
  

1 
 

 
2021 年 5 月 13 日 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP） 

 

日本における非 FIT 再エネの選択肢多様化に向けた意見書 

国民負担を抑えた再エネの拡大を見据え、民間投資等を喚起する 

バーチャル PPA 実現策の早期導入を求めます 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ （以下、JCLP）は、2050 年カーボンニュートラル及び 2030
年温室効果ガス排出削減目標（2013 年度比 46%削減、50%の高みに向けて挑戦）の達成に最大限貢献
すべく、改めて検討を進めています。 

中でも、再生可能エネルギー（以下、再エネ）の拡大がこれらの目標達成に向けた柱の一つと捉え、
企業自身が自社の再エネ調達を加速することが重要と考えています。2021 年 5 月現在、RE100 を宣言
する日本企業は 54 社に達し、その数は米国に次ぎ世界で 2 番目となるなど、需要家企業自身が主体的
に再エネを調達する流れが大きく加速しています。これら企業の動きをより効果的に再エネ拡大につな
げるためには、需要家が主体的に参画できる再エネ調達の選択肢を増やすことが重要です。 

また、再エネ拡大に向けて、FIT・FIP 制度に伴う国民負担とのバランスを取る必要性も重視されてい
ます。FIT・FIP を用いない再エネ調達の新たな選択肢が必要であり、そのような選択肢があれば、民間
投資がさらに喚起されると考えます。今回提案するバーチャル PPA は、非 FIT・FIP の新たな再エネ開
発に向けて民間投資を引き出し、再エネ拡大を推進する仕組みであり、欧米では既に主流になっている
ものです。この仕組みを日本で実現すべく、以下のとおり意見を述べます。 
 

 

バーチャル PPA（V-PPA）の概要： 

需要家の再エネ調達の方法は大きく４つありますが 1、その中でも近年大きく伸びているのが発電事
業者との電力売買契約（PPA）です。PPA には、下記 2 つの特徴があります。 

1. 新規の再エネ事業創出を後押しする「追加性」を伴う。 

2. 発電事業者は、市場価格変動リスクが軽減され、FIT・FIP 制度を利用せずとも安定した収入が確保
できる。よって、国民負担の増加を防ぎつつ再エネ拡大を促進することが可能。 

さらに、この PPA の中でも突出して伸びているのが V-PPA です。ここで指す V-PPA は、需要家が直
接発電事業者と中長期契約を結び、実際の電力売買とは切り離された形で再エネ属性を直接移転する仕
組み 2です。2019 年に米国で締結された PPA 契約の約 80%を V-PPA が占める 3など、再エネ拡大の大
きな推進力となっています。V-PPA は、上記 1 と 2 の特徴に加え、下記 3、4、5 の特徴を有しているこ
とから、需要家の再エネ調達の新たな選択肢として日本での再エネ拡大に資すると考えられます。 

3. 電力と切り離して再エネ属性を移転させることが可能なため、需要地と再エネポテンシャルが豊富
な地域が物理的に離れている場合でも再エネ開発を促進できる。 
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4. 長期の電力需給契約を締結している企業やビルテナント入居企業等が、既存の小売契約の変更をせ
ずに、追加性のある再エネを調達できる。 

5. 需要家が電力取引機能を自ら持つ必要がない、電力市場が異なる再エネ発電所との直接契約が比較
的容易など、需要家が採用しやすい。 

以上の理由から、V-PPA を日本でも推進することが望ましい一方で、制度的障壁があり実現困難なの
が実情です。エネルギー基本計画の見直し等に伴い様々なエネルギー政策の方向性が示される今夏のタ
イミングを逃さず、状況の打開に向けたさらなる施策を早急に検討する必要があります。このため、以
下の 3 つの事項について早急な対応を要望します。 

1. 非 FIT（再エネ指定）証書等の再エネ属性を、需要家企業が発電事業者から直接購入可能にする 

今春に開催された総合資源エネルギー調査会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会におい
ては、まず FIT 証書について需要家が直接アクセスする方法を検討し、非 FIT 証書に対する需要家アク
セスについては今後検討との議論がされています 4。 

