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クラウド活用による脱炭素化社会の実現

はじめに
クラウドコンピューティング（以下、「クラウド」）は、技術および業務運用の観点から、従来型のオンプ
レミスコンピューティング（以下、「オンプレ」）に優る利点をいくつも有する。クラウドが業務運用に直
接的にもたらす利点と効果についてはさまざまな研究が行われてきた。これらの研究が焦点を当てて
きたのは、例えば幅広いネットワークアクセスの利便性や、ありとあらゆる機器と場所から可能なサ
ービスへのアクセス、そして複数の顧客にサービスを提供し、効率性および規模の経済性を大幅に向
上させることのできるリソースプールの有用性などである。加えて、ますます多くの企業や公的機関の
ステークホルダーがクラウド環境へ移行している主な理由としては、高速なスケーラビリティ（拡張可
能性）、システム立上げと稼働に要する時間短縮、コストの予測可能性、バランスの取れた投資収益率 
(ROI) などが挙げられる。

しかし、クラウド移行に伴う環境面での利点―特に2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達
成するという日本政府の野心的な政府目標の実現にクラウド技術がいかに役立つか―については、
さほど詳細な検討がなされていない。

オンプレ基盤からクラウドへの移行は、エネルギー効率向上による環境面の優位性があり、これはエ
ネルギー由来の温室効果ガス排出量の純減少につながる。もしクラウド事業者が再生可能エネルギー

（以下、「再エネ」）を調達して自身の事業運営に利用できるようになれば、炭素排出量はさらに減少
するだろう。

近年、クラウド普及の加速に向けた日本政府の多様な取組みは実に素晴らしいといえる。しかしなが
ら、より包括的な政策枠組みと官民双方のステークホルダー間の緊密な協力がなければ、「2050年
までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする」という目標の達成に向けて、クラウドの環境優位性を
最大限発揮することはできない。 

本稿は、官民双方においてクラウドサービスの利用を拡大し、またコンピュータ処理に必要なエネル
ギー消費に起因する温室効果ガス排出を削減する機会を十分に生かすために、日本政府が検討すべ
きイニシアティブに焦点を絞って提言を行う。本稿はまた、日本のクラウド事業者が100％再エネ利用
による事業運営を実現し、クラウドソリューションの提供を通じて顧客の事業活動からの炭素排出量
の削減にも貢献しうる存在となるべく、日本の電力網の脱炭素化(および再エネ資源の利用増大)に
関する課題も議論する。

本レポートは、アマゾン ウェブ サービス（AWS）からの委託により、Deloitteが作成した。

本稿で示された見解やデータは2021年3月23日現在で有効である。
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クラウド活用による脱炭素化社会の実現

第1章

CO2排出削減量（1億t／年）
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エネルギー効率の向上―民間部門においてクラウドへの転換
を加速させる最大の利点

1.  現在の状況

1.1  日本の2050年カーボンニュートラル目標
 2020年10月の所信表明演説で、菅義偉首相は2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ

のカーボンニュートラルを達成すると発表した。1 この宣言は、パリ協定下で採択された日本の
約束草案にも含まれる「国内全域での炭素排出量削減」達成に向けて、官民双方に対する基調
を打ち出すこととなった。2 

 一方で、国際エネルギー機関 (IEA) など国際機関は、2050年までの炭素排出量削減について
最大の成果が見込まれるエネルギー革新の三分野―すなわち、再エネ比率の増加(見込み削
減量:68億t)、建物・輸送の電化の奨励(58億t)、エネルギー効率の改善(42億t)―への投資を
世界中の国々に呼びかけている。3

*ここでは水素・バイオマスを除く。**CCUS: Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage (CO2回収・利用・貯蔵) 
出典: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai2/siryou2.pdf
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 日本経済団体連合会 4 や在日米国商工会議所 (ACCJ)5 などの日本の企業関係者は、概して
エネルギー効率改善や環境負荷の低いエネルギーソリューションについて、企業主導のイノ
ベーションを通じた脱炭素化への支持を表明してきた。また、経済同友会や日本気候リーダー
ズ・パートナーシップ (JCLP) およびそのメンバー企業などの一部は、温室効果ガス削減に前
向きな姿勢を見せる日本政府のリーダーシップを歓迎しながらも、6 日本においてエネルギー
消費をより急速に脱炭素化するには、再エネについてより野心的かつ短期的な目標設定が必
要だとの立場を取る。7, 8 

 クラウド移行とクラウドベース技術の普及は、コンピュータ処理に要するエネルギー消費の
脱炭素化を加速させるのみならず、非常に多様な分散型電源を支えるスマートな電力網の整
備にも貢献する技術革新の一例でもある。例えば、5 Gネットワークの構築、IoT (Internet of 
Things)の発展 、人工知能 (AI) 技術の進展などのすべてがクラウド基盤拡大によって実現可
能である。

