初期投資不要、
補助金活用で低コスト実現

ッケージの製造販売を手が

導入先の１つで、食品パ

強まるとみられる。

を再エネで賄う流れは一層

動き出しており、使用電力

「炭素税」の導入に向けて

排出量に応じて課税する

こうした高品質モジュー

きる電力量を最大化する。

る機能があり、自家消費で

給バランスを自動で調整す

施設で使用する電力量の需

陽光で発電した電力量と、

いる制御システムには、太

も高性能。同社が採用して

を広げるには相当の体力が

が必要となるため、導入先

ビジネスモデル。先行投資

負担し、長期間で回収する

デルは設置費用を事業者が

強みとしている。ＰＰＡモ

者にも供給している。

同社は国内の電気小売事業

グループは世界 カ国

要求される。ハンファ

財務基盤が強固なことも

ける千代田グラビヤ（東京
ルのサプライヤーとして、

都品川区）は工場のＣＯ２
排出量を年間１４０ 削減

電力に賦課金はかからな

きる。自家消費分の太陽光

マーケットでは自社で購入

電力３００ｋＷのスーパー

同社の試算によると、発

に該当する企業はＣＯ２排

でエネルギー指定管理工場

進の一助になる。省エネ法

だけでなく、脱炭素経営推

順位がある。初期投資がか

ただ、企業には投資の優先

制は今後も強まるだろう。

佐藤裕芳社長は「環境規

チュンの世界企業番付

る。米国経済誌フォー

５６６億ドルを超え

２０年度の総売上げは

で展開しており、２０

できる見込み。

い。補助金を活用すれば、
した場合の投資回収期間は
からず、コスト削減につな

世界各国で脱炭素化の動きが広がる中、日本政府は２０３０年度に温室効果ガスを２０１

さらに割安な電力を供給す
出量削減などの目標計画を

３年度比で ％削減する目標を発表した。これを受けて再生可能エネルギーの活用が今後加
速するとみられるが、国内は再エネの供給量が不足しており、調達コストが割高という課題
年間に上った。 年目の