しかしながら、スピード感を持った再エネの調達選択肢多様化（含む V-PPA）の必要性に鑑みれば、
非 FIT（再エネ指定）証書についても電力取引と切り離し、需要家の直接調達（相対取引及び市場取引）
を行えるよう早急に検討を開始すべきと考えます。 

2. 非化石証書等再エネ属性の無効化制度及び税の取扱いを明確化する 

現在、非化石証書を含む様々な環境証書について、温対法の報告義務や将来のカーボンプライシング
制度等で活用するための方針が明確ではないため、各証書の償却・無効化の仕組みに関する政府の全体
的・統一的な方針が必要と考えます。 

また、一部の場合を除き、需要家側での証書無効化時の税法上の取扱いが明確になっていない状況と
認識しています。証書の無効化時に損金算入できないことは、再エネ投資への大きなディスインセンテ
ィブとなります。そのため、需要家が非 FIT などの証書に直接アクセスする場合においても、証書を無
効化した際には損金算入可能とするとの明確な方針が必要と考えます。 

3. 非 FIT 再エネの経済性を高めるためのインセンティブを導入する 

発電事業者が新規に再エネ設備を整備する場合、FIT 制度を活用するか否かを選択できることから、
非 FIT 再エネを導入する際も販売価格は FIT 価格以上とすることが経済的に合理的な判断となります。
結果として、需要家側から見ると、非 FIT 再エネの購入価格は小売事業者から FIT 再エネを購入する場
合と比べて非常に高くなってしまいます。この結果、非 FIT 再エネは経済的に成立せず、国民負担の増
加を回避する機会が強く制限されてしまいます。 

非 FIT 再エネと FIT 再エネの間のイコールフッティングを確保するために、新規の非 FIT 再エネに対
する経済的なインセンティブ制度を検討すべきと考えます。例えば、5G 投資促進税制と類似の法人税
や固定資産税に対する特別措置を創設する 5などの方策を検討していくべきと考えます。 

 

以上 
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出典・注釈

1 再エネ証書の購入、発電事業者との電力売買契約(PPA)、小売電気事業者からの購入、自家消費・自家
発電の 4 つが挙げられる。参考：International Renewable Energy Agency (IRENA), “Corporate Sourcing 
of Renewable Energy: Market and Industry Trends（2018 年 5 月） 

2 従来日本では、「V-PPA」と言った場合も小売電気事業者を介し電力と再エネ属性をバンドルして購
入することを指すが、それとは異なる仕組みである。 

3 BloombergNEF, Corporate Clean Energy Buying Leapt 44% in 2019, Sets New Record（2020 年 1 月
28 日） 

4 第 49 回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（2021 年 4 月
15 日開催）資料 4「非化石価値取引市場について」 

5 総務省、「令和 2 年版 情報通信白書」5G が促すデジタル変革と新たな日常の構築（2020 年 8 月） 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）とは 

脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち積極的な行動を開始すべきであるという認識の下、2009 
年に発足した日本独自の企業グループ。脱炭素社会実現への転換期において、社会から求められる企業とな
ることを目指す。JCLP には幅広い業界から日本を代表する企業を含む 178 社が加盟（2021 年 5 月現在）。
加盟企業の売上合計は約 138 兆円、総電力消費量は約 57.2TWh（海外を含む参考値・概算値）。横浜市と包
括連携協定を締結し、2017 年からは国際非営利組織 The Climate Group の地域パートナーとして 日本に
おける RE100、EV100、EP100 の窓口・運用を担うなど、自治体や海外機関との連携も進める。URL: 
http://www.japan-clp.jp/ 

本件に関するお問い合わせ JCLP 事務局  Tel: 046-855-3814  Email : info-jclp@iges.or.jp  

http://www.japan-clp.jp/


添付資料 
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需要家企業が再エネを調達する主な方法

再エネ調達の４つのモデル 世界の企業部門における再エネ調達量（2017年）

 企業による再エネ調達の拡大は再エネ導入拡大の大きな推進力であり、方法は大きく4つのモデルに分けられる

自家発電・自家消費小売事業者メニュー

PPA電力購入契約

①再エネ証書

④自家発電・自家消費

③小売事業者
メニュー

②PPA
（電力購入契約）

再エネ証書

出典：IRENA（2018） 出典：IRENA（2018）

https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_Corporate_sourcing_2018.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_Corporate_sourcing_2018.pdf
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 PPAは、需要家が発電事業者から再エネ属性のみ（もしくは電気＋再エネ属性）を長期契約で購入する仕組み
 PPAの中でも、バーチャルPPA は、2019年に米国で締結されたPPAの80％以上を占めるなど、極めて大きな原動力