 まさしくこれらの技術の台頭を原動力に、日本は2018年から2023年にかけて20%以上の年
平均成長率が予測される、アジア太平洋地域内で最大のパブリッククラウド市場の一つとなっ
た。運用面のみならず、クラウドデータセンターやクラウド技術がもたらす環境面での利便性
にも目を向ける政策手段を取れば、デジタルトランスフォーメーションの推進と官民双方にお
ける炭素削減目標を同時に実現できる素地が日本には整っているのだ。

アジア太平洋地域クラウドコンピューティング市場のCAGR*

*CAGR（Compound Annual Growth Rate; 年次平均成長率） 
出典: GlobalData 2023 market opportunity forecasts: CloudComputing 

21.2%

20.7%

20.7%

20.6%

20.3%

19.1%

19.0%

18.9%

17.9%

15.1%

オーストラリア

ニュージーランド

日本

韓国

シンガポール

マレーシア

インドネシア

その他

中国

インド



6

クラウド活用による脱炭素化社会の実現

1.2  クラウドテクノロジーの環境上の利点
 米国エネルギー省 (DOE)、ローレンスバークレー国立研究所 (LBNL) 9 、およびIEA10の研究報

告、そしてScience誌11を含む膨大な数の学術誌に掲載された研究論文によれば、コンピュー
タ機器のオンプレデータセンターからクラウドへの移行には、エネルギー効率面で多大なメリ
ットがあるのは明らかである。結果として、過去20年間にわたってインターネット上のトラフィ
ックとデータセンターのワークロードは同時に急増したにもかかわらず、クラウドのエネルギ
ー効率の改善により、紐づけられたコンピュータ処理能力における炭素集約度は低下してい
る。とりわけ、オンプレからハイパースケールクラウドデータセンターへの移行が一番効果があ
るが、これはハイパースケールクラウドデータセンターにおいてサーバはより高い稼働率で最
大の生産性を発揮するよう設定されるからである。12

 構造効率
 オンプレデータセンターは施設内の温度維持にエネルギー消費の大きい旧式冷却システムに

頼ることが珍しくない。他方、クラウドデータセンター(特にハイパースケール施設)は、高度な
冷却システムを用いることが通例であるため、気温変化の大きな環境でも最小限のエネルギ
ー消費で機能を保つことができる。したがってサービス提供にかかる費用は低減、エネルギー
消費にも明らかな減少が見られる。13

 稼働効率
 クラウドデータセンターがユーザに提供する処理能力はオンプレデータセンターより優れてい

る。オンプレデータセンターで稼働させたサーバがしばしば低稼働あるいはアイドル状態にあ
り、限られたエネルギー効率しか発揮できないのに対して、クラウドデータセンターは中央処
理装置の稼働率が高く、サーバのエネルギー効率は向上し、またワークロードと割当て可能な
リソースとの接続により電力消費も最適化されている。14

 グリッド全体におけるエネルギー管理能力の強化
 クラウドサービスは、コンピュータ処理に要するエネルギー消費に起因する二酸化炭素排出

量を総体的に削減する。15 クラウドソリューションに支えられたスマートな仕組み（スマートグ
リッドやスマート交通システムなど）をエネルギー供給事業者やエンドユーザがより簡単に導
入・利用できるようになれば、クラウド技術は2050年までに数えきれないほどの商品やサー
ビス（およびそれらに起因する炭素排出）の変革を助け、日本の掲げる実質ゼロの温室効果ガ
ス削減目標にさらに貢献することができる。クラウド技術のおかげで、エネルギー供給者は電
力網上の分散型電源に対してリアルタイム制御を行うほどの高度な処理能力を得ることがで
き、他方で消費者は自身のエネルギー消費を合理化し、かつ管理状況を改善するツールを手
に入れることになる。
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2.  民間部門におけるクラウド導入に向けた提言 
本節では、ハードウェア導入とオンプレのメインフレームソリューションを優先する 
(クラウドオプションを除外する)現在の政策イニシアティブについて議論し、企業やその他組織
におけるクラウド導入を通じた二酸化炭素排出削減を奨励するための改善案を日本の政策
立案者に対して提言する。

2.1  省エネ法 (1979年) と連携省エネルギー計画の適用範囲
 省エネ法では、1年間の電力需要量が1,500kW以上のエネルギー需要家には、エネルギー消

費量を（5年度間平均で）年1%削減するための努力を行ったことを証明する義務が課されてい
る。16 また、経産省等に年度毎のエネルギー使用量について定期報告を行う義務も負う。17 し
かし、これまで同法の下で推進されてきた省エネ対策は、ハードウェアベースのソリューション
(すなわち、エネルギー集約型機器および技術を最新の効率的なものに置き換えること)にもっ
ぱら焦点が当てられてきた。