そうした中、太陽光発電の自家消費型「ＰＰＡモデル」が再エネ調達の切り札として注目を
集めている。
や倉庫と相性が良い。同社

い冷凍冷蔵設備を持つ工場

特に土日も電力負荷が高

と約１・５倍の開きがあっ

金を活用した場合に比べる

ＰＰＡモデルに加えて補助

導入した場合と変わらず、

事業収支はＰＰＡモデルを

ら設備投資を行わずに削減

しかかる。ＰＰＡモデルな

ど設備投資の負担が重くの

高効率機器への切り替えな

毎年提出する必要があり、

す。

全工場に導入する考えを示

的」と語り、自社で構える

がるＰＰＡモデルは効果

おいて２０１４年から

ｌｏｂａｌ５００」に

「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｇ

（東京都港区、以下Ｑセル

ンファＱセルズジャパン

内シェアトップクラスのハ

太陽電池モジュールで国

し、企業は自家消費分の電

Ｖシステム）を無償で設置

に太陽光発電システム（Ｐ

業）の工場や倉庫の屋根上

売電気事業者が需要家（企

契約内容にもよるが、国の

照 条 件 等 ）、 電 力 会 社 と の

電力使用量や設置環境（日

で太陽光電力を供給する。

は 年間にわたり固定価格

え置かれること。Ｑセルズ

上がっている。再エネ発電

度に１ｋＷｈあたり 円と

の平均単価は、２０１９年

実際、産業向け電気料金

入メリットは小さくない。

料金が上昇傾向にあり、導

田課長）という。

削 減 が 可 能 に な っ た 」（ 安

「電力量料金に限れば ％

電力量料金で構成される。

た。電気料金は基本料金と

金の８・５％削減が見込め

要に合わせてＰＰＡモデル

ろ も あ り 、「 リ プ レ イ ス 需

備が寿命を迎えているとこ

入している企業の中には設

太陽光発電を早くから導

再エネに切り替えることを

要なエネルギーを１００％

動きもある。事業活動に必

ライチェーン全体で進める

国際的に脱炭素化をサプ

に世界トップクラス。モジ

ールは生産能力、品質とも

ツ生まれの太陽電池モジュ

Ｑセルズが提供するドイ

駆け付け調査、製品交

状況の監視や故障時の

格競争力は高い。発電

ため、他社に比べて価

調達費を抑える仕組みを構

することで、太陽光電力の

はこれまで通りの契約に従

とができる。電力の不足分

に太陽光電力を利用するこ

企業は初期投資をかけず

冷凍冷蔵設備
と相性が良い

スが多い。

平均単価より低くなるケー

１年度は１ｋＷｈあたり３

「再エネ賦課金」も２０２

用負担を国内で分かち合う

力会社に売電するＦＩＴ

ステムを自社で購入し、電

これまでは太陽光発電シ

東日本大震災前から約 ％

築した。２０１９年から始

って電力会社から購入する
ことになるが、長期間でみ
の一部を太陽光電力に置き

ＰＰＡモデルは使用電力

倍にふくらんでおり、企業
を取り巻くエネル
ギー環境は厳しさ
を増している。
ＰＰＡ事業推進

すると自家消費分は当初か

ただ、自社で新規に購入

費に注目が集まる。

くなり、自家発電・自家消

けたことでメリットが小さ

が、買取り価格が下がり続

組みがうまく回っていた

（固定価格買取制度）の仕

動したばかりだが、企業の

住宅用は２千棟を超える。
た場合に電気料金の削減効
換えるため、工場全体の電
気料金を大幅に減額するも

・ 円と、この９年間で

導入実績は カ所に上る。

「ＰＰＡモデル（Ｐｏｗ
果が期待できる。
最大のポイントは自家消

３６

発電設備を無償で設置

「ＲＥ１００」に参加する

を提案したい」
（安田課長） め ざ す 世 界 的 な 枠 組 み の

５・９ＧＷの実績を持つ。

Ｗに上り、国内の出荷量は

ュール生産能力は累計 Ｇ

の手続きも行う」と語

検を担い、補助金申請

換・修理などの保守点

としている。

日本企業が増えており、Ｃ

代表機種の
「ＤＵＯ‐Ｇ９」

ットが期待できる。同社の
場合、年間で３・５％のコ
スト削減効果が見込めると
いう。

、

ＣＯ２排出量の削減効果
も大きい。４月は約

連休があった５月は ・６

大出力は３９０Ｗといずれ

を削減した。年
間の削減目標は１４０・６

半で約

を総合的に解決できる

により、パ

対策を強化するねらいがあ

もＢＣＰ（事業継続計画）

と強調する。

ネルの敷設

る。

Ｑセルズか

このことを

給率は ・５％になり、年

入った。潮来第一工場の自

（同市）に導入する準備に

き、このほど潮来第一工場

同社は潮来第三工場に続

が可能にな

ら聞いた佐藤社長はＰＰＡ

っていた。

モデルの導入を検討。

った」として導入に踏み切

導入ハードルが低い内容だ

ど提案条件が申し分なく、

コスト削減にもつながるな

ている。

は２０２２年１月を予定し

上積みできそう。発電開始

２削減も潮来第三工場より

効果を見込んでいる。ＣＯ

「初期投資が不要なうえ、 間で５・５％のコスト削減

脱炭素化を経営戦略の重

った。補助金申請が通った

に上る。

要なテーマに掲げる佐藤社

ことも決め手になった。

草加工場（埼玉県草加市）

さらに、潮来第二工場や

長は「太陽光発電には以前

り、また、屋根上に多数取

構造物設置には制約があ

防爆対応のため屋根上への

有機溶剤を使用する工場は

など早くから環境対応を進

ションシステムを導入する

天然ガスのコージェネレー

二工場（茨城県潮来市）に

千代田グラビヤは潮来第

環境対策ができるうえコス

は資金調達の必要がない。

る。その点、ＰＰＡモデル

業には投資の優先順位があ

必要性はわかっていても企

にも導入を広げる計画があ

り付けてある避雷針との干

めてきたが、これは「分散

ト削減にもつながる、洗練

ＢＣＰ対策に有効

渉の問題もあって、パネル

型発電」によるリスクヘッ

風、大雪などの自然災害が

国内では近年、地震や台

ている」と語る。

果については当社が実証し

された良い仕組み。導入効

ている。今回の太陽光発電

原因の大規模停電が頻発し

佐藤社長は「環境対策の

る。

の敷設は事実上できなかっ
たという。

ジの一面もあるという。

だが、消防法の保安規制で

から関心があった」
と語る。

ガイドライン制
定で設置可能に

り、再エネ調達の課題

Ｏ２削減を取引先にも要請

は変換効率が ％超で、最
さらに、環境省はＣＯ２

することが予想される。

脱炭素化の
要請強まる

導入事例

佐藤社「
長 洗練された良い仕組み」

電力自給率６％超、
ＣＯ２排出大幅削減

ＰＰＡモデルは経済効果

２０

ところが、２０１５年に
工場に設置したモニター画
「危険物施設に太陽光発電
面、発電量や消費量を見え
る化することで従業員の環 設備を設置する場合のガイ
ドライン」が出されたこと
境意識が高まったという