世界におけるコーポレートPPAの拡大

出典：Blooberg NEF（2021年2月3日）、BloombergNEF（2021年１月26日）、 BloombergNEF（2020年1月28日）

世界のコーポレートPPAによる発電容量の推移（オフサイト）

欧州、中東、アフリカ北米、中米、南米 アジア太平洋

従来、米国中心で発展してきたが、
最近では欧州での増加も目立つ

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/BloombergNEF_20210203.pdf
https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-grew-18-in-2020-despite-mountain-of-adversity/
https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-leapt-44-in-2019-sets-new-record/
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PPAのスキーム

参考：自然エネルギー財団「コーポレートPPA実践ガイドブック」（JCLPにて一部追記）

②P-PPAのイメージ

再エネ
事業者

企業
需要家

電力

再エネ属性（証書）

固定価格

電力と再エネ属性を
セットで取引

①V-PPAのイメージ

再エネ
発電業者 需要企業

卸電力
市場 小売

電力 電力

市場価格 小売価格

再エネ属性（証書）

固定価格（Strike Price）

市場価格

V-PPAで規定 ※再エネ属性のみ取引・支払（差額契約方式）

 PPAは大きく2タイプ

①バーチャルPPA：再エネ属性のみを取引（需要と発電に直接的な電力供給の関係はない）

②フィジカルPPA：再エネ電力と再エネ属性をセットで取引

※小売事業者を介す取引も可

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_GuidebookCorpPPA.pdf


再エネ
発電業者

需要企業

卸電力
市場 小売

電力 電力

市場価格 小売価格

再エネ属性（証書）

固定価格（Strike Price）

市場価格

V-PPAのイメージ

４

 PPAは、①新規の再エネプロジェクトの創出を後押しする「追加性」を伴う
 また、②発電事業者は、FIT・FIP制度を利用せずとも安定した収入を確保可能なため、国民負担の増加を防ぐことが可能
 さらに、V-PPAには、3つの追加的特徴があり、再エネ導入を加速するドライバーと成り得ると考える（下図参照）

PPAの特徴

③電力と切り離して再エネ属性を移転させることが可能
遠隔地の発電事業者と契約締結が可能であり、再エネポ
テンシャルが豊富な地域の再エネ開発を促進可能

④既存の小売契約を変更する必要がない
長期契約やビルテナントの場合などの再エネ調達が
困難な状況でも、追加性のある再エネ属性の入手
が可能に

⑤需要家企業が採用しやすい
需要家が電力取引機能を持つ必要がない※、
電力市場が異なる再エネ発電との直接契約
可能、など
※P-PPAでは、調達した電力の全量を消費する必要があり、余った場
合、他の事業拠点に送電して消費するか、他社に売却する必要が
あるため、小売事業者と同様の機能が必要



 発電者：安定収入（固定価格）を長期間得られる ⇒ プロジェクトの資金調達が容易に
 需要家：V-PPA契約（固定価格）に対し、市場価格が上回った場合は差額分が収入となり、

下回った場合は損失となる ⇒ こうした価格変動リスクを負担する見返りに環境価値を入手可能に
（※なお、小売価格が市場連動型の場合、連動度合いに応じた相殺(変動リスク低減)効果もある。例：VPPAで損失が出ても、小売価格も下がりトータルの影響は軽減。）

（参考）差額契約方式（CfD）のイメージ

５

固定価格
（strike price)

市場参照価格

価
格
（
円/KW

h

）

時間軸

差額（市場参照価格ー固定価格）
を発電事業者から需要企業に支払う

差額（固定価格ー市場参照価格）を
需要企業から発電事業者に支払う
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日本におけるV-PPA実現の課題①