 2018年改正により連携省エネルギー計画制度が設立され、省エネ法が推奨するアプローチ
は多様化した。この制度の適用対象となるエネルギー需要家は、サプライチェーンの上流ある
いは下流工程における企業間連携、物流の最適化（拠点の共有、運輸配送業務の統合）および
同一業界内での施設統合を通じてエネルギー供給を最適化しつつ省エネ法下の義務を共同で
履行できる。18 残念なことに、クラウドコンピューティングまたはクラウド対応の仮想エネルギ
ー資源の利用は現在の規制枠組みでは未だ考慮されていない。19 

提言

2.2a. クラウドベースのソリューションであるスマートグリッド・リアルタイムエネルギ
ー管理・VPPの推進

 クラウド技術は、革新的なエネルギー管理策を通じて日本の電力網に最新技術を
素早く反映させることができる。経産省の取組にとって追い風となるものであり、そ
うした取組の中核に据え奨励されるべきである。

2.2  革新的なエネルギー管理の実現
 対象をハードウェアに厳密に絞った省エネ法と対照的に、経産省は無形資産を用いたエネル

ギー効率改善および廃棄物削減のための施策を積極的に支援しているほか、スマートグリッ
ドや仮想発電所 (VPP) による炭素排出量削減やエネルギー管理システム (BEMS) の構築に
も取り組んでいる。クラウドソリューションは、運用規模の大小に関係なくデータの保管・処理
能力ならびに高度な演算処理・分析能力を提供するため、これらの革新的な技術を支えるの
にひときわ適している。

提言

2.1a. クラウド導入を省エネ対策として位置付けること
 業務基盤をエネルギー集約型のオンプレからより効率的なクラウドへ移行するこ

とそのものが、既存のハードウェア中心の選択肢と並んで、省エネ法および連携省
エネ計画制度における省エネ対策措置の一例として認定されるべきである。
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2.3  エネルギー効率改善と炭素排出削減のためのその他の設備投資促進施策
 中央政府だけでなく、都道府県や市町村の地方政府も高エネルギー効率の設備投資に対す

る補助事業を展開している。補助対象に含まれるのは中小企業におけるボイラー、空調、照
明、工業炉、コジェネレーション設備のエネルギー効率改善である。こうした補助事業は、高エ
ネルギー効率機器の設置にかかる初期費用負担(例えば最大1/3の補助率、補助上限額100
万円20,21)を肩代わりし、需要家のエネルギー消費に起因する二酸化炭素排出量の削減にも
役立つ。しかし、中央政府と同様に、都道府県・市町村の省エネ支援施策・補助金制度は物品
購入や設備投資を優遇しており、デジタル資産やクラウドソリューションへの投資は対象に含
めない傾向がある。

提言

2.3a. 都道府県及び市町村の省エネ推進施策の補助対象へのクラウドの追加
 クラウド導入は、オンプレのメインフレーム刷新へのインセンティブと同様に、都道

府県および市町村の施策において中小企業のエネルギー効率を改善を促す、適
格な補助・奨励対象として認識されるべきである。これにより、中小企業において
オンプレより低い費用で優れた処理能力を発揮するクラウド環境への移行の機運
が高まると同時に、エネルギー由来の温室効果ガス排出による環境負荷も低減で
きる。

2.4  有形資産偏重の税制優遇措置
 現行の税制優遇措置では、税額控除を申請する納税者は控除対象となる有形資産に投資す

る、との基本原則に基づいている。このため、当該資産の取得価額が追加償却資産あるいは
税額控除を算出する基礎となる。

 有形資産の取得のみに基づいて税制上の優遇措置を与える政策は、有形資産を取得する必
要がないクラウドサービス利用者には適用されない。また、稼働率の低い有形のオンプレ資産
のエネルギー消費は環境に悪影響を与える可能性があるため、有形資産への投資を要件と
する税制優遇措置は持続可能性に逆行するといえる。有形資産のみに注目すると、クラウドの
持つユーザーと環境にとっての優位性は考慮されないままである。

 日本政府は2021年度税制改正の一環としてデジタルトランスフォーメーション投資促進税制
の導入を検討しているが、 上述したような現行の税制優遇措置についても見直すべきである。

提言

2.4a. 税制優遇措置の拡大：青色申告法人について、クラウドサービス費用を対象に含
めるよう適用範囲を設定

 青色申告法人を含めた省エネ設備(税額控除)の税制優遇措置の適用範囲を拡大
し、クラウドサービス費用を税額控除の対象に入れるべきである。
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第2章
公共部門におけるエネルギー効率改善および脱炭素化推進
の中核としてのクラウド導入

