
地球温暖化や資源枯渇への懸念を背景に、太陽光や風力、水

力、バイオマス、地熱等、自然の恵みを活かした「再生可能エネ

ルギー」の普及が世界規模で進んでいます。特に日本では、低炭

素社会や循環型社会の実現に加えて、エネルギー自給率の向上

という側面からも期待を集めています。

エネルギー資源に乏しい日本は、東日本大震災後の原子力発電

の停止に伴ってエネルギー自給率が更に低下し（グラフ参照）、

経済情勢がエネルギー価格の動向に大きく左右されることから

も、海外に頼らない、自国内での発電能力の強化が急務となりま

した。これらに加え、災害時のライフライン確保や地域経済の活

性化への期待もあり、全国各地で再生可能エネルギー発電設備

の検討が進められました。

その際に課題となっていたのが、建設費用や維持費用の負担で

した。そこで、政府は2012年に「再生可能エネルギー固定価格

買取制度（以下FIT制度）」を導入。再生可能エネルギーで発電

した電力を、電気事業者に一定価格で買い取ることを義務づけ

るとともに、買い取り費用は電気利用者から徴収した賦課金で

補助することで、コスト負担を社会全体で支える仕組みを築きま

した。

社会の後押しを受けて、国内各地で再生可能エネルギーの導入

が活発化する中、ひときわ大きな注目を集めたのが、当社が浜松

市や株式会社NTTファシリティーズ（以下NTTファシリティー

ズ）、そして浜松市内の金融機関や民間企業と共に、2015年

10月に設立した地域新電力会社「株式会社浜松新電力」（以

下、浜松新電力）です。

最大の特徴は「エネルギーの地産地消」というコンセプトにあり

ます。浜松市では、全国有数の日照時間の長さを活かして、早く

から太陽光発電の導入を進めていました。浜松新電力は、市内

の太陽光発電事業者等から電力を買い取り、小中学校をはじめ

とした市内の公共機関を中心に電力を販売します。地域産のエ

ネルギーを地域内で消費することで、外部からの供給に頼らな

い電力の安定確保が実現できます。加えて、電力供給に関わる

資金や資源を市内で循環させることで、地域経済の活性化にも

つながります。

また、浜松新電力では、FIT制度の活用により“電力を高く買い、

安く供給する”ことを実現しました。これにより、電力事業者に対

しては安定収益を保証して事業の拡大を支え、消費者に対して

は再生可能エネルギーの利用を通じて節電・環境意識の醸成を

図ります。

まち全体で再生可能エネルギーの普及を促進し、環境に配慮し

た「スマートシティ」を実現する――このような浜松市の考えに

賛同した当社は、CSV経営を実践する格好の取り組みとして、

本事業の構想段階から参画。資本参加に加え、PFIを含めた官

民連携事業で培ってきたノウハウを活かして、会社組織や事業

体制の立ち上げに際して大きな役割を果たしました。

前述のように、今回のプロジェクトでは、浜松市と当社、電力の

需給管理を担うNTTファシリティーズに加え、市内の金融機関

や企業が多数参加しています。事業の立ち上げにあたっては、こ

れら多くの関係者間の合意をいかに取りまとめるかが大きな課

題となりました。当社は自治体、金融機関、民間企業それぞれと

の豊富な事業経験を活かして、関係者それぞれの課題や要望に

真摯に対応することで、スピーディな会社設立を実現しました。

また、事業開始後も、電力の需給動向を踏まえた最適な買取・販

売価格の算定や、支払及び請求、更には補助金の申請といった

運営業務をトータルに担っています。

地消 浜松新電力への出資割合のうち、
50%は地域の自治体や企業・団体
等で構成されています。

浜松新電力の事業スキーム

他の電力会社

市内公共施設

市内需要家

●中部ガス株式会社
●市内金融機関（2社）
●市内建設会社等（3社）

●浜松市（エネルギー施策の推進）
●株式会社NTTファシリティーズ（電力の需給管理）
●NECキャピタルソリューション（会社運営業務）

メガソーラー発電等

地産

出資

運営出資

買電 株式会社
浜松新電力

売電
（株）ＮＴＴ
ファシリ
ティーズ

ＮＥC
キャピタル
ソリューション

市内金融機関（2社）

浜松市

中部ガス（株）

市内
建設会社等
（3社）

※ 石炭は僅少のため表示されません。

2010年

（29位）
19.9％

2011年

（33位）
11.2％

2012年

（33位）
6.0％

