、どのような再エネが、どこでつくられたかなどの

電源情報は、小売電気事業者へは提示されないことから、RE100要件を満たすことがで

きません（表 ４-９【通常型】）。 

但し、市場経由でも、発電事業者と小売電気事業者の間で、特定卸売供給契約を結ん

だ場合、再エネ電力の購入のほか、トラッキングつき非化石証書を購入すれば、RE100

要件を満たすことが可能になります（表 ４-９【特定卸売供給＋トラッキングつき非化

石証書】）。 

イ）FIT 発電事業者と小売電気事業者との間の合意に基づき、電源を特定した上で、もしく

は、電力を特定せずに相対供給する 

卸電力市場を介さずに、発電事業者と小売電気事業者とが直接的に相対契約を結ぶ場

合についても、電源供給先が特定化されているについては、RE100 要件を満たすことが

可能になります（表 ４-９ 【電源・供給先固定型＋トラッキングつき非化石証書】） 

                                                   
※24 卒 FIT：固定価格買取制度（FIT）による買取期間が満了した発電設備のこと。 
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表 ４-１１ FIT電力の供給形態と非化石証書の取り扱い 

 

出典：資源エネルギー庁「改正 FIT 法施行に向けて（平成 29 年 1 月）」を参考に作成 
  

供給方法 概要 
RE100 
要件 

契約上の電気の流れのイメージ 

ア）市場経
由の供給 

【通常型】 
・この供給方法が原則 
・卸電力取引市場を通じた取引により小売電気事業者に
供給 

・どのような再エネが、どこでつくられたかなどの電源
情報は、小売電気事業者へ提示されない 

× 

 
【特定卸売供給＋トラッキングつき非化石証書】 
・契約者が発電者を特定した卸供給を希望する場合、卸
電力取引市場を通じ、発電事業者の電源を特定して小
売電気事業者に供給 

・再エネ電源の情報を付けたトラッキングつき非化石証
書を購入する場合、RE100要件を満たすことが可能 

〇 

 

イ）相対供

給 

【電源・供給先固定型＋トラッキングつき非化石証書】 
・FIT認定発電事業者と小売電気事業者との間の合意に

基づき、電源を特定した上で相対供給する。 
・あくまで送配電事業者が買い取った上で小売電気事業
者に供給 

・再エネ電源の情報を付けたトラッキングつき非化石証
書を購入する場合、RE100要件を満たすことが可能 

〇 

 

【電源・供給先非固定型】 
・再エネ電気卸供給約款における供給メニューの一つと
して措置 

・電源を特定せずに小売に相対供給する（個別の電源は
特定されず、小売電気事業者には kWhのみが渡される 

・市場が存在していない地域（沖縄・離島等）、市場が
存在していても使えない場合等（災害時等） 

× 

 

FIT電源

個別契約

卸電力
取引市
場

個別契約
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 ＜トラッキングの概要＞ 

トラッキングつき非化石証書販売の趣旨・目的としては、小売電気事業者において購入した

FIT 非化石証書の由来となった発電所を明らかにすることであり、電気需要家にとっては RE100

に対する報告に活用できるメリットがあります。 

取引フローについては、図 ４-７に示す通りであり、事務局において情報基盤システムを用

いて発電された電気に付随する属性情報（図 ４-８）を一括して管理します。属性情報は、小

売事業者が購入した非化石証書に付与されます。 

 

 

図 ４-７ トラッキングスキームの取引フロー（卸電力市場から電気を調達するケース） 

出典：資源エネルギー庁「トラッキング付非化石証書の販売にかかる事業者向け説明資料（2020.12.25）」 
 

 

図 ４-８ トラッキングされる情報 

出典：資源エネルギー庁「トラッキング付非化石証書の販売にかかる事業者向け説明資料（2020.12.25）」 
  

（低炭素投資 

推進機構） 
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②非 FIT非化石証書 

2020年 4月の発電分以降、非 FIT非化石電源から発電された電気に由来するこれら環境価

値は、電気とは切り離され非 FIT 非化石証書として取引されることとなりました。 

なお非 FIT非化石電源とは、卒 FIT電源、原子力、大型水力・バイオマスなどの自然エネ

ルギーがこれに該当します。 

また、卒 FIT 電源については、2019 年 11月発電分から、非化石証書の対象とされていま

す。なお、当面の間、卒 FIT電源に由来する非化石証書については、電気とセットでの相対

取引のみが認められており、この場合は RE100 要件を満たすことが可能となります。 

これまで非 FIT非化石電源から発電された電気を小売電気事業者が相対契約にもとづき調

達した場合、この電気は「非化石価値を有する電気として高度化法の非化石電源比率に計上

可能」とされてきました。 

非 FIT非化石証書制度の導入にともない、非化石電源から発電された系統電力の非化石電

力は、電力と非 FIT非化石価値に分離されます。これは、非化石価値のダブルカウントを回

避するためで、相対取引で非化石価値を有する電気を小売電気事業者に販売する場合でも、

すべて証書化し管理する方向となっています（表 ４-１２）。 

 

表 ４-１２ 卒 FIT後の非化石価値の取り扱い 

電源等区分 契約上の電気の流れのイメージ 
RE100
要件 

相対取引 
小規模卒 FIT 電
源（再エネ指定） 

  電源                   小売電気事業者 

 

〇 

非 FIT 非化石価
値取引 

  電源                   小売電気事業者 

 

× 

〇 

出典：資源エネルギー庁「非化石価値取引市場について（2020.1.31）」を参考に作成 
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＜非化石証書の価格決定方式＞ 

非化石証書の価格決定方式としては、FIT電源については、マルチプライスオークション

（図 ４-９）が採用され、非 FIT 電源については、シングルプライスオークション（図 

４-１０）が採用されます。 

 

①マルチプライスオークション 

マルチプライスオークションは、株式市場取引のような取引のイメージとなりますが、

但し、売り手は成り行き価格（価格を設定できない）のみの入札を行い、買い入札量が売

り入札量の少ない量に合わせて約定する方式となります。買い入札価格がそのまま約定価

格となり、高値で買う取引から約定され、複数の価格（マルチプライス）で取引が行われ

ます（図 ４-９）。 

 

 

図 ４-９ マルチプライスオークションのイメージ 

出典：日本卸電力取引所 取引ガイド（2019 年 1 月 22 日更新） 

 

②シングルプライスオークション 

一日前（スポット市場）は、売り手と買い手がそれぞれ価格を指定して入札します。需

要カーブと供給カーブの交点で約定価格は一意に決まり、約定した商品は一つの価格で取

引されます（図 ４-１０、図 ４-１１）。 

 

図 ４-１０ シングルプライスオークションのイメージ 

出典：日本卸電力取引所 取引ガイド（2019 年 1 月 22 日更新） 

赤線：入札量（kWh）  
青線：入札額（円/kWh） 

赤線：入札量（kWh）  
青線：入札額（円/kWh） 
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図 ４-１１ シングルプライスオークションの価格決定のイメージ 

出典：日本卸電力取引所 取引ガイド（2019 年 1 月 22 日更新） 
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＜非化石証書の約定量の推移＞ 

FIT 非化石証書は、2018年 5月の取引開始後から年度ごとに取引量は増加傾向にありま

す。2020年 11月オークション以降は、高度化法の中間目標の対象オークションとなったこ

とから前年と比べて取引量は急増しています（図 ４-１２）。 

 

 

 

 

図 ４-１２ FIT非化石証書の約定量推移 

 

直近における FIT 非化石証書のほか、非 FIT非化石証書を含めた約定量構成割合は、取引

月によりばらつきはありますが、非 FIT非化石証書（再エネ指定あり）が大幅に高い取引割

合となっています（図 ４-１３）。 

 

 

2020年 第２回（11月） 

 

2020年 第２回（２月） 

図 ４-１３ 非化石証書の約定量構成割合 
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日本卸電力取引所（JEPX）が公開する 2020年度の非化石価値取引市場取引通知結果を図 

４-１４に示します。 

約定価格は、非 FIT非化石証書については、シングルプライスオークションにて価格が決

定されるため、1.1～1.2円/ｋWh と変動が少ないのが特徴となります。 

一方で FIT非化石証書については、マルチプライスオークションによる価格設定が行われ

るため、1.3～4.0円/ｋWh と価格変動幅が大きくなります。但し、加重平均すると 1.3円/ｋ

Whとなっており、非 FIT非化石証書との差は大きくはありません。 

 

 
図 ４-１４ 非化石価値取引市場 取引結果通知 

 

＜RE100 電気の購入方法＞ 

RE100電気メニューの購入方法については、各小売電気事業者によって異なることか

ら、各業者に問い合わせる必要があります（表 ４-１３）。 
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表 ４-１３ 国内において RE100 電力メニューを販売する小売電気事業者一覧 

 

※横浜市内事業者向け「再エネ電気」への切替キャンペーンに参加の小売電気事業者のうち RE100 電力メニューを販売する事業者 

 出典：ヨコハマ SDGｓデザインセンター（2020 年 7 月時点）

低圧

（電力）

低圧

（電灯）
高圧

アーバンエナジー株式会社 - - ○ 100％ ゼロエミプラン
電源構成をFIT電気100％とし、その電気に非化石証書やJ-クレジットを償却するプランです。

お客様は「CO2排出係数がゼロ」の電気をご利用いただけます。

出光グリーンパワー株式会社 - - ○ 100％ プレミアムゼロプラン 再生可能エネルギー比率100％の電力（FITを含む、計画値）＋環境価値を付与したプラン。

株式会社エナリス ○ ○ ○ 100％ RE100メニュー/エコメニュー 再生可能エネルギー100％（FIT含む）、CO2排出量ゼロ、RE100/SBT/温対法等に活用可能

ENEOS株式会社 - - ○ 100％
再エネ電力メニュー（再エネ比率

100％）
バイオマス等の再生可能エネルギー由来電気メニューでC、O2排出量はゼロとなります。

エネサーブ株式会社 ○ ○ ○ 100％ RE100メニュー
FIT比率100％の電気へ再エネ由来の非化石証書を使用しCO2フリーかつ RE100報告に活用可能

な電気を供給いたします。

株式会社エネット ○ ○ ○ 100％ EnneGreen® 100

以下の2つのいずれかのご提供方法をご選択頂くことが可能です。

1,【再エネ】をご選択頂いた場合は、再生可能エネルギー100％の電気を供給します。

2,【FIT電気】をご選択頂いた場合は、ＦＩＴ電気と非化石証書を組み合わせた実質再生可能

エネルギー100％の電気を供給致します。（非化石証書は、トラッキング付き非化石証書も可

能です）

100％ 再エネ100％プラン 県内ごみ発電電力を主体とした再エネ電気です。

100％ RE100プラン
ごみ発電の電気に、その非化石証書（トラッキング付）を組み合わせたR、E100に対応したプ

ランです。

オリックス株式会社 - - ○ 100％
環境対応型メニュー（再生可能エネル

ギー由来の電力メニュー）

オリックスグループの保有するバイオマスおよび太陽光のFIT対象電力を利用し、非化石証書

を充当し、電源のトラッキングを提供。特別高圧での供給も可能です。

100％ （仮称）バイオマス電気 当社直営のバイオマス発電所で発電された電気をお届け。

100％ （仮称）CO2 フリー電気 グリーン電力証書や非化石証書を活用した電気をお届け。

100％ ゼロカーボン＋
FIT電気を使用しない再生可能エネルギー発電所からの電力だけを使用し、新たな発電設備に

対する投資を促す効果（追加性）のあるプランです。

100％ ゼロカーボン
FIT電気をオフセットし、供給するプランです。リーズナブルに調整後排出係数 0.000（kg-

tCO2/kWh）の電気を供給致します。

ダイヤモンドパワー株式会社 - - ○ 100％ 再エネメニュー 再エネ率はニーズにより柔軟な対応が可能です。

大和ハウス工業株式会社 ○ ○ ○ 100％ 脱炭素メニュー（CO2排出係数0） トラッキング付き非化石証書の使用

- ○ - 100％ アクアエナジー100
・水力100%（CO2フリー）とみなされるエコな電気料金プラン。

・低圧電灯メニューとして、ご契約アンペア10～60Aの中から選んでいただけます。

- - ○ 100％ アクアプレミアム
・アクアエナジー100と同様に水力100%のプラン。

・契約電力500kW以上のお客さまがご加入対象となります。

- - ○ 100％ アクアdeパワーかながわ

・神奈川県が保有する11箇所の水力発電所を電源としたCO2フリーかつ地産地消の電気料金プ

ラン。

・特別高圧または高圧の神奈川県内のお客さまがご加入対象となります。

・ご使用いただく全ての電気を本メニューでご契約いただくことが加入条件とります。

株式会社まち未来製作所 ○ ○ ○ 100% ゼロカーボンヨコハマプラン 再エネ100％！CO2排出係数ゼロの電気なのでRE100にも適用可能です。

株式会社みらい電力 ○ ○ ○ 100% REみらい 卒FITの太陽光発電と非化石証書の環境価値利用によRりE100を実現

- - ○ 100％
横浜市ゼロカーボンヨコハマ  再エネ

100%プラン（高圧）

横浜市ゼロカーボンヨコハマ再エネ広域連携にご参加いただけます（横浜市と連携する市町村

の電気を使用。例：青森県横浜町風力）。また、「100%再生可 能エネルギー」を公言してい

ただけます。

○ ○ ○ 100％ ENECT RE100プラン（高圧・低圧） 「100%再生可能エネルギー」を公言していただけます。

東京電力エナジーパートナー株式会

みんな電力株式会社

株式会社ゼロワットパワー ○ ○ ○

サミットエナジー株式会社 - - ○

再エネ率 メニュー名 メニューの特徴

荏原環境プラント株式会社 ○ ○ ○

会社名

供給区分
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＜大手電力会社の管轄エリアを跨ぐ広域の電気供給の仕組み＞ 

小売電気事業者が地産エネルギーを活用して、大手電力会社の管轄エリアを跨いで、他地

域へ電気を供給する仕組みとして間接オークションがあります（図 ４-１５）。 

例えば、Ａ電力会社の管轄内（エリアＡ）の地域新電力会社が、Ｂ電力会社の管轄（エリ

アＢ）の需要家へ再エネ電気を販売するために、エリアＡの卸電力取引所（JEPX）へ一旦電

気を売却し、電気需要家が所在するエリアＢの JEPXから売却した同等量の電気を買い戻すこ

とで、エリアＡの再エネをエリアＢに間接的に供給することができます。 

この方法により全国（沖縄を除く）への再エネ電気の広域供給が可能になっています。 

 

 

図 ４-１５ 大手電力会社の管轄エリアを跨ぐ広域の電気供給（間接オークション） 

出典：資源エネルギー庁「間接オークションについて（2018.10.1）」 
 

これまでは、地域の連携線利用ルールとして、大手電力会社に有利な「先着優先ルール」

が採用され、経済的に優位性のある電源が新たに現れたとしても、大手以外の電力会社は系

統の空き容量が十分でない場合は、連携線を利用できないルールになっており、安価な電源

を優先かつ有効に利用するうえでの妨げとなってきました。 

そのため、入札価格の安い電源順に送電することを可能とする「間接オークション」を導

入することで、公平な競争環境の下で連携線をより効率的に利用し、広域メリットオーダ

（地域間で電源をシェアすることで全体の経済性を高めようという考え方）の達成を促す仕

組みが 2018 年 10月１日より導入されました。 

したがって、従来の「先着優先」に基づく連携線予約が停止され、全ての連携線容量を１

日前市場（スポット市場）取引に割り当てられる仕組みとなっています。 
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(イ)グリーン電力証書 