1.  現在の状況

1.1 公共部門におけるクラウド導入
 近年、日本政府は公共部門のデジタルトランスフォーメーションを加速させる意向を明確に打

ち出しており、22 2018年に公表されたクラウド・バイ・デフォルト原則は全省庁と公的機関にお
けるクラウドソリューションの導入を推奨している。

 中央政府および地方政府の標準化されたデジタル基盤となる「GovCloud」は、複数のクラウ
ドサービスに跨って構築される予定だ。新しく創設されるデジタル庁は、この基盤構築を所管
するほか、既存の政府情報システムのGovCloudへの移行の旗振り役を担う。

 我々は、クラウド導入の加速が政府におけるインフラ保守費用と新規プロジェクト推進時のベ
ンダー依存の両方を減少させるとの期待を持っている。23 クラウド導入はプロセスの自動化
など効果的な業務運用を低コストで実現し、拡張性の高いアジャイルサービス開発も可能に
する。24 さらに公共部門でのエネルギー由来の二酸化炭素排出量削減にも資する。

1.2 クラウド導入で実現する環境に優しい公共サービスのデジタル化
 公共サービスのデジタル化の拡大と公的機関由来の二酸化炭素排出量を削減するというニ

ーズを満たし、かつ2050年の脱炭素化目標を達成するためには、あらゆるレベルの政府の業
務で早急にクラウド技術を導入すべきである。
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2.   公共部門のクラウド導入に関するイニシアチブ 
本節では、政府が近時に打ち出した政策やイニシアティブの中で事業者のクラウドサービス導
入に影響するものを検証する。その上で、日本政府が行う公共部門におけるクラウド移行の推
進を通じて、すでに明示された運用面・セキュリティ面のメリットに加え、エネルギー効率改善
や温室効果ガス排出削減といったメリットを実現するための提言を行う。

2.1  クラウド・バイ・デフォルト原則 
 2018年に日本政府は「クラウド・バイ・デフォルト原則」を打ち出し、政府機関や省庁における

情報システムの新規導入時にクラウドを第一候補として考慮する方針を発表した。

 政府が公共部門のクラウド移行を進める際には、急速なクラウド技術の導入がエネルギー効
率の改善と炭素排出量の削減を可能にする点をより強調するべきである。

提言

2.1a. 政府機関と省庁におけるクラウド導入についてのより野心的な目標設定と行動
計画の策定

 政府は、各省庁におけるクラウド移行に一層注力し、クラウド導入について明確な
期限を設定すべきである。また、都道府県および市町村の自治体に対しては、レガ
シーシステムが稼働不能になるまで待たずに早い段階でクラウド・バイ・デフォル
ト原則に従った行動を取るよう促す必要がある。また関連して、官民双方へクラウ
ド導入を奨励する際にはクラウド技術の環境面での優位性を強調し、政府自身が
クラウド移行は2050年カーボンニュートラル目標に合致するとの認識を有してい
ると示すべきである。
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2.2  クラウド調達方針と政府歳出予算 
 日本政府は自治体のクラウド導入を活発化させるべく様々な取組に着手している。2011年に

総務省は地方行政のデジタル化とデータ保管用クラウド環境の共通化を推進すべく、自治体
クラウド計画を立ち上げた。総務省はまた、2018年の地方財政計画におい て「自治体情報シ
ステム構造改革推進事業」 に1,500億円の予算を計上し、自治体クラウド推進に取り組む際
にかかるコンサルティング・職員研修・データ移行などの費用を補助した。25

 2021年に開始された情報システムセキュリティ管理評価プログラム(ISMAP )26に沿っ
て、ISMAP所定の管理基準に基づくセキュリティ要件を満たすクラウドサービス事業者のみを
掲載した「ISMAPクラウドサービスリスト」を公開した。27 これにより政府機関は安全なクラウ
ドサービスの効率的な調達が可能となる。28 

 地方政府のクラウド導入をさらに加速させるためには中央政府による調達ガイドラインの改
善に向けた努力が決定的に重要である。

提言

2.2a.  デジタル化推進のための歳出予算の見直し
 政府機関の歳出予算には、クラウド導入をはじめとする公的手続きのデジタル化

に関する予算が盛り込まれている。我々は、政府機関で指導的立場にいる職員に
対して、無形資産の調達費の捻出時に発生する資本支出と運営費用との潜在的ト
レードオフを考慮に入れた予算の見直しを提案したい。さらに資産の減価償却期
間や、資本支出を前提としたプロジェクトガバナンスについても、見直しが必要で
ある。これにより、クラウドサービスのように業務効率を向上させ二酸化炭素排出
量を削減するテクノロジーを導入する際の、政府の対応能力が強化される。
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2.3  ゼロエミッションに向けた都道府県での取組み
 政府の2050年カーボンニュートラル目標と同じ視座で、脱炭素化を志向した計画策定や目標