となり、稼働から２カ月

3

ｅｒ Ｐｕｒｃｈａｓｅ
Ａ ｇ ｒ ｅ ｅ ｍ ｅ ｎ ｔ ）」 は
部の安田次男営業
担当課長は「たと

食品飲料パッケージの製

３３

③設備の管理・メンテナンスに人

原油換算エネルギーを削減したい

込む。

する。左記のＱＲコードから申し

シミュレーション」を無料で作成

画）対策に興味がある

などの

⑤ＳＤＧｓ・ＢＣＰ（事業継続計

金や電力会社への申請業務が面倒

員やコストをかけたくない④補助

無料ＷＥＢセミナーを開催
補助金採択率１００％

Ｑセルズは「ＰＰＡモデル」の
無料ＷＥＢセミナーを企業の希望
日時に合わせて個別開 催 し て い
る。国の補助金制度を活用したＰ
ＰＡモデルの仕組みを解説する。
同社は補助金採択率１００％を誇

設備に導入費用をかけたくない②

セミナーの対象は①太陽光発電

る。

１５

のではないが、近年は電気

らゼロ円になる一方、初期

造販売のほか、建材向け木

チック製品の表面加飾用転

3

費分の電気料金が長期間据

えば電力会社と１

投資が必要になるほか、管

ｋＷｈあたり 円

るだけでなく、メンテナン

満了後は設備を無償譲渡す

写箔なども手がける㈱千代

3

理メンテナンスに想定以上
の費用と人員が発生し、投
資回収に 年以上かかるケ
ースが少なくない。

スや補助金申請の手続きも

目柄シートの印刷やプラス

同社は設置費用を負担す

引き受ける。 年間の契約

るため、その後の自家消費

１１ １３

で契約している企
業の場合、３・
円の賦課金が上乗
せされて１ｋＷｈ
あたり ・ 円に
なる。それに対し
て当社は環境省の
補助金を活用する
ことで、対象施設
の条件によっては

田グラビヤ
（東京都品川区、
佐藤裕芳社長）は茨城県潮
来市にある潮来第三工場に
「ＰＰＡモデル」
を導入し、
４月から発電を開始してい
る。工場の屋根上に太陽光
パネル８４０枚を敷設し
た。設置面積は１５１２平
方 。最大出力は約３００
ｋＷ。パワーコンディショ

８０ｋＷ）を設置した。

ナーは 台（最大出力約１

工場の年間電力需要５２
０万ｋＷｈに対し、太陽光
電力で賄う自給率は６％を
超える。
電気料金は電力需要のピ
ーク時や夏期の昼間、夜間
などによって単価が変わる
が、単価が高い時間帯の一
部を太陽光電力に置き換え

3

１０

分は無料になる。

モデル別導入効果の比較表

３６

～ 円で供給で

佐藤社長
ることで大きなコストメリ

参加特典として「電気料金削減

い。

課題を抱える企業。業種は問わな

!
"

２０

１８
１４

千代田グラビヤ

4

１７

２０

電力販売契約と言われ、小

ＰＰＡモデルの施工例、千代田グラビヤの潮来第三工場

１２

１８

１５
３６

１５

１０

２０

自前の設備機器を使う

ズ）は冷凍冷蔵設備を持つ
気料金を事業者に支払う仕
補助金を活用して還元する
容量を増やすため、その費

安田課長は「当社は

を果たしている。

７年連続でランクイン

が提案先の冷凍倉庫で試算
た。

食品工場や物流施設に「Ｐ
組み。先行する欧米では導
ため、一般的な電気料金の

できる。

したところ、全体の電気料

ＰＡモデル」を提案してい
入が拡大している。

１３

契約満了時
に無償譲渡

る。国の補助金制度を活用

２５

る。

ることが可能となる」と語

ＰＰＡモデルのスキーム、企
業は初期投資なしで太陽光電
力を利用できる

４０

を抱えている。脱炭素経営の推進はいかにコスト負担を抑えて調達できるかがカギを握る。

3

冷凍食品工場の再エネ調達支援
ハンファＱセルズジャパン

太陽光発電
「ＰＰＡモデル」
を提案

２０

世界トップクラ
スの品質で提供
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４６
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