グリーン電力証書制度は、電力需要家、消費者等が直接的に再エネの普及拡大に貢献する

仕組みとして、平成 13年度から民間事業者等の自主的な取組として開始されました。 

一般財団法人日本品質保証機構が、民間の自主認証制度として、グリーン電力設備の認定

およびグリーン電力量の認証を行っています。なお、太陽光で発電したグリーンエネルギー

であれば「グリーン電力証書」、太陽熱で発熱させたエネルギーであれば「グリーン熱証

書」になります。 

購入方法については、各証書発行事業者によって異なるため、各発行事業者に問い合わせ

る必要があります（表 ４-１４）。 

 
表 ４-１４ グリーン電力証書発行事業者(2020年 6月 1日時点) 

申請 
コード 証書発行事業者 類型 

電力 熱 
A01 日本自然エネルギー株式会社 〇  
A03 特定非営利活動法人 太陽光発電所ネットワーク 〇  
A04 サミットエナジー株式会社 〇  
A05 エネサーブ株式会社 〇  
A09 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 〇  
A10 丸紅新電力株式会社 〇  
A14 株式会社ライジングコーポレーション 〇  
A18 松山市 〇  
A19 前田道路株式会社 〇  
A21 ディーアイシージャパン株式会社 〇  
A24 株式会社エネット 〇  
A27 やまがたグリーンパワー株式会社 〇  
A28 株式会社九電工 〇  
A31 テス・エンジニアリング株式会社 〇  
A32 公益財団法人 東京都環境公社 〇  
A34 鹿島建設株式会社  環境本部 〇  
A37 ナビ・コミュニティ販売株式会社 〇  
A40 株式会社吾妻バイオパワー 〇  
A41 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 〇  
A43 ＮＴＴ－グリーン有限責任事業組合 〇  
A44 国際航業株式会社 〇  
A47 三峰川電力株式会社 〇  
A52 オリックス株式会社 〇  
A53 株式会社ＪＭ 〇  
A60 横浜市 〇  
A61 ブルードットグリーン株式会社 〇  
A62 イーゲート株式会社 〇  
A63 イーレックス株式会社 〇  
A64 丸紅株式会社 〇  
A65 株式会社エナーバンク 〇  
A66 株式会社ウエストホールディングス 〇  
A67 株式会社 VPP Japan 〇  
A68 デジタルグリッド株式会社 〇  
A69 大阪ガス株式会社 〇  
A70 株式会社エナリス 〇  
C01 公益財団法人 東京都環境公社  〇 
C03 日本自然エネルギー株式会社  〇 

出典：日本品質保証機構 
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(ウ)Jクレジット（再エネ由来） 

Ｊ－クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再エネの利用による CO2等の排出削

減量や、適切な森林管理による CO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度で

す。 

実際の排出削減・吸収活動の成果をクレジットとして売買できるようにすることで、クレ

ジット購入者もクレジット創出者の排出削減・吸収活動を資金面で支援することができ、社

会全体で排出削減・吸収活動が一層推進されます。 

購入方法については、表 ４-１５に示すように３つの方法があります。このうち売買仲介

における仲介業者を表 ４-１６に、相対取引における売り出しクレジット一覧のイメージを

表 ４-１７に整理しました。 

 
表 ４-１５ Jクレジットの購入方法 

購入方法 概要 

①売買仲介 

・仲介事業を通じてクレジットを購入 

・活用ニーズに合致するクレジットの調達を仲介事業者に依頼 

・クレジットの購入価格は仲介事業者との相対取引で決定 

②相対取引 

・売り出しクレジット一覧に掲載されているクレジットを、クレジット保有者から

購入 

・クレジットの購入価格はクレジット保有者との相対取引で決定 

③入札販売 

・Ｊ－クレジット制度事務局が実施する政府保有クレジット等の入札販売に参加

してクレジットを購入 

・入札参加にあたっては、取得したクレジットを管理するＪ－クレジット管理用口

座を開設する必要があり 

・入札時期（購入機会）は年に 1回～2 回程度に限定 

出典：経産省・環境省・農林水産省（https://japancredit.go.jp/market/buy/） 
 
 
 

表 ４-１６ Jクレジット仲介業者一覧 

会社名 会社情報 

株式会社イトーキ 
〒103-6113 
東京都中央区日本橋 2-5-1日本橋高島屋三井ビルディング 
担当:CSR 推進部 

株式会社ウェイストボックス 
〒103-0027 
東京都中央区日本橋 2 丁目 1-17丹生ビル 2 階 
担当:環境ソリューション事業部 

カーボンフリー 
コンサルティング株式会社 

〒231-0002 
神奈川県横浜市中区海岸通 3‐9横浜郵船ビル 3F 

ブルードットグリーン株式会社 
〒101-0021 
東京都千代田区外神田 1-18-13秋葉原ダイビル 
担当:環境価値創造グループ 

一般社団法人 more trees 
〒151-0051 
東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-9-11 フレンシア外苑西 103 

出典：経産省・環境省・農林水産省（https://japancredit.go.jp/market/offset/） 
 
 

https://japancredit.go.jp/market/buy/
https://japancredit.go.jp/market/offset/
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表 ４-１７ 売り出しクレジット一覧のイメージ（一部抜粋） 

 

出典：経産省・環境省・農林水産省（https://japancredit.go.jp/sale/）  

https://japancredit.go.jp/sale/
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浪江町産再エネ電気と非化石価値の取引イメージ 

ここでは、日本電力取引所（JEPX）を介した電力市場取引を想定して、浪江町産電気を上

記の供給先へ供給する際の電気と非化石価値の流れについて整理しました（図 ４-１６）。   

浪江町産再エネ電気の供給先としては、ア）東北電力管轄エリア内、または、イ）東北電

力管轄エリア外の地域（広域供給）が対象となります。 

再エネ発電事業者が発電した再エネ電気は、再エネ電気と非化石とが分離され、日本卸電

力取引所（JEPX）で、それぞれ市場取引が行われます（図 ４-１７）。 

 

 

    再エネ電気の流れ       

    非化石価値の流れ 

図 ４-１６ 浪江町産再エネ活用における電気と非化石価値取引の流れ 

 

①東北電力管轄内の再エネ電気供給 

浪江町産再エネ電気のア）地産地消、イ）地産外消を想定して、東北電力管轄内の再エネ

電気と非化石価値の市場取引のイメージを図 ４-１７に整理しました。 

小売電気事業者は、電気需要家が消費する電気量に合わせて、JEPXの電力市場で再エネ電

気を調達し、電気需要家へ再エネ電気を供給します。 

非化石価値については、年間４回開催される非化石市場で小売電気事業者が購入するもの

であることから、再エネ電気より、後に取引されるイメージになります。 

非化石証書の売手は、FIT電源については国が指定した機関である低炭素推進機構（GIO）

ですが、非 FIT電源については発電事業者になります（表 ４-１０）。 

但し、FIT電源において、RE100 要件を満たすには、小売電気事業者が非化石市場から購入

した非化石証書に、トラッキング事務局から発電所の属性情報の付与を受ける必要がありま

す。 

 

ア）浪江町内で再エネ

の地産地消 

イ）浪江町外での 

再エネの地産外消 
ウ）地域間連携線による広

域供給 

１）東北電力の管轄 

２）東北電力以外の管轄 

日本卸電力取引所 

（JEPX） 

・電力市場 

・非化石市場 
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図 ４-１７ 東北電力管轄エリアの再エネ電気供給取引（FIT電源）のイメージ 

 

②地域連携線を活用した広域の再エネ電気供給 

浪江産再エネ電気のウ）東北電力管轄外への広域供給を想定して、再エネ電気と非化価値

の市場取引のイメージを図 ４-１８に整理しました。 

前述した地域間連携線を活用した間接オークションにより、小売電気事業者は浪江産再エ

ネ電気を東北電力管内の JEPXへ売却し、再エネ需要地（Aエリア）の JEPXから売却した電

気と同量の電気を買い戻すことによって、広域に再エネ電気を供給することが可能になりま

す。 

 

 

図 ４-１８ 電力会社の管轄エリアを跨ぐ広域の再エネ電気供給取引（FIT電源）のイメージ 
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③小売電気事業者が締結する契約等の概要 

小売電気事業者が利害関係者と締結する契約としては、電気需要家との間で締結する「電

力需給契約」のほか、FIT電源において RE100 要件を満たす FIT非化石証書（再エネ指定あ

り）の取引のために発電事業者との間で締結する「特定卸契約」および「日本卸電力取引所

（JEPX）への登録」があります。 

FIT 電源において、RE100要件を満たすには、小売電気事業者と発電事業の間で「特定卸契

約」を締結し、小売電気事業者と発電事業者の双方は、トラッキングつき非化石取引を行う

ため、JEPX への登録申請が必要になります。 

 

表 ４-１８ 小売電気事業者が締結する契約等の概要 

契約等の種別 電源種別 契約・登録先 概要 

電力需給契約 
FIT・非 FIT

電源 
電気需要家 

小売電気事者の販売メニューに対して、

電気需要家が購入するメニューを選択

したうえで、電力需給契約を交わす。 

特定卸契約 FIT電源 発電事業者 

発電者を特定した再エネ電気について、

事前に小売電気事業者と発電者との間

で卸供給契約を締結する。 

JEPXへの登録 
（トラッキング） 

FIT電源 JEPX 

トラッキングつき非化石取引を行う場

合は、小売電気事業者および発電事業者

は JAPX への登録申請が必要となる。 

 
浪江町への地域新電力の設立の主な利点 

浪江町産再エネ電気を最大限活用する仕組みとして、浪江町での地域地域新電力の設立が

考えられますが、地域新電力設立による主要な利点について表 ４-１９に整理しました。 

地域新電力を設立することで、浪江町の内外の地域における RE100 の実現に寄与するほ

か、地域経済発展や雇用創出、地域間交流の促進など、浪江町の発展や復興につながる効果

が期待されます。 

 

表 ４-１９ 浪江産再エネを活用した地域新電力設立の主要な利点 

エリア 利点 概要 

浪江町内 

RE100 実現・ 
企業誘致 

・浪江産電気の地産地消が促進され、浪江町内への RE100 関連企

業の誘致が促進される。 
地域経済 
発展 

・浪江産再エネの電力市場取引により、非化石価値の売買が可能に

なり、都市部から外貨を得る仕組みにつながる。 

雇用創出 ・浪江町内で地域新電力会社の運営に係る雇用が創出される。 

地域間交流 
促進 ・都市部との連携による地域間交流が促進される。 

浪江町外の都市部 
RE100 実現 

・地価が高いなどの土地利用の制約があり、再エネ普及が進まない

都市部へ、浪江町産再エネの供給が可能になり、地域間を跨いで

再エネ利用が促進され、都市部での RE100 の実現につながる。 
地域間交流 

促進 ・再エネ発電設備の見学会等の催しへの交流が促進される。 
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３.石狩新港における RE100工業団地の事例 

棚塩 RE100産業団地の先行事例として、石狩新港における RE100工業団地について、調査し

た結果を以下に示します。 

 

事業の背景と目的 

  ＜背景＞ 

・従業員の雇用創出 

・北海道胆振東部地震のブラックアウトの経験 → 電力等のライフライン確保 

・公共交通空白地帯への新交通サービスの展開 

  
  ＜目的＞ 

・脱炭素・産業振興・公共サービスの拡充を通じた「石狩版地域循環共生圏」の実現 

・「再エネ 100％ゾーン」の形成による企業誘致 

・新たな再エネ発電事業者立地 

・広域でのバイオマス調達 

・公共交通白紙地帯への新交通サービス展開 

・EV/FCV へ転換・カーボンフリー水素の活用 

 

＜石狩市の概要＞ 

 

図 ４-１９ 石狩市の位置図 
出典：石狩開発株式会社「石狩湾新港へのアクセス」 

表 ４-２０ 石狩市の基本情報 

面積 722.42km2 ※南北約 70km にのびる 

人口 58,258 人（2019 年 11 月時点） 

歳入・歳出 274 億円 ※財政力指数：0.513 

地域の概況 

札幌駅から石狩湾新港までは車で 30 分程度 

北部（厚田区・浜益区）：農林水産業主要、過疎化・高齢化進行 

南部（石狩） ：工業団地（石狩湾新港地域）、居住区域（市街地居住率：88％） 
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事業概要 

・京セラコミュニケーションシステム（以下、「京セラとする）がエリア内に建設・運営予

定の「ゼロエミッション・データセンター」を核とし、工業団地内の「再エネ 100％エリ

ア」への電力供給を目指します。 

・京セラは、工業団地内に 2MW クラスの太陽光発電と風力発電とともに、計 6MWh の蓄電池

や自営線を整備。また、AI ※25を活用した EMS を導入し、充放電制御と需給予測精度の向

上を図ります。 

・京セラのほか、北海道電力や北海道ガスとの連携により、電力・ガスインフラ整備の助言

を受けながら計画を推進中します。 

 

 
図 ４-２０ 事業コンセプト 

出典：石狩開発株式会社「事業コンセプト」 

 

 

図 ４-２１ 石狩新港地域 
出典：石狩開発株式会社「石狩湾新港地域とは」 

 

表 ４-２１ 石狩新港地域の概況 

 

 
                                                   
※25 AI（artificial intelligence）：人工知能。人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に

再現したもの。 

開発面積 約 3,000ha（山手線内側の約半分） 

立地企業 
約 760社 / 操業企業：約 650社 

（流通、住宅関連・化学・印刷・紙加工品、機械・金属・食品 etc） 

就業人口 約 2万人超 

管理支援地区（赤） 再エネ 100％地区（REゾーン） 
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＜石狩湾新港地域内の発電能力＞ 

 

 
図 ４-２２ 石狩湾振興地域内のエネルギー産業集積の状況 

出典：石狩市「北海道経済産業局北海道・地域マイクログリッドセミナー」説明資料 

 
表 ４-２２ 石狩新港地域の発電能力 

 
事業効果 

 

表 ４-２３ 事業効果（目標年度：2040 年、基準年度：2017年） 
 

 

 

 

 

京セラで計画中

の発電設備 

・風力  ：2.0MWが計画中 

・太陽光：2.0MWが計画中 

その他 

・風力 ：31.4MWが稼働中、130.0MWが計画中 

・バイオマス  ：70.0MWが計画中 

・太陽光    ：6.7MWが稼働中 

・LNG由来火力：647.4MWが稼働中、1,138.8MWが計画中 

→合計（稼働：685.5MW、計画：1338.8MW) 

CO2排出削減効果 17,862 t-CO2/年（約 3,670世帯分） 

再エネ電力量 26.6 GWh/年（約 7,650世帯分） 

地域の再エネ地消率 97％ 

地域経済付加価値 5,600万円 



45 
 

 

図 ４-２３ 2040年までに実現を目指す事業イメージ 
出典：環境省「地域の多様な課題に応える脱炭素地域づくりモデル形成事業」 

 

＜京セラによる再エネ 100％データセンターの実証＞ 

 工業団地の再エネ 100％ゾーンにて、ゼロエミッションデータセンター（ZED）の建設・

運営 

 京セラコミュニケーションシステム保有風力発電・太陽光発電（各 2MW）の設置・活用 

 地域各社等が運営するバイオマス発電事業者からの一部買電 

 京セラコミュニケーションシステム保有の自営線による電力供給、AI・蓄電池の活用に

よる電力需給制御 

 夏場は冬に貯めた雪によりサーバーの冷却（雪氷冷房） 

⇒2019 年から着工、2021年中に稼働開始、2022年に再エネ 100％稼働を目標 

 

 

図 ４-２４ 京セラによる再エネ 100％データセンターの実証 
出典：石狩市「北海道経済産業局北海道・地域マイクログリッドセミナー」説明資料 
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出典：平成 30 年度地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金 成果報告書概要版 

 

 

図 ４-２５ 京セラによるエネルギーマネジメントシステム概要 
出典：石狩市「北海道経済産業局北海道・地域マイクログリッドセミナー」説明資料 

 