資料）第49回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 資料4（2021年4月）

経緯・背景
 今春の総合資源エネルギー調査会・制度検
討作業部会にて、事務局より、「まずはFIT
証書に限定して大口需要家が直接アクセス
する方法を検討する」との議論あり

 一方、非FIT（再エネ指定）証書に対する
需要家アクセスについては、「今後検討」。
現状、発電事業者と企業需要家が、相対
で直接契約するV-PPAは実現できない案
（FIPから発出される証書も同様の扱い）

 エネ庁提案の背景には、小売電気事業者に
課されている高度化法上の非化石比率達
成義務への影響への配慮があると推察

 現状、需要家企業が、発電事業者から直接非化石証書を購入することができない
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 非化石証書を含む様々な環境証書について、温対法の報告義務や将来のカーボンプライシング制度等で
どのように活用できるか方針や制度が明確になっていない

 また、一部の場合を除き、需要家側での証書無効化時の税法上の取扱いが明確になっていないと認識し
ており、無効化時に損金算入できない場合、証書購入の大きなディスインセンティブとなると考えられる

日本におけるV-PPA実現の課題②

 2021年2月からは、国際的な再エネ属性の証書であるI-RECが日本でも発行可能となったが、
無効化の仕組みや税法上の扱いについての明確な方針はない。

（参考）無効化及び税法上の扱いに係る現状

グリーン電力
証書

非化石証書

I-REC

無効化の仕組み 税法上の扱い
 「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証
制度」にて証書をCO2削減量に転換・無
効化することで、温対法の報告義務に活
用する仕組みが存在。

 東京都や埼玉県の排出量取引制度の中
で無効化する場合には、税法上損金算入
可能との明確な方針あり。

 他の目的での無効化については方針なし。

 需要家のCO2排出量の削減に直接的に
算入できる手段として位置づけられておらず、
無効化する仕組みは存在せず。

 需要家による直接購入が実現し、証書が
無効化された際には損金算入可能とすると
いった明確な解釈が必要。
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 FIT価格と卸電力価格に大きな差がある現状では、需要側・発電側の双方から見ても、FIT再エネを選ぶことが合理的
 結果として、国民負担の増加を回避できたはずの非FIT再エネが実現できない状態に
 需要家企業の投資を促し、非FIT再エネを普及させるため、FITとのイコールフッティングが必要

日本におけるV-PPA実現の課題③

固定価格（Strike Price）再エネ
発電業者 需要企業

再エネ
発電業者

需要企業
電力

電力
FIT価格

証書価格

卸電力
市場

送配電
事業者FIT再エネ

非FIT再エネ

FIT価格と固定価格を
比較し高く売れる方を選択

GIO
FIT非化石証書

卸価格

小売

「卸価格＋証書価格」と固定
価格（＞FIT価格）を比較し、

安く買える方を選択

（参考）需要家及び発電者から見たFIT・非FIT再エネの取引及び意思決定のイメージ

差分が国民負担に 結果として
FIT再エネが
選択される
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V-PPAの実現に向けて

※原子力や大型水力等の追加性の乏しい電源由来の証書を除く。高度化法上の非化石比率達成義務への影響への配慮の
ために、日本でのV-PPAの導入が遅れ、結果として再エネの導入スピードが鈍化することは避けるべき

1

2

3

非化石証書を含む様々な環境証書について、無効化と活用の仕組みについて全体的・統一的な方針を
作るべき。また、需要家側が証書を無効化した際に税法上損金算入可能との方針を明示すべき

需要家が非FIT再エネを実質的に卸価格程度（託送料金、再エネ賦課金除
く）で購入できるよう、経済的なインセンティブを付すべき

 これらの課題に対し、以下3つの事項について早急な対応をお願いしたい

非FIT（再エネ指定）証書についても電力取引と切り離し、需要家の直接調達（相対取引及び
市場取引）を行えるよう早急に検討を開始すべき

※例えば、5G投資促進税制と類似の法人税や固定資産税に対する特別措置を創設する等

資料）総務省 情報通信白書 第1部5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築（2020年8月）
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