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グリーン電力調達サービスの背景・意義

我が国における脱炭素シフトが急速に進むなか、
再エネ調達を包括的にご支援するサービスを立ち上げました

多数の企業が
カーボンニュートラル

宣言
世界的な脱炭素トレンドのなか、企業経営に対する政府や投資家からの気
候変動対応に対する要請が強まっている
2050年に向けてカーボンニュートラル宣言をしている国内企業は84社に上り、
今後も増加傾向

脱炭素化のためには
再エネ調達が重要課題

デロイト独自のツールを
活用した再エネ

調達サービスを展開

脱炭素化に向けては再生可能エネルギー（再エネ）を始めとしたグリーン
エネルギーを優先的に利用していくことが重要となる
しかし、再エネ供給量がまだまだ全国的に不足しているうえ、調達コストが割
高となるケースもあり、再エネ電力の確保に苦労されている企業も多い

そこで、デロイトの持つ各種コンサルティングツールを活用し、脱炭素経営を
推進されている電力需要家様向けに、電力コストの最適化と再エネ調達を
ご支援
くわえて、脱炭素社会に向けた新ビジネス開発を行うことで「攻めの脱炭素
経営」への転換をご支援

グリーン電力調達コンサルティングのご案内
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グリーン電力調達サービスの概要

電力コスト最適化サービスの結果削減された電気料金を原資に、業務効率化等の更なる
「守り」に加え、グリーン電力の購入・再エネ設備の設置といった「攻め」に転じられます

【戦略】 電力コスト最適化 【守り】 業務効率化 【攻め】 グリーン化支援

検討内容

業務効率化支援
 電力会社との契約の工夫

• データ整理・提供
• 領収書等の一元管理

 BPR
• 定量ゴールの設定
• 業務フローの策定・工数把握
• 削減施策の検討・実行

省エネ施策実行
 オプション棚卸
 EMSの活用最大化

再生可能エネルギー調達
 再エネ調達ポートフォリオ設計
 電力小売協議支援
 コーポレートPPA組成支援
 ブロックチェーン活用による電力
トレーサビリティ設計

 新電力立上
環境価値・証書活用
 排出権購入・カーボンプライシング
 インターナルカーボンプライシング
 カーボンフットプリント/ニュートラル製品
の開発支援

脱炭素ビジネス創出
 再エネ・蓄電池・EVビジネス
 M&A、アライアンス支援

全体戦略策定
 独自ツールを活用した将来シナリオ分
析（D-TIMES、Climetrix）

 再エネポートフォリオ戦略策定
 必要投資額試算

外部環境分析
 関連政策・市場動向整理
 電力会社の動向調査

内部環境分析
 電力消費量・料金水準確認

交渉戦略策定・実行支援
 交渉全体スケジュール策定
 交渉戦略・戦術整理
 RFQ策定
 見積額の整理・比較、交渉の実施

ねらい コスト最適化による原資の獲得 更なるコスト削減による
新たな原資の獲得

単なる再エネ調達だけでなく、
新サービス・ビジネス検討を支援

一気に攻めに転ずることも可能

電力コスト最適化を行い原資確保することで、再エネ調達を積極的に推進することが可能です
グリーン電力調達コンサルティングのご案内
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サービスリードメンバー

サスティナブル経営、再生可能エネルギー、電力事業のプロフェッショナルでサービスをリード

加藤 健太郎
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
アソシエイトディレクター

銀行系シンクタンク、米国系戦略コンサルティングファーム、
再生可能エネルギー事業会社コンサルティング事業部長、
及び企画担当部長（洋上風力事業開発）を経て現職。
専門は再生可能エネルギーであり、官公庁の政策立案から
事業戦略・案件開発・海外展開まで幅広く対応。

丹羽 弘善
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
アソシエイトディレクター

製造業向けコンサルティング、環境ベンチャー、商社との排
出権取引に関するジョイントベンチャーの立ち上げ、取締役
を経てデロイト トーマツ コンサルティングに参画。東京大学
大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専
攻。気候変動関連のシステム工学・金融工学を専門とし、
政策提言、排出量取引スキームの構築、気候変動を踏ま
えた経営戦略業務に従事している。

サスティナブル経営 再生可能エネルギー

村野 晋介
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
マネジャー

メガバンク系シンクタンクを経て現職。ガス体エネルギーを
中心とした調査・コンサルティング業務を多数実施。近年
は電力・ガス自由化にかかわる戦略策定支援や電力コス
ト最適化、再生可能エネルギーを中心とした異業種による
エネルギー市場参入支援に注力している。

ESG 電力コスト最適化

中島 史博
有限責任監査法人 トーマツ
シニアマネジャー

大手コンサルティングファームを経て、2008年よりサステナビ
リティコンサル会社でCSRコンサルとしてESG評価向上・第
三者保証・情報開示支援業務に従事し、2016年トーマツ
入所。ESG・サステナビリティ経営、脱炭素戦略策定、
TCFD・シナリオ分析アドバイザリーに従事。
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参考資料
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エネルギーシミュレーションモデルの概要