表 ４-２４ 京セラによる再エネ 100％データセンターの実証 

再エネ 100％ゾーンの

背景 

・再エネ供給、BCP 対策を目的とした企業誘致 

・地産地消による資金循環の構築 

・再エネ活用による新ビジネスの創出 

 →再エネ活用を通した地域活性化と CO2 削減の達成 

AIと蓄電池を活用した

最適制御 

・京セラが開発した AIによる需給制御 

 →蓄電池の活用 

 →不安定な再エネ出力と施設の電力需要の最適なマッチング 

・本実証モデル 

 →調整電源としての蓄電池利用 

 →AI活用による需給予測 

・制御最適化 

→今後の展開 

・地域再エネ、負荷の拡充と連携 

・多様な調整手段を想定したエネルギーマネジメント 

今後の開発 

・電源の拡大 

・卒 FIT 電源からの電力活用 

Ex）大規模な養生風力発電の計画 

・需要の拡大 

・自営線を活用し、近隣需要家に接続 

→ZED 以外の需要施設へ再エネ電力の供給 

・誘致企業等への再エネ電力の供給 

・再エネ利用率 100％の実現方策 

・時間軸に沿って、需要と供給の最適組み合わせの実現 

・原則として地産再エネの 100％供給を目指す 

・発電所の点検時や発電量低下時、あるいは需要拡大に合わせて系統

からのバックアップ 

・トラッキング可能な非化石証書の購入、CO2フリー電気、卒 FIT電源

等の託送制度の活用を含め柔軟な方策を採用 
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＜将来イメージ＞ 

 

 
図 ４-２６ 将来のシステムイメージ 

出典：「平成 30 年度地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金 成果報告書概要版」  
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事業体制とスケジュール 

（事業体制） 

 
（事業スケジュール） 

 
出典：環境省「地域の多様な課題に応える脱炭素地域づくりモデル形成事業」 

区分 主体 役割 

①中心となる

主体 

石狩市 事業統括（実証フィールドの提供、地域関係者との連絡・調整、
事業体への参画等） 

京セラ 再エネ 100％データセンターの実現 

北海道電力 

電力供給等に関する技術的助言、地域新電力の関連施策検討
（電源開発促進 
の協力、再エネ関連産業育成支援・連携、地域密着型ビジネス
開発支援・連携、情報提供等） 
※北海道電力は、石狩市と連携協定を締結 

北海道ガス 電力供給等に関する技術的助言 

金融機関、再エ
ネ、運輸系企業 資金提供、電源開発・供給、公共交通サービス提供等 

②企業進出の

サポート 
石狩開発株式
会社 

石狩湾新港地域への企業進出のサポート 
第三セクターとして、地方公共団体と共同で石狩湾新港地域を
開発、工業・流通・商業用地等の取得・造成・分譲・賃貸並び
に開発 

③発電事業を

行う事業者 

合同会社グリ
ーンパワー石
狩 

発電方法：洋上風力発電（着床式）4,000kW×26 基（ブレード
上端 MAX165m） 
出力 ：104,000kW（最大） 
代表事業者：（株）グリーンパワーインベストメント 
共同企画提案者：オリックス（株）、新日鉄住金エンジニアリ
ング（株）、鹿島建設（株）、古賀電機工業（株）、住友電気
工業（株） 

石狩バイオマ
ス合同会社 

発電方法：木質専焼バイオマス発電所 
燃料：木質ペレット、パーム椰子殻（東南アジアから調達） 
出力：51.5MW 
年間発電量見込み：約 3.6 億 kWh（一般家庭約 12.1 万世帯分） 
FIT による売電単価：24 円/kWh 
出資者：（株）奥村組、九電みらいエナジー、 
New Circle Energy（丸の内インフラストラクチャー・シンエネ
ルギー開発による共同 
出資 SPC） 
施工担当：東洋エンジニア 
運転開始：2022 年 8 月 

コスモパワー
（株） 

発電方法：洋上風力発電（着床式） 
12,000kW×125 基（ブレード上端 MAX245m） 
出力 ：1,000,000kW 



49 
 

４.全国の自治体新電力の事例 

全国の自治体新電力の主な事例（表 ４-２８）を示し、その中でも浪江町内での地域新電力

設立の参考となる事例として、3自治体が取り組んでいる事業内容を以下に整理しました。 

 

複合的な事業による安定的な事業運営を実現：(株)CHIBA むつざわエナジー（千葉県睦沢町） 

＜事業概要＞ 

 ・道の駅、温浴施設、若者定住住宅からなる地域拠点を PFI事業で整備 

・地域資本の新電力が熱電併給による地域拠点への面的供給を行う国内初の事例 

・地域資源である天然ガスを利用したガスコージェネや太陽光でつくる電気を自営線によ

り事業区域へ供給 

・水溶性ガス採取後のかん水をコジェネの廃熱で加温して、道の駅の温浴施設で利用する

ことで、地元産天然ガスを無駄なく 100％使い切ります 

・自営線は景観向上と防災性向上の観点から全て地中化 

・売電による収益の一部を使って、運動機器を地域のスポーツセンターへ寄付 

 

 

図 ４-２７ 事業スキーム 
出典：パシフィックパワー株式会社 

 
＜事業詳細＞ 

・地元産の天然ガスでエネルギーの自給をしたかったこと、スマートウェルネスタウンは防

災拠点（広域避難所）に位置づけられていたが、停電時に照明や温浴施設などの利用が困

難であったことが本事業の背景であります。  

・前町長のトップダウンで実現した事業であり、担当課が補助申請を進めてやってきた。自

営線の地下埋設についても NTTなどと協議が難航するところがあり、町長のブレインが苦

労し、町民への説明も時間をかけて重ねて実施してきました。 

・H29年の電力供給開始以降、1年目からずっと黒字決算となっており、市内の公共施設や

一般家庭、事業者へも電気を供給しています。 

公共施設、企業、 
一般家庭に向けて
電力供給 
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・事業化可能性調査とマスタープラン作成に環境省の地産地消型再エネ面的利用等推進事業

補助金、設計・設備工事には、経済産業省の地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消

促進事業補助金を活用しています。  
・台風災害時に周辺の広域で停電が生じたが、事業区域は電線を地下埋設していたことか

ら、送電線への被害がなく、設備点検などの準備を含め、停電発生から約 5 時間後には

ガスコージェネを起動させ、道の駅や隣接する住宅に電力の供給を開始・住宅について

は、月 5～6 万円の賃貸で設定しており、すでにすべての住宅に入居者がいる。一定の期

間住んでもらったら、建物は入居者に譲渡し、土地のみ購入してもらいます。 
表 ４-２５ 事業詳細 

項目 内容 

社名 CHIBA むつざわエナジー株式会社 

住所 千葉県長生郡睦沢町下之郷 1650番地 1 

資本金 900万円 

設立年 
＜設立年＞     平成 29年 6月  
＜事業期間＞    平成 29年 6月～令和 22年 3月  
＜設計・建設期間＞ 平成 29年 6月～令和元年 7 月 

事業費（税込） 約 27 億 7千万円、初期投資額 約 20 億 3千万円 

主な出資者 
(順不同) 

・睦沢町 56％          ・パシフィックパワー株式会社 19％ 
・睦沢町商工会 5％        ・株式会社合同資源 5％  
・関東天然瓦斯開発株式会社 5％   ・株式会社千葉銀行 5％ 
・房総信用金庫 5％ 

事業内容 

＜事業区域面積＞ 約 2.86ha 
＜事業方式＞ 
・民間提案型ＰＦＩ事業 ・サービス購入型指定管理事業 
・プロジェクトファイナンスによる資金調達 
＜関連事業＞ 
自治体 PPSである「株式会社 CHIBA むつざわエナジー」により、ガスコージェネ
レーション※26（170kW）、太陽光発電（20kW）を整備 
＜事業体制＞ 
公共施設等の管理者：千葉県睦沢町 
アドバイザー：株式会社建設技術研究所 
事業者（SPC）：株式会社 CHIBA むつざわエナジー 

販売量 2,214MWh（2019 年度実績） 

視察可否 可能（4,000 円） 

 

図 ４-２８ エネルギー設備 
出典：パシフィックパワー株式会社 

                                                   
※26 ガスコージェネ：ガスを燃料に発電し、同時に発生する熱エネルギーを空調などに利用するシステム。省エ

ネ対策や節電・電力ピーク対策として社会的にも注目されている。 
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地元への拘りと豊富な電源を活用した先進的な需給管理：ローカルエナジー(株)（鳥取県米子市） 

＜事業概要＞ 

・2015 年 12 月 21 日に米子市と地元企業 5 社の出資によって設立。現在は出資者に境港

市も加入市全体で 132 ㎢の面積に 15 万人が住むコンパクトなまちでありながら、太陽光

発電だけでなく、廃棄物や地熱、中小水力などの様々なエネルギーが地域内に点在地域内

で自立したエネルギー環境を目指すことで地域経済の自立を目指しています。 

・米子市を中心とした鳥取県西部地域の公共施設や企業、一般家庭等合わせて、1 万件に電

力を供給他の新電力と異なる特徴的な取組として、以下が挙げられます。 

・蓄電池を活用した VPP（市場単価が高い時間帯に蓄電池から放電し、VPP のインセンティ

ブ計算のベースラインに AI 予測単価を活用） 

・ AI を活用した電力需給予測（FIT 電源の原価（回避可能費用）は市場連動単価のため、

市場単価の予測を AI を活用して実施中） 

・ブロックチェーン※27の活用（太陽光発電設置住宅の自家消費分の再エネ価値をブロック

チェーン技術により認証し、取引する実証に参画） 

 

 
 

図 ４-２９ 事業スキームと電源構成 
出典：インプレス SmartGrid ニューズレター編集部 

＜事業詳細＞ 

・ローカルエナジー社が電力の需給管理と顧客管理を行います。 

・地域内のごみ発電（ベース電源）と太陽光発電（ミドル電源）を主とします。 

・その他温泉地域からの地熱発電などで構成されるマイクログリッド※28で、電力調達の約

90％を地域内の電源から調達。電源全体の 85％をクリーンセンターの電源から調達、市

内の民間出資による太陽光発電所や地熱発電所から 6％ほどを調達しています。 

・電力の供給先は、県西部の約 400 箇所の公共施設で、その他、中海テレビ放送向けに電

力の卸事業を行っている（中海テレビは一般家庭（低圧）の需要家向けに小売電気事業を

実施）。 

                                                   
※27 ブロックチェーン：分散型ネットワークを構成する複数のコンピューターに、暗号技術を組み合わせ、取引

情報などのデータを同期して記録する手法。 
※28 マイクログリッド：大規模発電所の電力供給に頼らず、コミュニティでエネルギー供給源と消費施設を持ち

地産地消を目指す、小規模なエネルギーネットワークのこと。 
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・減災対応型 VPP※29 の実現に向け、避難所になる公共施設に蓄電池を設置しています。 
・環境教育を社会科見学 5 校、環境講演会 6 校で実施しています。 
・今後は皆生温泉を中心とした熱供給事業や共同溝を利用した官民インフラの更新を実施

し、ハードインフラ整備もめざしています。 
 

図 ４-３０ 事業内容と地域内資金循環の将来像 
出典：ローカルエナジー株式会社ＨＰ 

 

表 ４-２６ 事業詳細 
項目 内容 

社名 ローカルエナジー株式会社 

住所 
〒683-0812 鳥取県米子市角盤町 1 丁目 55番地 2 中海テレビ放送センタービ
ル 3F 

資本金 9,000 万円 

設立年月日 2015年 12月 21 日 

主な出資者 
(順不同) 

・株式会社中海テレビ放送：50％  ・山陰酸素工業株式会社 ：20％ 
・三光株式会社     ：10％  ・米子瓦斯株式会社   ： 5％ 
・皆生温泉観光株式会社 ： 5％  ・米子市、境港市    ：10％ 

事業内容 

電力小売・卸売事業、地域熱供給事業、電源熱源開発事業、省エネルギー改
修事業 
次世代エネルギー実証事業、上記に関するその他事業(視察受入/コンサルテ
ィング) 

販売量 23,329MWh（2019年度実績） 

視察等の可否 
可能（3,000～5,000円）。ただし、自治体向けの開催で民間受入不可との記
載あり 

   

                                                   
※29 VPP(Virtual Power Plant)：点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と電力の需要を管理

するネットワーク・システムをまとめて制御すること。複数の小規模発電設備やシステム等をあたかも１つの

発電所のようにまとめて機能させることから「仮想発電所」とも呼ばれている。 
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近隣自治体の動向：葛尾創生電力株式会社（福島県双葉郡葛尾村） 

＜事業概要＞ 

・葛尾村と福島発電株式会社の出資によって設立。福島発電株式会社は、県や県内市町村、

県内金融機関らが出資する発電事業会社で、主に県内のメガソーラー建設や運営に関わっ

ている企業です。 

・売電開始は 2021年 4月を予定。現在は「須賀川瓦斯株式会社」の取次店として事業を行

っています。 

・帰還人口が 3割にとどまる中で、新しい人にも居住してもらうために、地域新電力の設立

を通じて、再エネを活用したスマートコミュニティ（環境配慮型社会）の実現を狙いま

す。 

・最終的に、全国でも珍しい中山間地域でのエネルギー地産地消モデルを目指しています。 

 
 

 

図 ４-３１ 事業スキーム 
出典：福島発電株式会社ホームページ（https://fukushima-power.com/topics/2604/） 

 
・住宅や公共施設が村の中心部に集積する特徴を活かし、村の中心部に太陽光発電設備と蓄

電池、全長約 5km（電柱 80 本程度）の自営線を建設します。 

・不足電源を追加調達するとともに、電力需給システムにより安定的な電力供給を行う。電

気自動車と充放電スタンドを設置し、電力を村内交通にも活用する計画。災害時には蓄電

池と電気自動車のバッテリー利用によって、村の防災力を高めるのが狙います。 

・葛尾村スマートコミュニティは現在構築中で、2020 年度内の完成を予定。一般社団法人

新エネルギー導入促進協議会「スマートコミュニティ導入促進事業費補助金」を活用しま

す。 

 

https://fukushima-power.com/topics/2604/


54 
 

 
図 ４-３２ 蓄電池と自営線の設置イメージ 

出典：葛尾創成電力株式会社ＨＰ 

＜事業詳細＞ 

  

図 ４-３３ 事業内容 

出典：葛尾創成電力株式会社ＨＰ 

表 ４-２７ 事業詳細 
項目 内容 

社名 葛尾創生電力株式会社 

住所 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又 14-4 

資本金 4,200 万円 

設立年月日 2018年 10月 10 日（※小売電気事業は 2021年 4月より開始） 

主な出資者 
(順不同) 

・葛尾村：52.4％   
・福島発電株式会社：47.6％ 

※福島発電株式会社の出資者 
・福島県、東北自然エネルギー(株)、東邦銀行、福島銀行、大東銀行、郡山信用

金庫、須賀川信用金庫、須賀川商工会議所、白河エナジー(株)、会津電力
(株)、福島復興ソーラー(株)、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、
石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大熊町 

事業内容 
再エネ発電設備等の開発及び建設事業、再エネ発電設備等の運営及び保守管理事
業、送配電設備の開発、建設及び保守管理事業、特定送配電事業、小売電気事
業、葛尾村の振興に関する事業、その他上記事業に附帯又は関連する事業 

販売量 売電開始前 （2021年 4月より開始予定） 

視察等の可否 可能（6,600 円） 
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表 ４-２８ 地方自治体と民間事業者が連携して地域新電力を設立した主な事例（１/２） 

会社名 No.28 ローカルエナジー(株) No.07 ㈱やまがた新電力 No.20 ㈱浜松新電力 No.03 気仙沼グリーンエナジー㈱ 

設立 2015年 12月 2015年 5 月 2015年 10月 2019年 4 月 

出資者 

株式会社中海テレビ放送、山陰酸素工業株式会

社、三光株式会社、米子瓦斯株式会社、 

皆生温泉観光株式会社、米子市、境港市 

民間企業山形パナソニック株式会社など 18社 民間企業 NTTファシリティーズなど８社 

 