設定を行った地方自治体もある。例えば、東京都は2019年に発表した 「ゼロエミッション東京
戦略」において脱炭素化推進施策の重点分野を詳述するほか、29 5か年間にわたる 「ゼロエミ
ッション都庁行動計画（仮称）」を策定した。30 これらの取組では、脱炭素化の重要項目の一つ
に建物からのCO 2排出量削減対策を掲げている。建物からの排出量の大部分の起源は、特に
丸の内のようなサービス業が盛んな地域で稼働するオンプレサーバーである。しかし現時点で
は、いずれの計画にもクラウド導入は炭素削減対策には含まれていない。

 また、建物からの二酸化炭素排出量に関して、東京都財務局は2020年に改正「省エネ・再エ
ネ東京仕様」を公表した。31 同仕様書は「東京都ゼロエミッション戦略」 および 「ゼロエミッシ
ョン都庁行動計画（仮称）」と軌を一にしており、都が所有する建築物における機器設備の新
規購入時の判断基準を示す。また、資料編では建物のエネルギー効率を改善し、炭素排出量
を削減するのに必要な手段や設備について詳述されている。32 配慮必須項目の一覧にはエネ
ルギー需要監視システムやビルのエネルギー管理システムが含まれており、そうした技術のク
ラウド版も購入対象として言及されてはいるものの、建物内のIT資産全体のクラウド移行は
必須とはされていない。

提言

2.4a.  グリーン購入法の定める特定調達品目一覧にクラウド技術を用いた製品・サービ
スを追加 

 リモートワーク実施に直結する製品・サービスだけでなく、クラウド技術そのもの
をグリーン購入法の文脈において環境配慮型資産と位置づけるべきである。これ
により、政府機関による環境負荷を包括的に低減するために取りうる選択肢は広
がることとなる。 

2.4  グリーン購入法
 グリーン購入法は、国および地方自治体における公的機関の環境に配慮した製品やサービス

購入を促進することを目的に2000年に制定された。33 2020年12月時点ではクラウド技術は
同法の対象外であり、クラウド技術を用いた製品はおろか、どの特定調達品目の調達基準を見
てもクラウドソリューションは考慮すらされていなかった。34 しかし、COVID-19によるパンデミ
ック発生を受け、環境省は令和2年度の特定調達品目検討会においてリモートワークの実施を
容易にするITサービス・製品を特定調達品目に含める必要性について言及した。35 2021年2月
に公表された令和3年度版の特定調達品目一覧はテレワーク用ライセンス およびWeb 会議シ
ステムを新規追加項目の中に含んでおり、36 これらの導入により環境負荷が低減されることが
認められたといえる。37 これは歓迎すべき第一歩だが、クラウド技術の環境上の利点が同法で
全面的に認められるにはほど遠い。 

提言

2.3a.  中央政府のカーボンニュートラル目標と自治体の取組との整合性の確保
 中央政府は、脱炭素関連のイニシアティブや行動計画について、国と都道府県お

よび市町村との間で整合性を確保すべきである。クラウド導入を温室効果ガス排
出の緩和策として認定するよう、中央政府から都道府県や市町村に徹底して通達
するなどが例として挙げられよう。また、公共施設の改修および建築に際して、ク
ラウド導入を脱炭素化にむけた省エネ対策の一つとみなすべきである。
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2.5  災害リスク管理とクラウド技術―レジリエントな日本の構築
 クラウド技術は気候変動緩和策として炭素削減に役立つだけでなく、災害への備えや気象パ

ターンの予測など気候変動適応策を考える上でも有用である。

 ある公共部門の関係者は自然災害に備えて、クラウドを利用して遠隔地のクラウド基盤領域
にデータを複製・保護したり、重要インフラストラクチャのデータバックアップを行ったりするた
めの災害復旧メカニズムを構築した。また、政府は率先して気候データ管理の改善に取組ん
でいる。例えば、環境大臣と防災担当大臣は国連の持続可能な開発目標(国連SDGs)に沿っ
た気候変動や災害リスクへの対応策の実施に連携して取り組む方針を発表した。38 

提言

2.5a.  クラウド技術を用いた災害復旧と気象パターン予測
 クラウド基盤には、複数の地理範囲を跨いだデータ保管を可能にする柔軟性があ

るため、災害発生時でもエンドユーザからのデータへのアクセスと事業継続性が
実質的に担保される。また、クラウド技術を活用することで気象パターンなどのビ
ッグデータの効果的な分析も可能になる。さらに政府ができることとしてはリアル
タイムデータ収集の促進、気候予測、警報発令、状況監視に役立つ高度な演算能
力や国内の気象問題に関する助言提供などが挙げられる。