長期的なエネルギー情勢の予測・分析を行えるエネルギーシミュレーションモデル
（D-TIMES）を活用し、カーボンニュートラル社会の姿を予測・分析可能
※TIMES：国際エネルギー機関（IEA）の提供するシミュレーション開発環境（The Integrated MARKAL-EFOM System）

 長期（2030年～）の国内エネルギー市場の世界観を定量的に予測・分析可能
（活用例）
 電源構成比
 系統整備に対する需要量
 電力コスト・メリットオーダー
 蓄電池・水素の需要量
 ＥＶの普及率

 国内再エネ発電ポテンシャル（日射量・風況等）や、系統インフラ情報、水素、
電気自動車蓄電池のコスト情報等をモデルにインプット済み

 IEAで実績あるTIMESというモデルをベースに開発

参考資料１

グリーン電力調達コンサルティングのご案内

（シミュレーションモデルの活用例）

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20201221.html

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20200612.html

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20201221.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20200612.html
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参考資料２

グリーン電力調達コンサルティングのご案内

TCFD／気候変動・リスク・機会に対するシナリオプランニングツールの活用

AIにより気候変動リスク・機会・シナリオの可視化、
レポーティング・モニタリングを自動で行い、経営視点での意思決定をサポート

 AIにより内外の複数の
ソースから、自動で気候
変動に関する情報を収
集

 AIの判別により、気候
変動のシナリオを可視
化

 AI等により外部環境のモニタリングを実施
 自社への影響を自動でレポート作成

AIによるレポーティング・モニタリングの自動化AIによる気候変動シナリオの可視化

経営者の気候変動の意思決定をサポート
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20210301.html

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20210301.html
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さらなるコスト削減

電力会社との長期的な関係性を視野に、
まずは電力調達コストの削減に資するソリューションを提供

「守り」の
実施状況

少

多

無し

一定程度
実施

徹底して
実施

クライアントの状況 DTCによるソリューション例

電
力
会
社
と
の
長
期
的
関
係
構
築
・
関
連
コ
ス
ト
の
削
減

現在の電力会社に不満は
無いが、経営層から急に
コスト削減を迫られた

数十拠点もあるのに、
電力消費・料金データを
整理・分析するのは困難

既存契約先との長期の信頼関係維持も考慮の上、単価・量双方に
かかわる削減オプションを広く示し、そこから最適な手法をご提案します。

弊社では全国数百拠点あるお客様のデータ整理・分析した実績があり、
全てお任せいただけます。また、関連業務効率化も支援いたします。

電力小売会社は700社
以上もあり、最適な
会社を選べない

毎回複数社から相見積もり
を取っているが、これが
ベストなのか分からない

弊社では全電力小売会社のデータを整理・分析しており、その中から
貴社がアプローチすべき企業を、ロジカルに選定するご支援を致します。

相見積もり以外の貴社固有の交渉カードの検討に加え、電力消費・
支払い実態把握、交渉にかかわる業務の効率化支援も行います。

一部のエリアで、限られた
電力会社しか見積もりを

提示してくれない

値上げの見積が来るように
なったが、現在底値に
近いのか把握できない

電力会社の戦略は常に変わりますので、以前見積もりを断られた
会社も含め、新たな選択肢の探索をご支援いたします。

これまでの当該サービス実績より、弊社は全国・各種消費トレンド等に
基づくベンチマーク価格を擁しており、貴社の料金水準をお示しできます。

参考資料３
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グリーン化支援

さらに、新たな売上オプション・売上拡大を視野に、
グリーン電力投資、新規エネルギービジネスへの参入を含めた新ビジネス創造を支援

「攻め」の
実施状況

少

多

無し

一定程度
実施

徹底して
実施

クライアントの状況 DTCによるソリューション例

新
た
な
売
上
オ
プ
シ
ョ
ン
・
売
上
拡
大
機
会
の
獲
得

主要取引先から、発注先
選定基準にCO2排出量を
加えると言われ、困惑

自家発の寿命が迫るが、
リプレース是非の判断が

つかぬまま時間が経っている

「RE100」企業や投資家等、今後各社はどのような脱炭素施策を
求められるか整理し、その方針・施策策定を支援します。

現状のリスク評価及び、リプレースする／しない際のオプションごとに
経済性評価を実施し、その判断を後押しします。

保有再エネ電源のFITが
もうすぐ切れるが、その後
どうすべきか分からない

全社脱炭素方針に基づき、
電力会社からグリーン電力
調達を試みたが、断られた

FIT切れ以降のオプションとそれぞれにおけるメリット・デメリットを
整理し、今後の取るべきアクションをお示しします。

グリーン電力調達オプションとそれぞれにおけるメリット・デメリットを
整理し、今後の取るべきアクションをお示しします。

グリーン電力も含め、
電力調達に関する施策は
一巡したと考えている

経営層より、VPP関連市場
への参入機会を模索する
よう、突然指示が来た

更なる調達コスト最適化を進めるべく、新電力立上やバランシンググループ
への参画検討等、より高度な電力調達方法をご教示いたします。

VPPの定義や市場における立ち位置、マネタイズ手法等を整理の上
最適な参入戦略を策定し、その実現を後押しします。

参考資料４
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