JAG国際エナジー、国際航業、出光興産、気仙沼しん

きん復興支援基金 

出資割合 鳥取県 米子市、境港市 10％ 山形県 33.4％ 静岡県 浜松市 8.3％ 宮城県 気仙沼市 10% 

資本金 9,000 万円 7,000 万円 6,000 万円 5,000 万円 

電力供給規模 

（2019年度） 
・売電：23,329MWh ・売電：39,318MWh ・売電：26,821MWh ・売電：3,119MWh 

主な供給先 

・公共施設（約 400 施設） 
・中海テレビ放送向けに電力の卸事業実施（中
海テレビは一般家庭（低圧）の需要家に小売
電気事業実施） 

・公共施設（107施設） 

・民間施設（13 施設） 

• 公共施設：23,000Wh（170 施設） 

• 民間施設： 1,000Wh（15施設） 

・公共施設：900 MWh 

・民間施設：800 MWh 

電源調達 

（2018年度） 

・県内太陽光：       7,810 MWh 

・県内太バイオマス：14,460 MWh 

・県内水力：           530 MWh 

・県内地熱発電：        80 MWh 

※再エネ電源割合 90％程度 

・県内太陽光:    16,230 MWh 

・県内風力：      9,550 MWh 

・県内バイオマス：9,360 MWh 

・県内水力：      3,630 MWh 

※再エネ電源割合 80％程度 

・市内太陽光：     9,120 MWh 

・市内バイオマス： 9,360 MWh 

 

 

※再エネ電源割合 80％程度 

・県内太陽光発電 

・市内木質バイオマス発電 

・JEPX 

 

※再エネ電源割合 50％程度 
調整後排出係数 
平成 30年度実績 0.000477 t-CO2/kWh 0.000609 t-CO2/kWh 0.000377 t-CO2/kWh 0.000474 t-CO2/kWh 

事業概要 

＜地元への拘りと豊富な電源を活用した先進的な
需給管理＞ 

【小売電気事業】 
・クリーンセンターからのバイオマス 85％＋太陽
光発電所や地熱発電所から 6％ほど調達 

【地域熱供給事業】 
【電源熱源開発事業】 
【省エネ改修事業】 
【次世代エネルギー実証事業】 
【視察受入/コンサルティング】 

＜都道府県レベル全国初の新電力会社＞ 
【小売電気事業】 
・FIT 電源が主体 
・県内の再エネ発電所から調達した電気を県内の施

設に供給する「エネルギーの地産地消」を通じて 
「災害対応力の向上」と「地域経済の活性化 （産
業の振興）」を目指す 

・山形市の小売電気事業者へ、再エネ電力を卸売り 
・４名の社員のうち、２名で需給調整を内製化 
 

＜政令指定都市として全国初の地域新電力＞ 
【小売電気事業・発電事業】 
・日射量全国トップクラスの地元の再エネを最大限

活用した電気の地産地消 
・市内の小中学校などの公共施設をはじめ市内の民

間企業の施設へ電力を提供 
・省エネ相談窓口事業、太陽光保守サポート事業 
・地域の電源特性を活用した低圧プラン 
・卒 FIT を活用した地域貢献プラの開始(2019 年) 
 

＜気仙沼市住みよさ創造機構の推進プロジェクトと
して、気仙沼市との共同による地域新電力事業＞ 

【小売電気事業】 
・エネルギーの地産地消（地域内電源の特定卸供

給、PPA事業等）  
・地域防災力強化、地域経済循環向上  
・地産電源を含む電力供給  
・太陽光第三者モデル、省エネも行う  
・3年後に 5 名の雇用を目指している  
・収益の一部を地域課題に利用 

事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出典：ローカルエナジー（株）ＨＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：㈱やまがた新電力ＨＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：㈱浜松新電力ＨＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気仙沼グリーンエナジー㈱ 

※表 ４-２８の赤枠で囲んだ事例については、特に浪江町で参考となる事例と考え、P51～52（ローカルエナジー株式会社）に事業詳細を整理している。 
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表 ４-２９ 地方自治体と民間事業者が連携して地域新電力を設立した主な事例（２/２） 

会社名 No.15 CHIBAむつざわエナジー No.04 一般社団法人 東松島みらいとし機構（HOPE） 葛尾創成電力株式会社 ㈱三郷ひまわりエナジー 

設立 2016年 6 月 2012年 10月 2018 年 10 月 2018年 5 月 

出資者 

・パシフィックパワー株式会社 

・睦沢町商工会、株式会社合同資源 

・関東天然瓦斯開発株式会社 

・株式会社千葉銀行、房総信用組合 

市から運営費補助 

福島県、東北自然エネルギー(株)、東邦銀行、福島
銀行、大東銀行、郡山信用金庫、須賀川信用金庫、
須賀川商工会議所、白河エナジー(株)、会津電力
(株)、福島復興ソーラー(株)、近隣市町村 

・国際航業 

出資割合 千葉県 睦沢町 56% - 福島県双葉郡 葛尾村 52.4％ 国際航業 100％（奈良県三郷町と協定締結） 

資本金 900万円 市から運営費補助 4,200 万円 3,000 万円 

電力供給規模 

（2019年度） 
・売電：2,214 MWh ・売電：2,147 MWh ・2021年 4月売電開始予定 ・売電：1,895 MWh 

主な供給先 
• 公共施設：約 790 MWh  
• 民間施設：約 256 MWh 

・公共施設                         
・住宅 
・病院、集会所（非常時） 

・公共施設（予定） ・公共施設（高圧 17施設、低圧 43施設） 

電源調達 

（2018年度） 

・地域太陽光：約 821MWh 

• JEPX：約 405MWh 

• その他：約 362MWh 

※再エネ電源割合 50％程度 

・市内太陽光： 

 

                                                                               

※再エネ電源割合 30％程度 

・太陽光 

・廃棄物系バイオマス 

・中小水力 

・天然ガス火力（78％） 
・FIT 電気（12％） 
・JEPX（9％） 
・その他（1％未満） 

調整後排出係数 
平成 30年度実績 0.000525 t-CO2/kWh 0.000529 t-CO2/kWh - 0.000355 t-CO2/kWh 

事業概要 

＜PFI 事業（賃貸住宅、道の駅の運営）と小売電気

事業による複合型事業を展開＞ 
【発電・小売電気事業】 
•「むつざわスマートウェルネスタウン」に、ガスコ

ージェネ及び太陽光・太陽熱の電気・熱を供給 
【配電事業】 
・自営線によるマイクログリッド 
・系統電源の自立運転が可能 
【熱供給事業】 
・台風災害で市内全域が停電した際に、避難施設に

電力、温浴施設に熱供給 

＜宮城県内の自治体で初の「地域新電力」、復興計
画を実現するため多様な複合型事業を展開＞ 

【発電・小売電気事業】 
・住宅と周辺の病院、公共施設を自営線で結び、全
国発の自営線によるマイクログリッドを構築。
CEMS※30により最適制御しながら電力供給。 

・太陽光発電でエリア内に電力を供給。不足する電
力は市内の FIT 発電所等から既存電力網を利用し
て電力供給 

【ふるさと納税窓口事業】 
【定住化促進事業（婚活プロジェクト）】 

＜近隣自治体の動向（復興計画を実現するため、
地域新電力を通じた地域振興事業）＞ 
【小売電気事業】 
【特定送配電事業】 
【再エネ発電設備等の開発及び建設事業】 
【再エネ発電設備等の運営及び保守管理事業】 
【送配電設備の開発、建設及び保守管理事業】 
【葛尾村の振興に関する事業】 
【その他上記事業に附帯又は関連する事業】 

＜地域新電力事業を通じて、まちとともに SDGs 環
境未来都市の実現を目指す＞ 

【発電・小売電気事業】 
・再エネの地産地消事業 
・省エネルギー設備の調査・導入事業 
・脱炭素まちづくりなど、地域課題の解決支援 
・コミュニティ事業として、町内２つの小学校、１

つの中学校を対象とした環境教育を担う 
・三郷町が導入する EMSから得たデータを基に、エ

ネルギー消費と施設の利用状況、気温・季節など
の関係を整理した見える化資料の作成。 

事業スキーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：環境省資料 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：東松島みらいとし機構法人案内住宅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
出典：福島発電株式会社ホームページ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
出典：環境省資料 

※表 ４-２９の赤枠で囲んだ事例については、特に浪江町で参考となる事例と考え、P49～50（CHIBA むつざわエナジー）と P53～54（葛尾創成電力株式会社）に事業詳細を整理している。 

                                                   
※30 CEMS(Community Energy Management System)：地域全体のエネルギーを管理するシステムのこと。点在する太陽光発電や風力発電などの発電設備から電力供給量と、地域での電力需要の管理を行う。 
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５.自治体新電力の出資に関する調査結果 

現在、全国の小売電気事業者は 702社（2021 年 2月時点）ありますが、このうち地方公共

団体と民間事業者等が共同出資によって設立され、電力供給を開始している事業者（2019 年

10月時点）は 40 社程度あります（表 ４-３０）。 

自治体新電力を設立するにあたり、自治体や民間事業者等の出資状況について分析した結果

を以下に示します。ただし、新電力への出資規模については、事業規模や自治体の財政状況、

首長の方針等によるところが大きいため、事例によって様々です。事業計画と並行しながら慎

重に検討していくことが重要です。 

 

自治体新電力設立にかかる出資金額 

自治体新電力設立のための出資金額につては、最大１億円から最小 240万円程度までばら

つきがあり、中央値は 2,500万円程度となっています（表 ４-３０）。 

※全 44自治体のうち、9自治体は出資金不明 

 
地方自治体と民間企業との出資比率 

地方自治体が民間事業者と共同出資する場合の平均出資金割合は、民間企業からの出資が

54％で最も高く、次いで自治体が 43％となっています（図 ４-３４）。 

また、平均出資金額としては、民間企業が 450万円程度、自治体については 360万円程度

の出資が必要な状況となっています（図 ４-３５）。 

 

 

図 ４-３４ 平均出資金額割合（表 ４-３０から試算） 

 

図 ４-３５ 平均出資金額（表 ４-３０から試算） 

自治体
43%民間企業

54%

金融機関
2%

商工会
1%

3,612,641 円

4,560,554 円

156,103 円

70,344 円

0 円 1,000,000 円 2,000,000 円 3,000,000 円 4,000,000 円 5,000,000 円

自治体

民間企業

金融機関

商工会



58 
 

 

表 ４-３０ 地方自治体が民間事業者との共同出資によって自治体新電力を設立した事例 

 
出典：クール・ネット東京「再エネを活用した新電力虎の巻 -設立検討編-」（2019 年 10 月）より整理 

 

[人] 自治体 民間企業 金融機関 商工会 年 月日 年 月 太陽光
メガ

ソーラー
水力 バイオガス

木質
バイオマ

ス

バイオマ
ス

（その
他）

廃棄物 風力 中小水力 地熱 温泉熱 公共施設 市内 事業所 民間事業者 民間施設 一般家庭 農場施設 漁業施設 病院 工場

1 北海道上士幌町 4,957 株式会社 karch 〇 8,400,000 59.52% 40.48% 0.00% 0.00% 2018 5月28日 2019 2 ○ ▲ ▲

2 岩手県久慈市 34,696 久慈地域エネルギー株式会社 〇 10,000,000 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 2017 10月5日 2018 6 ◎ ▲ ▲

3 宮城県気仙沼市 62,601
気仙沼グリーンエナジー株式会
社

〇 50,000,000 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 2019 4月4日 2019 10 産 ▲ ▲ ▲

4 宮城県東松島市 39,775
一般社団法人東松島みらいとし
機構

〇
市から

運営費補助
- 2012 10月1日 2016 4 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

5 宮城県加美町 22,992 株式会社かみでん里山公社 〇 9,000,000 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 2018 4月24日 2018 12 ▲ ▲ ▲

6 秋田県鹿角市 30,733 株式会社かづのパワー 〇 9,900,000 0.00% 0.00% 2019 7月17日 ▲ ▲

7 山形県 1,075,371 株式会社やまがた新電力 〇 70,000,000 33.43% 66.57% 0.00% 0.00% 2015 4月1日 2016 4 ◎,○ ◎ ○ ○ ▲ ▲

8 福島県相馬市 37,323 そうまIグリッド合同会社 〇 9,900,000 10.10% 89.90% 0.00% 0.00% 2017 3月10日 2017 10 ● ▲ 高

9 群馬県太田市 224,415 株式会社おおた電力 〇 5,000,000 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 2015 3月10日 2016 7 ▲ ▲

10 群馬県中之条町 15,859
一般社団法人中之条電力
(株式会社中之条パワー)

〇 3,000,000 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 2013 8月27日 2016 4 ◎,〇 ◎ ▲ ▲

11 埼玉県秩父市 62,005 秩父新電力株式会社 〇 20,000,000 0.00% 0.00% 2018 4月4日 2019 4 ▲ ▲ ▲

12 埼玉県所沢市 344,233 株式会社ところざわ未来電力 〇 10,000,000 51.00% 29.00% 10.00% 10.00% 2018 5月28日 2018 10 ▲ ▲ ▲ 高

13 埼玉県深谷市 140,237 ふかやeパワー株式会社 〇 20,000,000 55.00% 30.00% 5.00% 10.00% 2018 4月3日 2018 10 〇,家 ▲ ▲ ▲

14 千葉県香取市・成田市 208,273 株式会社成田香取エネルギー 〇 9,500,000 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 2016 11月1日 2016 11 ◎ ● ▲

15 千葉県陸沢町 7,025
株式会社CHIBAむつざわエナ
ジー

〇 9,000,000 55.56% 44.44% 0.00% 0.00% 2016 6月13日 2016 12 ▲ ▲ ▲ ▲

16 千葉県銚子市 27,220 銚子電力株式会社 〇 9,990,000 2018 6月26日 2019 4 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

17 新潟県新潟市 788,465 新潟スワンエナジー株式会社 〇 50,000,000 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 2019 7月23日 2019 11 ▲ ▲

18 石川県加賀市 66,869 加賀市総合サービス株式会社 〇 50,000,000 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2006 10月2日 2019 4 ▲ ▲ ▲

19 長野県伊那市 67,724 丸紅伊那みらいでんき株式会社 〇 50,000,000 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 2018 6月20日 2019 4 ▲ ▲

20 静岡県浜松市 805,110 株式会社浜松新電力 〇 60,000,000 8.33% 91.67% 0.00% 0.00% 2015 10月15日 2016 4 ○ ● ▲ 高

21 静岡県磐田市 169,818 スマートエナジー磐田株式会社 〇 100,000,000 5.00% 94.00% 1.00% 0.00% 2017 4月17日 2017 10 ▲ ▲ ▲ ▲

22 三重県松阪市 163,477 松坂新電力株式会社 〇 8,800,000 51.09% 39.80% 9.00% 0.00% 2017 11月8日 2018 3 ● ▲

23 滋賀県湖南市 55,284 こなんウルトラパワー株式会社 〇 11,600,000 50.86% 44.84% 0.00% 4.31% 2016 5月31日 2016 11 社 ▲ 高

24 京都府亀岡市 88,555 亀岡ふるさとエナジー株式会社 〇 8,000,000 50.00% 28.70% 16.25% 5.00% 2018 1月31日 2018 7 ● ▲ ▲

25 大阪府泉佐野市 100,420 一般社団法人泉佐野電力 〇 3,000,000 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 2014 2016 4 ○ ▲ ▲

26 奈良県生駒市 120,118 いこま市民パワー株式会社 〇 15,000,000 51.00% 49.00% 0.00% 0.00% 2017 7月18日 2017 12 ▲,共 ▲ ◎ ▲ ▲

27 鳥取県鳥取市 186,961 株式会社とっとり市民電力 〇 20,000,000 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 2015 8月24日 2016 4 ◎,○ 下水 ▲ ▲ ▲ ▲

28 鳥取県米子市 147,837 ローカルエナジー株式会社 〇 90,000,000 2015 12月21日 2016 4 ○ ● ▲ ▲ ▲

29 鳥取県南部町 10,754 南部だんだんエナジー株式会社 〇 9,700,000 41.24% 58.76% 0.00% 0.00% 2016 5月16日 2016 4 ◎ ◎ ▲ 高