2.5b.  自然災害発生時の重要インフラたりうるクラウド基盤の事業継続性に対する支
援

 災害復旧支援にクラウド基盤は不可欠だが、そのクラウド基盤の事業継続性にと
って、継続的な電力供給に負けず劣らず重要なのは継続的な水の供給である。最
新式のデータセンター(特にハイパースケールデータセンター)は効率的な水冷却
システムを採用することで、従来の冷却装置より少ないエネルギー消費と炭素排
出量を実現する。冷却システムにおける使用水量は最小限に抑えられるように最
適化されてはいるが、データセンターが災害時にも業務継続性を保持しエンドユ
ーザへの支援を維持するには、適切な冗長性と高い信頼性に支えられた水供給
が必須の前提条件なのだ。

 したがって、政府は、冗長性を備えた継続的な水供給はデータセンター運用にとっ
て重大な必要条件であると認識すべきである。政府に対して、本件を国家レベル
の政策枠組みの中で捉え、地方自治体や関連当局とも協働して取り組むことを提
言する。
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第3章
再生可能エネルギー利用の推進による国内電力網の低炭素
化と真に環境に優しいクラウドの実現

前述の通り、オンプレのコンピューティング基盤からクラウドへ移行することで、エネルギー効率の改
善という環境上の利点が得られる。その結果、エネルギー利用に伴う正味の温室効果ガス排出量は
減少する。これらのメリットは、クラウドデータセンター事業者が100%再生可能エネルギーで業務を
運用することで増幅される。

本章は、日本の関連業界団体(JACE、JCLP、ACCJなど)が企業需要家の再エネへのアクセス改善のた
めに行った主な提言を総括する。これらの提言は、民間企業投資(すなわち、補助金に頼らないシステ
ム)こそが再エネ供給を増加させ、日本の電力網の炭素集約度を低下させるとの信念に拠って立って
いる。

1.  現在の状況

1.1  日本のエネルギーミックス

 2011年の東日本大震災と福島原子力発電所事故の後、日本は原発から得ていた分の電力
を化石燃料と再エネによる発電で補うことにした。39 2019年度時点で、天然ガス・石炭・石油
などの化石燃料が国内発電量の75%以上を占め、再エネ比率は約18%にとどまっている。40 
この化石燃料への過度の依存状態は、パリ協定下の目標および2050年脱炭素目標を達成す
る日本の能力についての疑問を生じさせている。41

 再エネ調達費用の低減とエネルギーミックス中の再エネ割合についてのより高い目標設定
は、補助金に頼らない再エネ関連プロジェクトへの新規あるいは追加の民間投資を呼び込む
のに役立つ。
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1.2 日本の再生可能エネルギー分野の機会
 2017年、35のOECD加盟国中で日本のエネルギー自給率は34位と下から二番目であった。

国内電力網のエネルギー供給は輸入に大きく依存しており、同年の国内発電量は総需要量の
わずか9.6%にしか満たなかった。42 輸入依存度が高くなると国内の市場価格は乱高下し、供
給網は不測の事態に晒される。国産天然資源の乏しさを考えると、気候変動や地球温暖化が
突きつける環境課題に対処しつつエネルギー自給率を向上させるには、再エネにかかる費用
を削減することで再エネ部門の活性化を支援しなければならない。

 エネルギー市場の規制改革については、2022年のFIP(Feed-In-Premium; フィード・イン・プ
レミアム)制度の開始と電力契約に関する「オープンカウンター方式」の採用が含まれる 。また、
最近では自家消費を前提とした 風力および太陽光による電力貯蔵も登場しており、新たな市
場参入者への門戸を開いている。日本にとってエネルギー業界の自由化は、エネルギーに関わ
る輸入量を減らしつつ、再エネ市場を成長させて、43 海外のエネルギー動向とも足並みを揃え
る機会なのだ。

電源源別の国内発電量(1億 kWh) 

出典: https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/stte_gaiyou2019_sokuhou.pdf
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2.  再生可能エネルギーに関する政策および取組 
本節は日本の再エネ供給に関する政策や取組を取り上げる。なお本章に掲げる提言は、
国内電力網において再エネ調達を容易にし、以て二酸化炭素排出量を削減を目指すべき
との日本の主要業界団体の立場を集約したものである。

2.1  エネルギー政策基本法 (2002年) 、第五次エネルギー基本計画 (2018年)
 エネルギー政策基本法第12条によれば、政府はエネルギー戦略の基本方針となる「エネ

ルギー基本計画」を3年ごとに定めなければならない。44 直近2018年の第五次計画で、政
府は2030年時点の国内電源構成（以下、「2030年エネルギーミックス」）における再エネ
比率を22～24%に引き上げる目標を設定した。45

提言

2.1a.  「2030年エネルギーミックス」内の再生可能エネルギー比率に対するより野心
的な目標設定

 2030年エネルギーミックスで達成が企図された再エネ比率は、石炭火力の26％
を下回り、46 これは再エネ主力電源化を目指す政府方針に合致するとはいえな
い。47, 48 さらに、この目標値はスペイン(2030年までに74%)やドイツ(2030年まで
に65%)など他の主要国と比べても低いのである。49, 50, 51