30 島根県奥出雲町 11,929 奥出雲電力株式会社 〇 23,000,000 86.96% 13.04% 0.00% 0.00% 2016 6月23日 2016 12 ◎ ▲ 高

31 広島県福山市 468,880 福山未来エナジー株式会社 〇 100,000,000 10.00% 85.00% 5.00% 0.00% 2018 12月25日 2019 4 ▲ ▲

32 徳島県東みよし町 14,285 みよしエナジー株式会社 〇 25,000,000 2017 11月10日 2018 11 ▲ ▲ ▲ ▲

33 福岡県北九州市 939,906 株式会社北九州パワー 〇 60,000,000 24.17% 75.83% 0.00% 0.00% 2015 12月1日 2016 4 混焼 ▲ 洋 ▲ ▲

34 福岡県田川市 47,530 Cocoテラスたがわ株式会社 〇 8,700,000 28.74% 57.47% 13.79% 0.00% 2017 6月13日 2017 12 ▲ 高

35 福岡県みやま市 37,475
みやまスマートエネルギー株式
会社

〇 20,000,000 55.00% 40.00% 5.00% 0.00% 2015 2月18日 2016 4 余 ◎ ▲ ▲ ▲

36 長崎県佐世保市 246,567 株式会社西九州させぼパワーズ 〇 30,000,000 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2019 8月1日 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

37 長崎県南島原市 42,932 株式会社ミナサポ 〇 5,000,000 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 2018 10月31日 2019 6

38 熊本県小国町 7,420
ネイチャーエナジー小国株式会
社

〇 9,000,000 37.78% 62.22% 0.00% 0.00% 2016 8月8日 2017 1 ▲ ● ▲ 高

39 大分県豊後大野市 35,441 株式会社ぶんごおおのエナジー 〇 20,000,000 2017 10月23日 2018 7 ◎ ▲ 高

40 大分県由布市 34,356 新電力おおいた株式会社 〇 20,000,000 2015 8月10日 2016 4 ▲ ▲ ▲ ▲

41 宮崎県小林市 43,893
グリーンシティこばやし株式会
社

〇 20,000,000 2017 3月27日 2019 4 ▲ ▲ ▲

42 鹿児島県いちき串木野市 27,725 株式会社いちき串木野電力 〇 10,000,000 51.00% 49.00% 0.00% 0.00% 2016 2月19日 2016 11 ▲ ▲ ▲

43
鹿児島県
肝付町

15,139
おおすみ半島
スマートエネルギー株式会社

〇 5,000,000 67.00% 33.00% 0.00% 0.00% 2017 1月5日 2018 4 ○ ● ● ▲ ▲ ▲

44 鹿児島県日置市 48,243 ひおき地域エネルギー株式会社 〇 2,400,000 4.17% 95.83% 0.00% 0.00% 2015 2016 4 ▲ ▲ ▲

No. 自治体

人口数

名称
出資金
[円]

登録小売
電気事業者

売電開始時期 再生可能エネルギー電源 売電先出資者 設立時期

混焼：バイオマス発電欄

家：家庭

余：住宅用太陽光発電余剰電力

洋：洋上風力（風力欄）

共：市民共同太陽光発電

▲：特記事項無

◎：自治体所有／運営

●：町内／市内運用（所有とは別）

○：民間

産：産業用

再生可能エネルギー電源　凡例

社：自社発電所下水：バイオマス発電欄

売電先　凡例
▲：特記事項なし

高：高圧
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６.再エネ供給による地域間連携の事例 

浪江町においては、現段階では、町内でエネルギーを使用する施設が少ないことか

ら、他地域と連携して町内の再エネを地産外消することで、地域経済の発展に寄与する

スキーム検討も必要であると考えられます。 

上記を踏まえ、ここでは、東京都の区部のような都心部と、地方の市町村が地域間で

連携し、土地利用の制約が少ない地方において豊富な再エネ資源を東京都の区部へ供給

する取組について整理を行いました。 

 

森林資源が豊富な中山間地の木質バイオマス電力を都市部へ供給：世田谷区-群馬県川場村 

東京都世田谷区と群馬県川場村は連携協定を結び、川場村の木質バイオマス発電所

（45kW）で発電した電気を、小売電気事業者を介して、世田谷区区民 40世帯へ供給す

る取組を開始しています。 

この取組は、全国初の再エネの地域間連携の先進事例として、環境白書（平成 30

年）に掲載されました。 

木質バイオマス発電の過程で生じる余熱を、近隣のビニールハウスへ供給し、いち

ごなどの農作物をつくり地元の道の駅で販売することで、地域産業の活性化にも寄与

する再エネの活用スキームとなっています。 

 

 
図 ４-３６ 都市部と中山間地の地域間連携の取組概要 

出典：環境白書 平成 30 年 
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全国連携による再エネ電気の導入促進：港区-複数の地方自治体 

東京都港区は、福島県白河市と山形県庄内町と連携協定を結び、地方で発電した再エ

ネを、小売電気事業者（みやまスマートエナジー）を介して、港区内の庁舎や保育園な

どの公共施設に供給する取組を開始しています。 

さらに、港区は、このような再エネ供給の地域間連携の取組を、区内の事業者へと広

げていくため、「みなと全国連携エネルギー登録制度」を設けて、再エネ電気を供給す

る事業者を募集しています。 

 

≪みなと全国連携エネルギー登録制度の概要≫  
港区では、再エネ電気を産出する自治体と連携して地球温暖化の防止に貢献するとと

もに、相互に発展するため、「全国連携による再エネ電気」の導入を進めています。こ

の取組を区内事業者へ展開するため、「みなと全国連携エネルギー登録制度」を創設し

ました。再エネ電気を供給する電力会社が区へ登録するとともに区が広く周知すること

で導入を促進します。 
 

＜対象となる電力事業者＞ 

電気事業法（昭和 39 年法律第 170号）第２条の２に規定する経済産業大臣の登録を

受けた電力会社 
 

＜登録条件＞ 

次に掲げる事項のすべてを満たすこと。 
・供給する電力に再エネ電気が含まれていること。 
・発電所の所在地が明確になっていること。 
・発電事業について、発電所が立地する自治体が支援し、又は政策上推進する事業で

あって、周辺住民の理解が得られていること。 
・発電所が立地する自治体及び港区が再エネ電気の活用及び相互発展のための協定を

締結していること若しくは当該協定を締結する見込みであること又は双方の同意が

得られること。 
・供給される電力の二酸化炭素排出係数が、区が別に定める二酸化炭素排出係数未満

であること又は下回る見込みであること。 
 

＜連携自治体（令和２年４月１日現在）＞ 

・山形県庄内町 

・福島県白河市 

・青森県平川市 

・秋田県大仙市 
 

出典：港区「みなと全国連携エネルギー登録制度」 



 

61 
 

第５章 RE100 達成を実現する技術開発・実証実験の動向 

１.水素関連技術 

福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）実証実験：NEDO、東芝エネルギーシステムズ（株）等 

①実証実験の概要 

 ＜背景＞ 

水素は電力を大量に長期で貯蔵することができ、長距離輸送が可能です。また、燃料電池による

コージェネレーション（熱電併給）※31や、燃料電池車など、様々な用途に利用できます。将来的に

は、再エネ由来の水素を活用し、製造から利用に至るまで一貫してCO2フリーの水素供給システムの

確立が望まれています。 

また、政府が 2017年 12月に公表した「水素基本戦略」では、再エネの導入拡大や出力制御量の

増加に伴い、大規模で長期間の貯蔵を可能とする水素を用いたエネルギー貯蔵・利用（Power-to-

Gas）が必要とされています。この水素を用いたエネルギー貯蔵・利用には、出力変動の大きい再

エネを最大限活用するための電力系統需給バランス調整機能（ディマンドリスポンス）※32だけでな

く、水素需給予測に基づいたシステムの最適運用機能の確立が必要となります。 

 
＜近年の動向＞ 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、東芝エネルギーシステムズ

（株）、東北電力（株）、岩谷産業（株）は、再エネの導入拡大を見据え、ディマンドリスポンス

としての水素活用事業モデルと水素販売事業モデルの確立を目指した技術開発事業※に取り組んで

います。本事業において、2018年 7月から浪江町（同町大字棚塩地区棚塩産業団地内）で建設を進

めていた、太陽光発電を利用した世界最大級となる 10MWの水素製造装置を備えた水素製造施設

「福島水素エネルギー研究フィールド（Fukushima Hydrogen Energy Research Field（FH2R））」

が 2020年 2月末に完成し、稼働を開始しました。 

本施設では、電力系統に対する需給調整を行うことで、蓄電池を使わずに出力変動の大きい再エ

ネの電力を最大限利用するとともに、クリーンで低コストな水素製造技術の確立を目指していま

す。 

また、製造された水素は、定置型燃料電池向けの発電用途、燃料電池車や燃料電池バス向けのモ

ビリティ用途などに使われる予定です。 

 
※技術開発事業：水素社会構築技術開発事業／水素エネルギーシステム技術開発／再エネ利用水素

システムの事業モデル構築と大規模実証に係る技術開発 期間：2016～2020年度（2016～2017

年度までは基礎検討（FSフェーズ）を実施し、2017～2020年度までシステム技術開発（実証フ

ェーズ）を実施予定） 

出典：東芝エネルギーシステムズ（株）HP プレレスリリース＆ニュース 2020 年 3 月 7 日 

  

                                                  
※31 コージェネレーション：電気と熱を同時に発生させる発電供給システムの総称。 
※32 ディマンドリスポンス：市場からの電力需要がピークに達したときに、電力を追加で供給するのではなく、需要側の

電気使用量を抑制することで、全体の電力需給バランスを安定化させる仕組みのこと。 
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②FH2Rの概要 

FH2Rでは、18万 m2の敷地内に設置した 20MWの太陽光発電の電力を用いて、世界最大級となる

10MWの水素製造装置で水の電気分解を行い、毎時 1,200Nm3（定格運転時）の水素が製造され、その

後に貯蔵・供給されます。 

水素の製造・貯蔵は、水素需要予測システムによる市場の水素需要予測に基づいて行われます。

また、電力系統側制御システムによる電力系統の調整ニーズにあわせて、水素製造装置の水素製造

量を調節し、電力系統の需給バランスを調整します。この水素の製造・貯蔵と電力系統の需給バラ

ンス調整の最適な組み合わせを、蓄電池を用いることなく水素エネルギー運用システムにより実現

することが今回の実証運用の最大の課題となります。 

なお、FH2Rで製造した水素は、主に圧縮水素トレーラーやカードル※33を使って輸送し、福島県

や東京都などの需要先へ供給する予定です。 

本プロジェクトの構成企業における各社の役割につていては、表 ５-１に示すとおりです。 

 

 
図 ５-１ 福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）の事業概要 

出典：東芝エネルギーシステムズ（株）HP プレレスリリース＆ニュース 2020 年 3 月 7 日 
 

表 ５-１ 各社の役割分担 

構成企業 役割 

東芝エネルギーシステムズ（株） プロジェクト全体の取り纏めおよび水素エネルギーシステム全体 

東北電力（株） 電力系統側制御システムおよび電力系統関連 

東北電力ネットワーク 電力系統側制御システムを活用した電力系統の需給バランス調整 

岩谷産業（株） 水素需要予測システムおよび水素貯蔵・供給関連 

旭化成 水電解装置維持費低減のための技術開発 

                                                  
※33 カードル：シリンダーを終結させた機器であり、一度の輸送でシリンダーよりも多く圧縮ガスを供給することが可

能。またカードルはホイストやフォークリフトなどでの持ち運びをすることが可能。 
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柱上パイプラインによる水素輸送実証事業（令和２年度）：ブラザー工業（株）等 

＜事業目的＞ 

本実証事業は、「エコでクリーンな水素エネルギーを安心・安全・低コストで使用する」という

命題に対し、期待特性を活かした柱上パイプライン化により、安全で持続かのうな地産地消エネル

ギーとして、水素のオンサイト利用のための輸送・利活用モデルの構築を目的とします。 

水素柱上パイプラインについては、国内における事例がないことから、関係省庁および協会へ事

前ヒアリングを行い実用化に向けた法整備への提言を行います。 

FH2Rから棚塩団地第２分譲予定地までを柱上水素パイプラインで水素供給することを１つのモデ

ルケースとして想定することで、関係省庁の明確化、必要な法規制等の整備を図ります。 

 

＜水素柱上パイプラインの基本構成＞ 

水素柱上パイプラインは、SUS316のステンレスフレキシブル管にエチレンプロピレンジエンゴム

（EPDM）を熱収縮被覆したものです。既存の電柱／電信柱、新設の水素柱に吊り線（メッセンジャ

ー）を張り O型ケーブルハンガーにて吊り下げて敷設します。水素は空気に比べてはるかに軽いた

め、大気中に放出された場合には上空にすぐに拡散するという特性を活かして、屋外における水素

配管を人間が生活する上空に敷設するものです。万一、素配管が破損もしくは破断して水素が漏洩

した場合でも、大気中での拡散が早く、たとえ着火、燃焼しても開放空間では爆発に至る可能性は

低く、またそれが上空で発生するため人間に影響が及ぶリスクは低いと考えられます。 

 

図 ５-２ 水素柱上パイプラインの基本構成 
出典：ブラザー工業（株） RE100 産業団地関連業務に関する打合せ（2020 年 9 月 30 日）資料 

 
  ＜実証実験の概要＞ 

①距離・需要量に応じた最適水素供給パターンの検討 

水素の供給方法としてはパイプライン（地下・地上）、液化水素ローリー輸送、ガードル輸送

等の複数の方法があります。輸送のコストは水素の製造コストと合わせて水素利用の主要なコス

トとなることから、距離及び需要量に応じた最適な水素供給パターンを検討する必要がありま
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す。 

このため、本町内で電気及び熱の需要が多い「いこいの村なみえ」や今後の電気・熱需要が見

込まれる棚塩工業団地を事例として複数の水素供給パターンを想定し、机上でのコスト分析を行

い、距離及び需要量に応じた最適な水素供給パターンを検討します。 

 

②柱上パイプラインの安全性・経済合理性の検証 

水素の安価な供給方法の一つと考えられる柱上パイプラインについて、水素輸送の安全性の検

証と経済合理性の確認を行うため、旧浪江中学校跡地に柱上パイプラインを仮設し実証実験を行

います。主要な実証内容は次の通りです。 

 

・環境の影響（温度、風、塩害、地震） 

・パイプライン径と長さと水素圧力と搬送量の関係 

・破断と水素漏れ検出 

・水素漏洩時の遮断方法 

 

③柱上パイプラインの実現に向けた法規制等制約条件の整理 

柱上パイプラインについては国内における事例がないことから、法規制等の制約条件について

整理を行うとともに、関係する行政機関・団体等へヒアリングを行い、柱上パイプラインの実現

に向けた課題と対応策について整理を行います。 

 

④棚塩産業団地における水素供給・活用モデルの検討 

①から③の検討・検証結果を踏まえ、棚塩産業団地の RE100 化に向けた水素供給・活用モデル

を検討します。また、製造業や水素利用企業へのヒアリングを行い、RE100 化産業団地の需要や

立地意向等についても把握を行います。 

 

  ＜共同企業体が分担する主な業務内容＞ 
・ブラザー工業（株）（株）：基本評価の立案と実証実験の実行 

・（株）巴商会：水素ガス配管に関連する設計施行、安全対策および実証実験の実行 

・国立大学法人横浜国立大学：安全性評価の立案と実証実験の実行と安全対策の策定に資する情

報発信 
出典：ブラザー工業（株） RE100 産業団地関連業務に関する打合せ（2020 年 9 月 3 0 日）資料 
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水素サプライチェーン事業化調査：丸紅（株）（株）、みやぎ生協、浪江町 