 より高い目標設定の必要性は日本気候リーダーズ・パートナーシップ (JCLP) を含
む業界団体や政府間組織が提唱し続けており、JCLPは「2030年再エネ比率50%
」を提言している。52 政府がより高い再エネ比率目標を設定することで、方針転換
の意図が市場関係者に強烈に伝わり、再エネ市場拡大の妨げとなっている既存障
壁の撤廃に向けた機運は醸成されるだろう。この動きはさらに、再エネの供給増加
とコスト削減がもたらす規模の経済を生み出すことにも繋がる。これは日本に存在
する多くの事業体の関心を惹きつけ、クラウドサービス事業者の100%再エネ利用
を推進することにも繋がる。

2.2  電気事業法
 電気事業法は系統接続容量について（接続契約申込みの）先着優先ルールを定めているが、53 

同ルールは再エネ発電事業者が系統接続を得る機会を制限し、再エネ利用・供給に対する実
質的な障壁となっている。54 

提言

2.2a. 現行の先着優先ルールの見直しと系統容量の増強
 経済同友会などの主要業界団体は、再エネ調達体制の改善のために政府が現行

の先着順制度の見直しと系統設備の能力強化を検討すべきと主張している。55 こ
れにより、再エネ発電事業者は送配電網への再エネ供給が容易になり、国内エネ
ルギーエコシステムの脱炭素化がさらに進むことになる。
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2.3  固定価格買取制度 (FIT) からフィードインプレミアム制度 (FIP) への移行と再エネ価格へ与
える影響

 日本政府が2012年に導入したFIT制度は、再エネ由来の電気を電力会社が一定期間を通し
て一定の価格で買取ることを国が保証し、再エネ発電事業者の収益予見性を担保している。
電力会社はかかった再エネ買取費用を（小売電気事業を通じて）需要家から回収する図式
だ。日本のあらゆる電力使用者は、FIT認定を受けた再エネ事業計画を補助するために、自身
の電力消費量に比例した再生可能エネルギー発電促進賦課金（以下、「再エネ賦課金」）を電
気料金と併せて支払っている。再エネ賦課金の単価は2012年の0.22円/kWhから2020年の
2.98円/kWhへと過去数年で大幅に上昇している。56, 57 

 現行制度下では、FIT認定を受けていない再エネ由来電力（以下、「非FIT再エネ」）を使用した
場合も再エネ賦課金の免除措置はないため、非FIT再エネは企業需要家にとってそれほど魅
力的なものではない。FIT制度外の企業の電力購入は電力の「オフテイク契約」と呼ばれる長
期引取契約の締結により、個人需要家や個人納税者への財政負担なしに再エネ事業が採択・
着工される。したがって、FIT制度外で実施される当該事業は再エネ賦課金による補助金に依
存していないのだ。非FIT再エネを利用した場合に再エネ賦課金の支払を免除すれば、公正な
市場環境の形成は促進されるのではないだろうか。

 2022年にFITからFIPへの段階的な制度移行が始まる予定だ。58 FIP制度は再エネ発電事業
者に対し、卸売市場において所定の基準価格（FIP価格）と変動する市場価格との差額補填に
より価格を調整する。もし基準価格が市場価格よりも高く設定されるようなことがあれば、日本
国内でますます多くの企業が再エネ購入を検討し始めている現状に反して、再エネ発電事業者
はFIP制度外で電力を流通させるインセンティブを失うだろう。

提言

2.3a. FIP制度における基準価格を市場価格に近付ける
 ACCJ（在日米国商工会議所）など業界団体は、FIP価格を卸売市場価格にできる

限り近づけるよう主張している。そうすれば再エネ発電事業者と企業需要家がコ
ーポレートPPA(Power Purchase Agreement; 電力購入契約)を締結し、再エネ
への投資が促進されるような動機づけが生まれるからである。世界的に見てもコ
ーポレートPPAは再エネの供給量を増やしコストを減らすための最も重要な原動
力になってきた。59 2019年には全世界で新たに設置された再エネ発電設備容量
の10%以上がコーポレートPPAに依拠していた。

2.3b. 非FIT再エネ利用に対する再エネ賦課金の免除
 ACCJをはじめとする主要業界団体は、非FIT再エネを利用した場合の再エネ賦課

金の免除を要求している。この措置を講ずると、コーポレートPPAの価格設定は企
業需要家にとって魅力的に映るようになり、彼らのエネルギーミックスに非FIT再
エネが含まれるよう方向づけることになる。
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2.4  コーポレートPPA関連の既存の政策枠組み
 欧州・北米の先進諸国では、企業需要家は発電事業者から再エネ証書 (Renewable Energy 