 丸紅（株）、みやぎ生活協同組合（みやぎ生協）、浪江町の 3者は、再エネから製造した水素

や副生水素※34などを複数拠点から調達し、家庭や公共施設などに配送してエネルギーとして利用す

る仕組みの構築にむけ、フィージビリティ・スタディ（FS、事業化調査）※35を開始すると発表しま

した。 

宮城県富谷市の低炭素水素サプライチェーン構築に向けた 3年間の実証事業（以下、「富谷プロ

ジェクトとする）での成果を活用します。 

富谷プロジェクトでは、太陽光発電の電力で水から水素を生成し、富谷市内のみやぎ生協組合員

の家庭 3世帯、みやぎ生協 1店舗、児童クラブ 1施設にサプライチェーンの構築を試行しました

（図 ５-３）。 

水素を水素吸蔵合金カセットに貯蔵し、みやぎ生協の物流ネットワークを活用して配達品ととも

に輸送したものです。利用者は、水素吸蔵合金カセットを純水素燃料電池に取り付けることで電気

や熱を利用できます。年間 4,000Nm3の水素を製造し、2.5tの CO2削減効果が得られました。 

富谷プロジェクトをベースに、福島県内の様々な水素源から純度の異なる水素を調達することを

想定した IoT活用アグリゲーター（水素集積）システムなど、水素サプライチェーン構築の実現に

向けてより具体的な事業モデルを評価・検討します。アグリゲーターシステム※36の検討には、富谷

プロジェクトの共同実施者である日立製作所から外部協力機関として技術サポートを受ける予定と

なっています。 
出典：日経 BP 記事 2020 年 8 月 20 日 

 

図 ５-３ 浪江町における低炭素水素サプライチェーン構築事業 
出典：丸紅（株）提供資料 

                                                  
※34 副生水素：苛性ソーダ(NaOH)、塩素ガス(Cl2)を製造するときに副次的に生産される水素のこと。 
※35 アグリゲーターシステム：需要家の需要量を制御して電力の需要と供給のバランスを保つ、ディマンドリスポンス

(需要家の電気使用量を抑制することで、全体の電力需給バランスを安定化させる仕組み)において、電力会社と需要

者の間に立ってうまくバランスをコントロールするシステム。 
※36 フィージビリティ・スタディ：企業の新たな事業、商品やサービス、プロジェクトなどが実現可能なものかどうか、

どれくらいの利益がとれるかを事前に調査し検討することで計画の内容を変更したり、計画そのものを取り消した

り、複数案から最適案を選択したり、代替え案を検討したりすること。 
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純水素燃料電池システム：東芝エネルギーシステムズ（株） 

東芝エネルギーシステムズ（株）は、「道の駅なみえ」向けに、純水素燃料電池システム

「H2Rex™」を納入しました（図 ５-４）。本システムは、世界最大級となる水素製造装置を備えた

FH2Rで製造された水素を利用し、需要に応じて電力を供給、またその過程で発生する熱も有効活用

するものです。 

 

＜H2Rex™の概要＞ 

「H2Rex™」は、水素を直接用いて、CO2を発生させずに発電するシステムで、約 5分で発電を開

始することが可能です。この度「道の駅なみえ」に納入した「H2Rex™」は定格出力 3.5kWで、発電

した電力は照明や空調など、「道の駅なみえ」の一部で利用され、発電の過程で発生する熱はお湯

として手洗い水などに有効活用されます（図 ５-４）。 

 

＜純水素燃料電池システムの実用化に向けた取組＞ 

東芝エネルギーシステムズ（株）は、浪江町において、国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）、東北電力（株）、岩谷産業（株）とともに、FH2Rを建設、水素を用いて

電力系統に対する需給調整を行うことで、蓄電池を使わずに出力変動の大きい再エネの電力を最大

限利用し、クリーンで低コストな水素製造技術の確立を目指し実証を行っています。「道の駅なみ

え」は、FH2Rから車で 10分弱の場所にあり、今回の「H2Rex™」で使う水素は、FH2Rで製造され、

カードルに充填し運搬されます。 

浪江町では、「浪江町復興スマートコミュニティ計画」に基づき「道の駅なみえ」をエネルギー

マネジメント拠点として、新たなまちづくりの実現に向けた取組が進められており、今回の

「H2Rex™」もその一環として導入されたものです。本件は、あづま総合運動公園および Jヴィレッ

ジに続き、FH2Rで作られた水素を「作り」、「貯め・運び」、「使う」という一連のサプライチェ

ーンを福島県内で実現する 3番目の事例となり、再エネ由来の水素を用いて、いつでも電気と熱を

供給できます。 
出典：東芝エネルギーシステムズ（株）HP プレスリリース&ニュース（2020 年 8 月 3 日） 

 

 
＜3.5kW「H2Rex™」＞ 

 
＜発電過程で発生する熱を活用した温水供給設備＞ 

図 ５-４ 「道の駅なみえ」に導入された純水素燃料電池システム 
出典：東芝エネルギーシステムズ（株） 
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２.再エネ関連技術 

使用済み電気自動車用リチウムイオンバッテリーの再利用：フォーアールエナジー（株） 

日産自動車株式会社と住友商事株式会社の合弁会社であるフォーアールエナジー株式会社は、Ｅ

Ｖの使用済みリチウムイオンバッテリーの再利用および再製品化に特化した日本発の工場を浪江町

に開所しました。 

フォーアールエナジー（株）は、使用済み車載用リチウムイオンバッテリーの有効活用に着目

し、2010 年に日産自動車と住友商事によって設立されて以来、再利用や再製品化のノウハウを蓄

積し、使用済みバッテリーの性能を短時間で測定できる技術開発（図 ５-５）に成功しており、当

該技術を活用して、全国から回収した使用済みバッテリーの再利用・再製品化ビジネスを本工場に

て開始します。 

本工場は、浪江町の藤橋産業団地内（約 2,448㎡）に整備され、グローバルな開発拠点としての

機能と製造拠点としての機能を有し、国内初の再利用・再製品化拠点となります。製造される製品

としては、世界初 EV 向け交換用再生電池をはじめとし、大型蓄電システムや電動フォークリフト

等に使用される予定です。 
 出典：日産自動車（株）、住友商事（株）、フォーアールエナジー（株） 報道向け資料 2018 年 3 月 26 日 

 

 

 

図 ５-５ 使用済み電気自動車用リチウムイオンバッテリーの再利用 
 

出典：日産自動車（株）HP 
（https://global.nissanstories.com/ja-JP/releases/release-47bd1d4c8b3256fcee533e433e0b831b-4r） 
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エネルギーマネジメントシステム(iCMS)：日産自動車（株） 

  ＜道の駅なみえでの EV充電 RE100の実現へ向けた取組＞ 

図 ５-６に示すように、日産自動車（株）は、2021年に浪江町復興マスコミ構築事業を活用し

て、「道の駅なみえ」で EV充電の RE100の実現を目指す実現可能性調査を実施しました。 

さらに、2022年以降の展望としては、再エネ発電量と、蓄電容量を増やし、「道の駅なみえ」の

RE100化の実現を視野に入れています。 

 
図 ５-６ 令和３年度の取組と今後の展望 

出典：日産自動車（株）提供資料 

＜EV充電 RE100を実現する技術の実用化への取組＞ 

日産自動車は独自システムと AIを駆使して、車両間によるエネルギーマネジメントを実現する

技術の開発と実用化を目指しています（図 ５-７）。 

この技術により、従来のアグリゲーターの役割である再エネの需要と供給のマッチングを車両側

で行う、簡便なエネルギーマネジメントシステムを実現します。 

 

 

図 ５-７ 独自システムおよび AIによる簡便なエネルギーマネジメントのイメージ 
出典：日産自動車（株）提供資料 
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請戸漁港の波力発電事業：（株）エイブル、東京大学等 

プラントエンジニアリングの（株）エイブルを幹事会社とする九電工、東京久栄（東京都千代田

区）、東京大学生産技術研究所のグループは、浪江町で住民説明会を開き、出力 200キロワットの

波力発電を建設するための事業化調査（図 ５-８）に着手し、2022年度に複合板（ラダー）方式で

商用化手前のプラントを完成させる事業について公表しました。 

本事業は、令和 2年度環境省の脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」ＦＳ事業に採択され、浪

江町・請戸漁港の防波堤を利用した波力発電の概念設計が実施されています。同漁港の防波堤の先

に高さ 3.5メートル、幅 10メートルの鉄とゴムのラダーを２枚配置して安定的な発電を目指す。

陸側に反射板を設置して戻ってきた波も有効活用します。 

設置予定海域の波の高さは 2.5メートルで、エネルギー変換効率 50％、設備利用率 35％と風力

発電を上回る効率を目指します。 
出典：日刊工業新聞 2020 年 10 月 22 日 

 

 

図 ５-８ 請戸漁港の波力発電事業位置図 
出典：（株）エイブル提供資料 
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３.技術開発や実証実験等のスケジュールの整理 

浪江町内において、関係者が個々に実施している技術開発や実証実験について、現在検討が進めら

れているもののほか、将来展望を踏まえたスケジュールについて整理を行いました（表 ５-２）。 

 

表 ５-２ 技術開発や実証実験等のスケジュールの整理 

エリア 技術開発や実証実験の状況 関係者 

棚塩 RE100団地 

〇福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R） 

 ・2020年 2月稼働開始 

東芝エネルギーシス
テムズ（株）、東北
電力（株）、NEDO、
岩谷産業（株）、 

〇水素柱状パイプライン実証実験 

・2020年 9月～2021年 2月 26日  

旧浪江中学校の敷地を使用して全長 400mのパイプライ

ンを地上約 5mに敷設し、ブラザー製の燃料電池システム

を用いて安全性の確認とリスクを管理 

ブラザー工業（株）
（株）、巴商会（株）、
横浜国立大学 

道の駅 

〇道の駅に水素燃料電池 

 ・2020年 8月 

水素を使って発電する水素燃料電池システム導入 

東芝エネルギーシス

テムズ（株） 

〇道の駅における EV充電 RE100化実証 

 ・2021年 既存アセットを活用した RE100の実現 

 ・2022 年以降 道の駅モデルの適用拡大、RE100 団地等へ

適応範囲拡大 

日産自動車（株） 

浪江町駅前 

〇駅前構想 

 ・STEP1（1～3年後） 

    EV/FCVのモビリティサービスの展開（施設間の接続） 

・STEP2（3～5年後） 

 駅前-団地事業関連施設の整備（住民とエネルギーイ

ンフラの接続） 

・STEP3（5年後～） 

 浪江町型スマートコミュニティ化（町内のあらゆるサ

ービスとの接続） 

デロイト トーマツ 
ファイナンシャルア
ドバイザリー合同会
社 

浪江町全域 

〇水素サプライチェーン調査：  

 ・2020年 8月  

水素サプライチェーン調査開始 

 ・2021年 3月  

水素サプライチェーン調査結果とりまとめ→事業化 

丸紅（株）、みやぎ
生協 

浪江町沿岸部 

〇請戸漁港の波力発電事業：  

 ・2021年 3月 事業の実現可能性を見極め 

 ・2023年～2025年 発電開始、売電開始 

（株）エイブル、川
崎重工業（株）、東
京大学 
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第６章 棚塩 RE100産業団地実現に向けた基本構想 

１.地域エネルギー会社から地域マネジメント会社へ 

浪江町に求められる地域エネルギー会社の将来像 

国連での SDGsの採択や日本における 2050 年でのカーボンニュートラルに代表されるように、再

生可能エネルギーを最大限利活用していくことは、今後の企業の経済活動を継続する上でも重要な

要素となりつつあります。 

こうした状況下で、浪江町の復興にとって棚塩 RE100産業団地の実現は非常に重要な要素であ

り、確実な実現のために、当該産業団地への進出事業者による再エネ利活用の努力だけでなく、小

売電気事業者が介在して RE100の電力供給を行う仕組みが必要となります。地域課題の解決策や町

の新たな特色としてエネルギー政策を捉えている浪江町では、既存の小売電気事業者が介在する形

ではなく、新たに自ら地域新電力会社を設立し、地域で運営することが 1つの手段として考えられ

ます。 

また、浪江町には世界最大級の水素製造施設（FH2R）が立地しており、再エネ水素の利活用につ

いては国内有数の恵まれた環境にあります。そのため、浪江町らしい地域新電力会社には、地域の

再エネの 1つである再エネ水素の利活用にも精通した地域エネルギー会社であることも求められて

います。 

水素利活用については、ブラザー工業、丸紅などをはじめとする多くの企業が、浪江町を対象に

様々な実証実験を行っており、今後、経済活動の中で水素利活用の実装化を目指しています。 

ただし、これらの取組は個々の企業や企業グループが単独の取組として実施しているにすぎず、

まだそれぞれの取組が連携できている状況にはありません。今後も浪江町内で新たな水素関連の取

組が展開されることも期待されるため、これらの取組を連携させることで一定の事業規模を確保

し、実装化に結び付け、相乗効果によって復興まちづくりをより加速化していくことが必要になっ

ています。 

これらを踏まえると、地域エネルギー会社の設立は棚塩 RE100 産業団地の実現という目的を達成

するうえで必要な手段の１つであるものの、復興まちづくりを目的とした場合、さらに棚塩 RE100

産業団地の実現も手段の１つとして捉えることができます。そのため、復興まちづくりを目的とし

て、棚塩 RE100産業団地の実現は手段の１つとしても捉え、その他の実現手段（前述した個々の企

業の取組）も連携させて相乗効果を発揮できるよう、より広義の意味での地域エネルギー会社（＝

地域マネジメント会社）が求められていると考えられます（図 ６-１）。 

 

 

図 ６-１ 棚塩 RE100 産業団地の実現がもたらす相乗効果のイメージ 

目的①

棚塩RE100産業団地の実現地域エネルギー会社設立
目的①に対する手段の１つ

復興まちづくり

棚塩RE100産業団地の実現

目的②（町の本来の目的）

目的②に対する手段の１つ

その他の実現手段

目的②に対する複数手段

復興まちづくりを見据え
た場合、複数の実現手段
を連携させて相乗効果を
発揮する組織（＝地域マ
ネジメント会社）が必要

連携
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地域マネジメント会社のイメージを図 ６-２に示すとともに、これまでの調査の結果を、以下の

通りまとめます。 

＜地域エネルギー会社設立に向けて＞ 

世界・国の動き 

・SDGs の採択により、世界各国の共通のゴールが設定され、特に気候変動に

対する具体的に取組む方針が強化されている。 

・日本でも 2020 年 10月 26日に脱炭素社会の実現に向けて、菅首相が 2050

年においてカーボンニュートラルを表明。 

・これを受け、国内の地方自治体も、ゼロカーボンシティ宣言※37を実施

（2021 年 2月 18日時点で 266自治体） 

・国の水素基本戦略において、FH2R における水素実証実験結果を活かし、低

コストな水素利活用の実現を目指している。 

浪江町の特徴 

・世界最大級の水素製造施設（FH2R）が町内に立地、再エネ水素利活用に関

わる実証実験が行われている。 

・復興事業がようやく本格化しているものの、帰還人口は 2021年 2月時点で

1,500人強にとどまっている。（エネルギー需要低、産業振興必要） 

浪江町の復興に向

けた取組状況 

・FH2R 関連企業だけでなく、ブラザー工業、丸紅などをはじめ、多くの企業

が水素利活用に関する実証事業を開始しており、今後も様々な事業の展開

が期待される。 

・町内では民間企業が主体となる大規模再エネ事業も展開され始めている。 

 
 
 
 
 
 