Certificate; REC) を直に入手し、自身の再エネ利用の証明に使用している。

 エネルギー供給構造高度化法（以下、「高度化法」）および電気事業法によれば、日本で発電
事業者から電力卸売りを受けられるのは小売電力事業者のみである。需要家は電力を利用
するためには(オンサイトPPAを除いて)まず小売電力事業者と契約しなければならない。日
本電力取引所 (JEPX) 市場から直に非化石証明書 (Non-Fossil Fuel-Ceritifcate; NFC) を入
手できるのも、小売電力事業者のみに限られており、需要家は直接購入することはできない。
既存の政策枠組みにおいて、企業需要家が発電事業者との間でコーポレートPPAを締結し、
電力および付随する属性証書を直に入手することは不可能なのだ。このような事情により、非
FIT再エネの調達に係る手続きは煩雑になり、費用が嵩む原因となっている。

提言

2.4a.  需要家・発電事業者間のPPA締結による再エネ直接調達の実現と二者間での非
FIT非化石証書の移転

 業界団体の中には再エネ調達手段の多様化と簡素化を政府に求めているものが
あり、例えばACCJは発電事業者と需要家との間の直接的な電力取引契約(PPA)
が制度として確立されるよう求めている。60 ACCJはまた、発電事業者が非化石証
書と電力を一体として（バンドルして）需要家と直接取引できるようにすべきだとも
主張する。

 これにより契約手続きは簡素化され、需要家にとっては自らの希望条件に合う再
エネの購入が容易になる。また、需要家は小売電力取引市場での追加の費用負
担をなくせるので再エネ関連コストの削減にもなる。このように、発電事業者と需
要家の間の直接的なPPAは、再エネの価格競争力を保持するとともに、PPAを国
内再エネ市場の拡大における重要な推進力たらしめる効果を持つ。
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2.5  高度化法と非化石証書
 高度化法は、2030年度までに販売電力総量の44%を非化石電源で賄うとの目標を定めてい

る。2018年、政府は再エネ由来電力の販売状況を把握するために非化石証書制度を導入し
た。

 さらに2019年に経産省は配送電網で供給される電力の属性情報を収集・管理する、全国的な
非化石証書トラッキングスキームの構築に係る実証実験を開始した。61 本スキームは発電設備、
認定日、設備の所在地などを追跡するが、62 非FIT再エネ由来の電力は追跡対象外である。

提言

2.5a. 非FIT再エネ由来電力のトラッキング対象への包含
 業界内には、JCLPのように すべての再エネ電力について全国的なトラッキングス

キームを適用すべきと主張する団体がある。63 トラッキングスキームは、非FIT再エ
ネ由来の電力も追跡対象とすべきである。これにより、企業需要家において非FIT
電源に付随する非化石証書の購入が可能になり、再エネ利用についての望ましい
報告を行うことができるだろう。

2.5b. 再生可能エネルギーの需要家が、再エネ発電事業者や小売電力事業者からバン
ドルされていないNFCを購入できるようにする

 ACCJは 、海外の慣行に倣って、バンドルされていない（実体電力から分離され一体
性を持たない）非化石証書取引の認定を政府に求めている。64 こうした証明書に対
する国単位での需要家の購買能力の大きさに照らせば、融通の利く銘柄があるこ
とで非化石証書市場全体の競争が活発化しコストも下がっていく。そうなれば企業
の非化石証書への関心は高まり、国内再エネ市場の成長に関する好循環が生まれ
ることだろう。
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結論
本稿を通じて取り上げたように、現在の日本政府は、自らの進むべき適切な道を見出している。つま
り、公共部門のクラウド移行を奨励し、その波を民間部門にも広めようとしている。それでもなお、より
高い実施目標を備えた野心的な計画立案なしには、日本がアジア太平洋地域におけるクラウド導入
で真の指導的地位に立つのは難しいだろう。

従来型のオンプレと比較した際のクラウド技術は、技術面および業務運用面にとどまらず環境面でも
重大な優位性を持つ。したがって、日本政府は対象が官か民かにかかわらず、エネルギー効率の向上
と脱炭素化の推進に係るあらゆる政策および補助金制度について、オンプレサービス事業者とクラウ
ドサービス事業者が同じ土俵で競えるような土台作りに取り掛かる必要がある。同時に、温室効果ガ
ス排出の実質ゼロを目指す政府目標とクラウド移行の推進とが補完しあうということを強調すべきで
ある 。

クラウド事業者が消費電力を100％再エネで賄えるようになれば、クラウド技術の導入とクラウド移
行がもたらす環境上の利点は何倍にもなる。さまざまな業界団体からの提案に鑑み、日本政府は再
生可能エネルギーの供給・流通の拡大と国内電力網の脱炭素化に邁進すべきである。
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