 
＜浪江町の地域エネルギー会社に求められる役割＞ 

・電力供給だけでなく、浪江町の特徴の１つである FH2R による再エネ水素の活用に応えられる地

域エネルギー会社の設立が必要（RE100電源＋再エネ水素供給）。地域エネルギー会社成功のカ

ギは、かつ都市部との連携や持続可能なまちづくりに向けた複合事業展開。 

・単なる地域エネルギー会社ではなく、棚塩 RE100産業団地を１つのきっかけとして、浪江町で取

り組んでいる様々な復興事業と連携し、かつ SDGsの考え方を踏まえ、社会、経済、環境の課題

を統合的に解決し得る地域マネジメント会社への発展が必要。 

                                                   
※37 ゼロカーボンシティ宣言：首長または地方自治体が表明する、2020年までに温室効果ガスまたは二酸化炭素の排出

量の実質ゼロを目指すもの。 

 

＜地域新電力のキーワード＞ 
・地域資源（再エネ電源等）の活用 
・電力小売だけに留まらず、持続可能なまちづくり等を目的とした

複合的な事業展開 
・地域間連携（地域循環共生圏）による都市部と地域の連携 
＜先行事例（石狩市）のポイント＞ 
・発電事業者、立地企業、市などが出資者となる SPC の設立 
・再エネ 100%ゾーン設定による企業誘致・地域活性化 

環境

社会経済

・安心安全なまちづくり
・コミュニティ形成
・循環型社会

・再エネ水素の利活用
・地域の再エネの利活用
（太陽光、バイオマス、波力等）

・棚塩RE100産業団地の形成
・新産業・雇用創出 （定住
人口増）
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地域マネジメント会社のイメージ 

浪江町の継続的な復興まちづくりを目的と考えた場合、浪江町における地域エネルギー会社が果

たす機能は、地域マネジメント会社の事業に内包されるもので、その他の各種復興事業と相互連携

を図り運営していくことが必要と考えられます。 

具体的には、地域エネルギー会社は、RE100電源や再エネ水素供給により安定した事業収益を得

ることが本来の最大の目的であり、事業収益の一部を原資として、浪江町の復興に資する地域交通

の拡充などの幅広い分野でまちづくりやその担い手の育成等を行い、浪江町と一体となって地域課

題を解決し、継続的な復興や持続可能なまちづくりを進めていくことが目指すべき姿であると考え

られます。 

 

 
図 ６-２ 地域マネジメント会社のイメージ 

 
地域エネルギー会社を継続運営するための主な課題と留意点 

地域エネルギー会社について、将来的には地域マネジメント会社へと移行していくことを念頭

に、地域エネルギー会社の設立にあたって考えられる主な課題と留意点について整理しました。 

棚塩 RE100産業団地の実現を目的とした地域エネルギー会社の設立に向けて、検討項目を①FH2R

の有効活用、②再エネ調達、③棚塩 RE100 産業団地への進出企業、④地域エネルギー会社の 4つの

関連項目に区分し、それぞれに関する主な課題の整理と留意点について次ページより表で示しま

す。 

 
 
 

構成：浪江町、金融機関、地元事業者、域外事業者（シンクタンク等）

小売電気事業
再生可能エネルギー開発
（導入支援等も含む）

省エネ設備機器
のリース等

(仮称) 浪江町
地域マネジメント会社

小売電気事業をもとにしたサービス拡大

モビリティ関連
事業

その他
（視察受入事業等）

地域エネルギー会社 

その他の各種復興事業 
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図 ６-３ 検討項目の区分 

  

FH2R設備

地域エネルギー会社

RE１００産業団地

町内再エネ設備
（FIT電源想定）

環境価値取引
（非化石価値、Jク

レジット）

浪江町におけるRE100産業団地実現に向けた要素

施設での電気・熱利用 施設での省エネ化
・効率化

RE100水素供給
FIT電源供給

環境価値付加

RE100水素・電力供給

団地外供給

企業進出 蓄電設備

再エネ設備導入
（非FIT電源想定）

※外貨獲得手段

検討項目① 検討項目②

ｚ

検討項目③

検討項目④



75 
 

＜検討項目①：FH2R の有効活用＞ 

表 ６-１ FH2R の有効活用にむけた課題と留意点 

項目 課題 留意点 

実証期間中の 

運用方針 

・浪江町での水素利活用の実装化

を念頭に、実証事業等において

も戦略的に一定期間の無償化が

可能か。 

・民間事業各社ともに、手探りの状態で浪江町で

の水素関連の事業展開を模索しているため、民

間事業であっても実装化のためには、一定期間

の無償化など、コスト圧縮等の支援も必要であ

ると想定される。 

実証後の 

運用方針 

・実証後、設備が残されるのか。 

・残されるとすれば、どのような

形で誰に譲渡されるのか。 

・現在浪江町で行われている水素実証事業は、

FH2Rからの水素供給を念頭に置いた内容であ

る。 

・仮に譲渡を受けた企業が安定的に運営できなけ

れば、関連事業のすべてが停滞する可能性も懸

念される。そのため、水素を活用して浪江町内

で事業を行う事業者の連合体を中心に譲渡を受

ける形とし、利害関係を一致させることで、安

定した事業経営を行うことが望ましい。 

・また、浪江町が、譲渡後の事業運営に対して意

見すること可能な体制構築が必要 

FH2R のランニン

グコスト 

・譲渡後を見据えた FH2Rのラン

ニングコストの把握 

・実証実験の情報開示・検証が必要（コスト縮減

の改善要）。 

・なお、実証実験に関わる東芝エネルギーシステ

ムズなどには、譲渡後の維持管理や技術支援の

観点から、実運用にも関与してもらう形が望ま

しい。 

水素の供給単価 

・譲渡後を見据えた再エネ水素の

安定供給量及び供給単価の把握 

棚塩 RE100 産業

団地等への運搬

方法 

・柱上パイプライン、液化水素、

その他運搬距離と運搬方法の最

適化 

・ブラザー工業、巴商会、横浜国立大学らによる

実証事業の結果を参照する。 

・棚塩 RE100産業団地への運搬は柱上パイプライ

ンが安全性を含めて最適かどうか確認を行う必

要がある。 

・その他、実証事業の結果をもとに、駅周辺部等

での利活用は個別に水素ステーション等の設置

可能性も並行して検討が必要である。 

・棚塩 RE100産業団地への供給方

法として柱上パイプラインが経

済的に最適解であるとして、ど

の程度のランニングコストが発

生するのか。 

・柱上パイプラインで供給する際

の安全性、法規制等が無い中で

どのように導入を認めるか。 
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＜検討項目②：再エネ調達＞ 

表 ６-２ 再エネ調達に係る課題と留意点 

項目 課題 留意点 

RE100 供給方針 

・最終的に地域内で非 FITの自社電源によ

る供給が望ましいが、現在浪江町内に存

在する再生可能エネルギー発電設備はす

べて FIT 電源のため、段階を踏んで

RE100 を達成することが必要となる。 

・方向性の案は、第 6 章 2項にて後

述する。 

町内電源（FIT）の確

保 

・第一段階として町内の FIT 電源を活用し

た電力供給が考えられる。 

・将来的には非 FIT電源なども確保が必要

である。 

・町内の再エネ発電事業者から特定

卸供給の了承を得る必要がある。

特に大規模発電施設の場合は、関

係者が多く同意に時間がかかる可

能性があるため注意が必要。 

環境価値取引 

・RE100に利用できるクレジットは、非化

石価値取引、Jクレジット、グリーン電

力証書であるが、これらを調達できる地

域エネルギー会社が必要。 

・非化石価値は、原発の電源を含む

ため、再生可能エネルギーに限定

した非化石価値証書の取引に限定

する必要がある。 

・環境価値の購入により、おおよそ

1.3～1.5 円/kWh程度取引原価が

増加するため注意が必要である。 
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＜検討項目③：棚塩 RE100産業団地への進出企業＞ 

表 ６-３ 棚塩 RE100 産業団地への進出企業に係る課題 

項目 課題 留意点 

進出企業について 

・進出企業によって、エネルギーの利

活用状況が大きく異なるため、どの

ような事業者が進出予定か確認が必

要。 

・RE100への関心度が高い企業、進出に

より企業価値が高まると考えられる企

業など、進出により浪江町・企業の双

方にメリットが出る形が望ましい。 

・日本立地センター及び三菱総合研究所

による調査結果を把握する。 

設備導入について 

・立地企業がある程度想定できた段階

で、エネルギー需要を予測し、それ

見合った電気・熱需要を把握する。 

・その他立地スケジュール、要望（必

要面積、賃料、優遇制度等）も把握

する必要がある。 

・予測結果にもとづき、必要とする再エ

ネ、純水素型燃料電池等を活用した電

気・熱の利活用を検討する。 

・2021～2022年にかけて、日産 EVシス

テム研究所が道の駅を対象として、太

陽光、純水素型燃料電池、EV（蓄電

池）を活用し、RE100化に向けた最適

制御システムの検討を行う予定のた

め、これらの結果も考慮して検討を行

う。 

進出企業への条件検

討 

・RE100達成のために、浪江町として

進出企業に課すべき条件を検討す

る。 

・再エネ水素の利活用促進や再エネ導入

促進のため、純水素型燃料電池の利活

用、FCVや EV（リース）の利活用など

の義務付けなどの条件設定を行うこと

が望ましい。 

・それと併せて再エネ水素の安価（無

償）提供、再エネ導入への補助など、

アメとムチの政策検討が必要である。 
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＜検討項目④：地域エネルギー会社＞ 

表 ６-４ 地域エネルギー会社に係る課題と留意点 

項目 課題 留意点 

電力供給規模の確保 

・棚塩 RE100産業団地形成のため、地域エ

ネルギー会社は必須。地域エネルギー会

社の経営状況が不安定となると、地域マ

ネジメント会社を母体とする復興まちづ

くり事業の根幹が揺らぐ可能性があり、

堅実な経営が求められる。 

・特に町内での需要規模が確保できにくい当

初は、浪江町外への地産外消により供給規

模を確保し、事業を安定化させ、徐々に町

内への供給を拡大させる方法も検討が必要

である。 

水素需要規模の確保 

・電力供給規模と同様、再エネ水素供給は

棚塩 RE100産業団地形成の重要な柱では

あるが、進出企業の状況によっては使い

きれず余剰が発生する可能性もある。 

・逆に需要が増大した場合は、太陽光発電

を増設し、再エネ水素の供給量を増やし

ていくなどの取組も必要となる。 

・現在各社が水素実証事業を行っているが、

相乗効果が期待できる事業については積極

的に連携させ、供給規模を拡大させる仕組

みが必要。 

・逆に需要過多となった場合は、FH2Rの譲渡

を受けた企業が、事業規模を拡大できる事

業体制を取ることも必要である。そのため

には、資金力のある企業の参画も重要とな

る。 

必要とされるプレイヤ

ー 

・地域電力会社だけであれば、小売電気事

業のノウハウを持つ企業がいれば成立す

るが、今回は再エネ水素の供給が必要な

ため、ガス（水素）供給事業者の支援も

必要となる。 

・その他浪江町の参画のほか、地元金融機

関などの参画も想定される。 

・最低でも小売電気事業、水素供給の事業を

行う企業が必要。 

・今後のまちづくりを考えれば、浪江町も出

資する形で参画し、事業運営に対して関与

していくことが望ましい。 

・また、全体のハンドリングを考え、シンク

タンクが継続的に関与し、浪江町とともに

今後の方向性を定めていく方法も考えられ

る。 

売上計画の策定及び条

件設定 

・再エネ、水素の供給規模、需要家の拡大

の目論見、卸売電力市場の変動などを踏

まえ、より現実的な売上計画の策定が必

要。 

・FH2Rからの水素供給単価なども含め、一定

の条件設定のもとで作成が必要となる。 

・これらの売上計画の策定の実現性により、

出資企業の募集が可能となる。 

出資割合 

・民間企業主体でよいが、浪江町の復興へ

の影響が大きいため、浪江町が出資する

ことにより、本事業を監視するとともに

透明性を担保する必要がある。 

・発行済株式の 3％以上を保有することで，

株主総会の召集，帳簿の閲覧ができ、一定

の監視が可能となる。 

ライセンス（小売電気事

業者登録） 

・地域新電力会社としてライセンスを取得

する方法もあるが、初期段階において

は、ノウハウのある小売電気事業者の取

次店として対応することもできる。 

・取次店となる場合は、小売電気事業のラ

イセンスは不要で、会社を設立すればす

ぐにでも供給契約の締結が可能。 

・葛尾創生電力においても、初期は小売電気

事業者（須賀川瓦斯）の取次店として運営

開始しており、特に初期段階では有効な取

組であると考えられる。 

・そのため、当初は取次店としての事業を想

定しつつ、ライセンスを取得するケースも

想定される。 
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（参考：外貨獲得手段の 1案） 

例えば、浪江町内での水素利活用の需要が FH2Rの水素製造能力に対して過少だった場合には、

FH2Rの設備改造により、再エネを販売することも 1つの手段として考えられる。 

 

 
図 ６-４ 外貨獲得手段の 1案 

  

FH2R設備

地域エネルギー会社

再エネ水素の供給

再エネ（非FIT）の供給

棚塩地区産業団地
・浪江町内販売

RE100の達成に向けて水素と
再エネを両方供給する

都内への再エネ販売
（既存送配電網利用）

都内・他県への水素販売
（液化水素ローリー？販売量に
よってはカードル輸送？）

水素として貯蔵⇒卸売電力市場
の変動に応じた販売
（既存送配電網）

無償譲渡？

・事業を複合展開することで収支が成り立つような仕組みの必要性。
・町内利用はできるだけ安価な価格設定にできれば、帰還促進、産業団地の進出促進に有利。

余剰分

需要量に応じ
た水素製造

町内だけの供給事業では、事業的に成り立たない可能性有り
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２.棚塩 RE100産業団地へのエネルギー供給の仕組みづくりに向けて 

棚塩 RE100産業団地へのエネルギー供給の仕組み構築に必要な事項 

前述した通り、浪江町らしい RE100産業団地の実現に向けては、地域エネルギー会社を設立し、

FH2Rによる再エネ水素や地域の再エネを活用したエネルギー供給を行うことが必要となります。つ

まり、浪江町で求められるのは単なる地域新電力ではなく、再エネ水素の供給も可能な地域エネル

ギー会社であり、再エネ水素を供給する体制の構築も併せて必要となることから、地域エネルギー

会社の設立までに通常より多大な時間を要し、RE100産業団地へ企業進出が開始される時期までに

供給体制の構築が間に合わない可能性が懸念されます。 

また、地域エネルギー会社には堅実な経営が求められており、安定的な収益を確保するために

は、一定規模以上の電力需要が必要となりますが、ようやく復興が加速化してきた段階の浪江町内

で、設立当初から需要家を確保することは非常に難しいと想定されます。 

さらに、浪江町では様々な復興事業が展開されており、将来的にはそれらの事業を統合的に管理

する地域マネジメント会社の設立が望ましいと考えられることから、それらを踏まえながら重要な

課題とそれらに対する対応策を検討するものとしました。 

 
課題と留意点 

浪江町で地域エネルギー会社を設立する上で、以下の通りの課題や想定するシナリオについて検

討を行いました。 

①地域エネルギー会社設立遅延による RE100産業団地への供給の遅れ（葛尾新電力を例に） 

地域エネルギー会社の設立までに、将来にわたっての販売計画や収支計画、出資企業、出資割

合なども含めて決定することが必要です。 

地域エネルギー会社としては、電力供給だけでなく、再エネ水素の供給体制も必要である一

方、FH2Rの今後の運用方針や柱上パイプラインの実証実験の動向などの不確定要素の影響を受け

る可能性もあり、地域エネルギー会社の設立の遅れ、ひいては棚塩 RE100産業団地へのエネルギ

ー供給も遅延する可能性も否定できない状況にあります。 

また、浪江町では様々な復興事業が実施されていることから、単なる地域エネルギー会社では

なく、将来的にはそれらの事業を統合的に管理する地域マネジメント会社が求められています。 

一例として近隣の葛尾創生電力においては、電力供給を行うことで、それらの収益を復興まち

づくりに活用していくこととしています。 

その中で、葛尾創生電力は初期段階において下図に示す B社の役割で活動しており、小売電気

事業のライセンスを持たず、その代わりに A社（同社では須賀川瓦斯㈱）が小売電気事業者とし

て供給を行う「取次」の形態をとっています。 

このように地域エネルギー会社は、必ずしも専門的な技術をもって電力供給を行う必要はな

く、リスク分散をしながら企業運営することも可能であり、将来的に B社が小売電気事業のライ

センスを取ることで独立した事業形態に移行することも可能です。 

浪江町においても、このような考え方を念頭に置き、浪江町と民間企業、シンクタンク等によ

り地域マネジメント会社（下図の B社の位置づけ）を当初から設立することとして、当面の間は

特定の小売電気事業者（下図の A社の位置づけ）が電力の供給支援を行うことも可能です。その

ため、当初は小売電気事業のライセンスを持たない地域マネジメント会社の設立を優先すること

で、棚塩 RE100産業団地が完成したあとでも、徐々に小売電気事業の発足に向けて準備を進める
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ことも可能となります。 

 

 
図 ６-５ 小売電気事業の契約形態（取次）の例 

出典：電力システム改革小委員会 

 

②需要規模の確保と RE100電源供給の実現に向けたシナリオ 

地域エネルギー会社を設立する際の大きな課題の 1つとして、設立当初から安定した収益が得

られるよう一定の需要規模を確保しつつ、RE100の電力供給を実現していくことが挙げられま

す。他地域の地域新電力会社においても、電力供給以外にもさまざまな取組を複合的に実施する

ことで収益を得ていますが、本業である電力小売事業で堅実に利益を上げることが前提となって

います。 

浪江町においては、地域内に民間事業者による FIT電源はあるものの、復興がようやく加速化

し始めた状況となっており、現時点では大きな電力需要もなく再エネの地産地消が難しいと考え

られます。 

そこで、浪江町の復興に合わせた地産地消への移行を念頭におき、当初段階は再エネを必要と

する都市部自治体などにも供給（＝地産外消）を進めることで、一定の供給規模を確保すること

が考えられます。 

前述した通り、特に都市部自治体では、再エネを導入するための空地がないため、地域間連携

により地方自治体から再エネの供給を受ける取組が始まっています。浪江町が、復興の取組の１

つとして都市部への再エネを供給することは、RE100産業団地の実現だけでなく、復興に向けた

情報発信にもつながることが期待されます。 

これらを踏まえると、RE100産業団地の実現に向けては、以下の図に示すステップの通り、

様々な手法で需要規模を確保しつつも、FIT電源供給を始まりとして、非化石証書等を活用して

徐々に CO2を排出しない電力供給にシフトし、将来 RE100 産業団地へ供給する道筋を作るシナリ

オが現実的だと考えられます。 

その後、本当の意味での RE100を目指すべく、地域エネルギー会社として、電力供給による利

益を元手にした PPA事業の活用、自社電源の開発、卒 FIT電源の調達などを通じて、RE100 に近

づけていくべきと考えます。 

また、浪江町の復興と併せて、再エネ水素の需要家を増やし、水素の供給量を増やしていくこ

とも重要となります。 

以下に、地域エネルギー会社として、供給・需要の観点に区分した電力供給の展開イメージを

示します（図 ６-６）。基本的に、需要については町外から町内への拡大、供給については、

徐々に RE100 電源に近づけていくとともに、地域内の多種多様な再エネ電源を活用していくこと
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を想定しています。 

 

図 ６-６ 電力供給の展開イメージ（案） 

 
 
 
 
 
 
 

既存施設（庁舎、
道の駅等） 町外町内

RE100
産業
団地

太陽光
系統＋非化石
（トラッキン

グ無）

その
他再
エネ

波力
系統＋非化石
（トラッキン

グ有）

再エネ特
定卸供給

PPA、自
社再エネ
電源開発

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇◎〇 〇 〇〇 〇 〇

FIT特定卸供給
（地域間連携）

非化石証書
トラッキング無

非化石証書
トラッキング有

波力発電開始
RE１００産業団地

需要 供給

再エネ需要拡大

非FIT/卒
FIT電源

〇

〇再エネ需要拡大
（町内中心）

ス
テ
ッ
プ
１

ス
テ
ッ
プ
２

将
来

※再エネ水素については、すでに道の駅等への供給が開始されているため、町内利用を中心に拡大させていく

GHGプロトコルに準じた RE100化 

浪江町が将来的に目指す RE100 
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第７章 基本構想の実現に向けたロードマップ 

各企業の取組や町の復興状況踏まえ、以下の通りロードマップを整理しました。 

 

図 ７-１ ロードマップイメージ 

現在
2020年

短期（２年） 中期（５年） 中長期
（10年）

長期
（20年）2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

ァ) RE100産業団地
整備

イ)RE100産業団地実
現に向けた再エネ
事業運営体制の構
築及びエネルギー
供給

ウ)水素・EV等の関連
実証及び実装

エ)駅前構想
（実証含む）

オ)地域経済の活性化
（交流人口等）

FH2R稼働

詳細設計 団地造成工事基本設計

実証実験

地域エネルギー会社・地域マネジメ
ント会社の設立検討

再エネ電源の
地産外消

（取次契約）

町内既存施設（庁舎等）へ
のRE100 電源試験供給

再エネ電源の
地産外消規模拡大

収益モデルの先行確立

柱上パイプライン実証
（ブラザー工業等）

パイプライン
敷設計画

水素供給事業の可能性検討

譲渡

水素サプライチェーン事業化調査
（丸紅等）

道の駅への
純水素型燃
料電池シス
テム導入

道の駅におけ
るEV充電RE100

化実証
（日産等）

事業化
・連携

応用
（知見共有）

EVと組み合わせた施設のRE100化検討 情報連携
駅前カーシェア（FCV・EV)の可能性検討

（デロイトトーマツFA）

地域マネジメント会社の運営
【売電収益を活用した町内事業（モビリティ等）への再投資】

事業化
・連携

事業化
・連携

町内におけるRE100電源の
供給規模拡大

町内での非FIT再エネ電源開発
（容量市場を見据えて）

浪江町への視察・観光促進 環境教育の充実

人口増加

所有者との
連携

事業化
・連携

波力発電電源調達（エイブル）

なみえスマート
モビリティー
チャレンジ
（日産）

福島県浜通り地域における新しいモビ
リティを活用したまちづくり連携協定
に基づく取組（日産等）

情報
連携

浜通りでの連携促進

波及

情報
連携

企業誘致

事業
承継

RE100産業団地への
電源供給

RE100 産業団地へ
の水素供給

波及

駅前カーシェアの実証事業
（トヨタFCV、日産のEV・i-CMS、岩谷産業

の水素ST・輸送技術などの活用）

企業進出
部分的に供用開始

真のRE100化に向けた取組推進

新規実証事業
（カーボンリサイ

クルなど）

RE100産業団地内での再エネ導入促進

水素供給の
規模拡大

純水素型燃料電池の普及
（既存施設、RE100産業団地、町内一般家庭等）

施設の譲渡に向けた調整

波及

実装化検討

道の駅におけ
る施設のRE100

化実証
（日産等）

EV蓄電池リユースの可能性検討

最適な水素輸送手段
の検討結果反映

次世代の担い手育成

駅前の
拠点化
（整備）

雇用創出

RE100産業団地を中核として広域に波及効果

モビリティ事業化検討

各事業を統合的に管理し、復興まちづくりを推進する組織
企業誘致

工事発注

設立
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＜用語集＞ 

No 用語 説明 Page 

1 RE100 
使用する電力の 100％を再生可能エネルギーにより発電し

た電力で、全ての電力需要を賄う取組の総称。 
１ 

2 
福島水素エネルギー研究

フィールド（FH2R） 

再生可能エネルギーを利用した世界最大級となる 10MWの

水素製造装置を備えた水素製造施設。 
１ 

3 SDGs 

Sustainable Development Goals の略称。2015 年 9月に

開催された国連サミットにおいて、世界共通の持続可能

な開発目標として 17の目標が掲げられている。 

2 

4 ESG 投資 

財務情報といった従来からの投資尺度だけでなく、

Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナ

ンス)などの非財務情報も考慮しつつ、収益を追求する投

資手法のことを指す。海外投資家にとって ESG は投資判

断に影響を与える極めて重要な要素となっており、近

年、日本でも ESG投資の関心が高まり、ESG投資額が急成

長している。 

2 

5 カーボンニュートラル 

何かを生産したり、一連の人為的活動を行った際に、排

出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量で

あるという概念。 

3 

6 脱炭素社会 

地球温暖化の原因と考えられている二酸化炭素の排出量

を減らすだけではなく、水素・燃料電池などの実用化に

より二酸化炭素の排出量を実質的にゼロの状態を目指す

社会のこと。 

3 

7 水素サプライチェーン 

サプライチェーンとは、製品の原材料・部品の調達か

ら、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一

連の流れのこと。水素製造から消費までの一連の流れ。 

3 

8 

水素バリューチェーン推

進協議会 

(JH2A) 

水素社会の実現を推進するため設立された、サプライチ

ェーン全体を俯瞰し、業界横断的かつオープンな組織と

して、社会実装プロジェクトの実現を通じ、早期に水素

社会の構築を目的とする団体。 

4 

9 
固定価格買取制度 

（FIT） 

2012（平成 24）年に導入され、太陽光や風量、バイオマ

スなどの再生可能エネルギーを用いて発電された電気

を、電気事業者が一定期間、国が定めた価格で買い取る

ことを義務付ける制度。 

6 

10 

IoT 

(Internet of Things) 

(モノのインターネット) 

従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ

(センサー機器、駆動装置、住宅、建物、車、家電製品、

電子機器など)がネットワークを通じてサーバーやクラウ

ドサービスに接続され、相互に情報交換をする仕組み。 

10 

11 

EMS 

（エネルギーマネジメン

トシステム) 

工場やビルなどの施設におけるエネルギー使用状況を把

握した上で、最適なエネルギー利用を実現するための活

動を支援するシステム。 

10 

12 EV（Electric Vehicle） Electric Vehicleの略で、電気自動車を指す。 10 

13 FCV Fuel Cell Vehicleの略で、燃料電池自動車を指す。 10 

14 
V2G 

（Vehicle to Grid） 

電気自動車の蓄電池に蓄積されている電気エネルギー

を、「スマートグリッド」と呼ばれる次世代電力網に送
10 
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ること。スマートグリッドに電気自動車を接続すること

で、電気自動車に蓄積した電力をほかの場所でも使える

ようになる。電気自動車を「乗り物」としてだけではな

く、電力の需要と供給のバランスを助ける「インフラ」

として活用する考え方。 

15 xEV 

ひとくちに「自動車における動力源の電動化」といって

も、完全に電気のみで走る車やほかの動力源と組み合わ

せて走る車、あるいは電気の供給方法などによって、

「電動化」の種類は多様であるが、電動化自動車をまと

めて「xEV」という総称で表す。 

10 

16 グリーンボンド 

環境保全のための事業に特化した資金を調達するための

もの。代表的なものにメガソーラーなどの太陽光発電や

風力発電、地熱発電などの再生可能エネルギーなどの活

用となる。他に省エネルギーに関する事業や汚染防止、

水問題、気候変動の適応に関する事業など、その内容は

多岐に渡る。 

14 

17 国際イニシアティブ 

加盟企業がリーダシップを取り、優良事例を共有し、課

題を克服することを推進し、パリ協定で合意された

「２℃目標」の達成に必要とされる政策やマーケットの

移行を後押しするためのもの。 

17 

18 非化石証書 

非化石証書とは、非化石電源により発電された電気につ

いて、非化石価値を分離し、証書にしたもの。 非化石電

源には、再生可能エネルギー、原子力がある。 

20 

19 グリーン電力証書 

風力や太陽光、バイオマスなどの再エネ由来のグリーン

な電気が持つ「環境価値」を「証書」化して取引するこ

とで、再エネの普及・拡大を推進する仕組み。 

20 

20 J-クレジット 

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、

CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジ

ット」として国が認証する制度。 

20 

21 
PPA (Power Purchase 

Agreement) 

電気を利用者に売る電気事業者と発電事業者の間で結ぶ

「電力販売契約」のこと。電気事業者は自前で発電する

だけでなくいろいろな発電事業者から電気を買って利用

者に提供している。 

21 

22 

JEPX 

(Japan Electric Power 

Exchange) 

日本で唯一の卸電力取引所のこと。会員登録した事業者

は入札を通した電気の売買が可能になる。主に「スポッ

ト市場」、「時間前市場」において入札に参加する。 

21 

23 
トラッキングつき非化石

証書 

「トラッキング」とは追跡するという意味。どのような

再エネ発電所からの非化石価値であるかを追跡できる非

化石証書。 

24 

24 卒 FIT 
固定価格買取制度（FIT）による買取期間が満了した発電

設備のこと。 
26 

25 

AI 

（artificial 

intelligence）  

人工知能。人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを

用いて人工的に再現したもの。 
43 

26 ガスコージェネ 
ガスを燃料に発電し、同時に発生する熱エネルギーを空

調などに利用するシステム。省エネ対策や節電・電力ピ
50 
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ーク対策として社会的にも注目されている。 

27 マイクログリッド 

大規模発電所の電力供給に頼らず、コミュニティでエネ

ルギー供給源と消費施設を持ち地産地消を目指す、小規

模なエネルギーネットワークのこと。 

エネルギー供給源には、分散型電源である太陽光発電、

風力発電、バイオマス発電などが利用される。 

51 

28 ブロックチェーン 

分散型ネットワークを構成する複数のコンピューター

に、暗号技術を組み合わせ、取引情報などのデータを同

期して記録する手法。 

51 

29 
VPP 

(Virtual Power Plant) 

点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設

備と電力の需要を管理するネットワーク・システムをま

とめて制御すること。複数の小規模発電設備やシステム

等をあたかも１つの発電所のようにまとめて機能させる

ことから「仮想発電所」とも呼ばれている。 

52 

30 

CEMS 

(Community Energy 

Management System) 

地域全体のエネルギーを管理するシステムのこと。点在

する太陽光発電や風力発電などの発電設備から電力供給

量と、地域での電力需要の管理を行う。 

56 

31 コージェネレーション 

電気と熱を同時に発生させる発電供給システムの総称。

総合エネルギー効率を高めることのできる新しいエネル

ギー供給システムのひとつで、ガスなどを駆動源にした

発電きによって電力を生み出すとともに、その際の排熱

を給湯や冷暖房などに利用するシステム・設備のこと。 

61 

32 ディマンドリスポンス 

市場からの電力需要がピークに達したときに、電力を追

加で供給するのではなく、需要側の電気使用量を抑制す

ることで、全体の電力需給バランスを安定化させる仕組

みのこと。 

61 

33 カードル 

シリンダーを終結させた機器であり、一度の輸送でシリ

ンダーよりも多く圧縮ガスを供給することが可能。また

カードルはホイストやフォークリフトなどでの持ち運び

をすることが可能。 

62 

34 副生水素 
苛性ソーダ(NaOH)、塩素ガス(Cl2)を製造するときに副次

的に生産される水素のこと。 
65 

35 アグリゲーターシステム 

需要家の需要量を制御して電力の需要と供給のバランス

を保つ、ディマンドリスポンス(需要家の電気使用量を抑

制することで、全体の電力需給バランスを安定化させる

仕組み)において、電力会社と需要者の間に立ってうまく

バランスをコントロールするシステム。 

65 

36 
フィージビリティ・スタ

ディ 

企業の新たな事業、商品やサービス、プロジェクトなど

が実現可能なものかどうか、どれくらいの利益がとれる

かを事前に調査し検討することで計画の内容を変更した

り、計画そのものを取り消したり、複数案から最適案を

選択したり、代替え案を検討したりすること。 

65 

37 ゼロカーボンシティ宣言 

首長または地方自治体が表明する、2020 年までに温室効

果ガスまたは二酸化炭素の排出量の実質ゼロを目指すも

の。 

72 

※表中の No は報告書の用語に振った番号と一致する。 
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