再生可能
エネルギー

水力

原子力

天然ガス

原油

石炭

出典：IEA「Energy Balance of OECD Countries 2013」を基に作成

CSV経営の進展 特集

地域新電力会社への参画を通じて、
再生可能エネルギーを活かしたスマートシティの実現に貢献します。

官民連携のノウハウを活かして
浜松市における新電力会社の設立に参加

出典：エネルギー白書2014

日本のエネルギー自給率の推移エネルギー自給率の国際比較

現在、日本のエネルギー自給率は、わずか6.0％のみ。
これは諸外国に比べて、とても低い数値です。

6.0％
52.9％

40.1％60.7％

85.0％

ドイツ
イギリス

フランス

米国

日本

多様な社会課題の解決策として期待される
再生可能エネルギーの普及拡大

事例1 官民連携による
再生可能エネルギーの地産地消
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担当者からのコメント

当社としても、私個人としても、今回のプロジェクトに参加したことで非常に多くのものを得たと感じています。

ひとつ目は、自治体との関係性です。浜松市がエネルギーを起点に具体的に何を考え、どうしていきたいの

かを直接伺える機会を得たことは大きく、今後の横展開を考える上で非常に参考になりました。ふたつ目は、

共同出資者との関係を持てたことです。専門領域のノウハウ吸収は従来の当社にない貴重な資産となり、

これも今後に役立つものとなると考えます。

浜松新電力への参画は、当社のエネルギービジネス全体の方向性やデザインを検討する上で大きなポイント

になりました。また、浜松市や様々な業種の事業会社とこの新しい事業を進めることは、地域新電力とは違う

新しい取り組みやチャレンジを創出させる力となる可能性もあると考えています。そして本件を機に他の自治

体や事業会社とのコミュニケーションが増えたことは、今後のビジネスを展開していく上で大きな財産となる

ことを確信しています。

近年、地球温暖化が深刻化する中で、自動車によるCO2排出を

いかに削減するかが世界的な課題となっています。その対策とし

て、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）等、環

境にやさしい自動車に期待が集まっています。これら次世代自動

車の普及拡大には、充電スタンド等のインフラを整備し、利用者

に「いつでも、どこでも充電できる安心感」を提供する必要があ

ります。日本でも政府が補助金を交付する等国家レベルでイン

フラ整備を推進していますが、導入コストや運用時の作業負担

等への懸念から、なかなか進んでいないのが現状です。

NECグループは、このような課題の解決に向けて、グループ各

社の機能を結集して次世代自動車用充電インフラ整備プロジェ

クトを推進しています。利用者の利便性向上のため、一箇所あた

り数十～百基の導入を前提としており、大型商業施設や公共施

設等、大規模導入が可能な施設を運用する企業・自治体への提

案を行っています。

当社はこのプロジェクトにおいてファイナンス関係を担当。充電

器等の導入にリースを活用するとともに、政府からの補助金を活

用することで、導入時の初期投資を限りなくゼロに抑える仕組み

を提案しました。大規模導入は国内で前例がないだけに、契約上

のリスクが見えないという難しさがありましたが、お客様との対

話を通じて個々の契約ごとに最適な手法を導くことで、次第に事

業体制が確立しつつあります。

社会に先駆けてスタートしたこのプロジェクトは、環境意識の高

まりを背景に注目を集めており、すでに首都圏を中心とした複

数の施設で運用が始まっています。今後も積極的な提案により

普及を拡大させることで、EV/PHV充電インフラ分野におい

てNECグループの高い存在感を確立するとともに、この事業

が地球にやさしいクルマ社会の実現に寄与することを期待して

います。

当社はこれまでも、被災地での太陽光発電プロジェクトに参画

する等、再生可能エネルギー事業に積極的に取り組んできまし

た。今回のプロジェクトを通じて、電力購入から供給に至る事業

プロセスをトータルに経験できたことで、電力ビジネスに関する

知見やノウハウが更に強化されました。加えて、浜松市や現地

の金融機関、NTTファシリティーズをはじめとした民間企業と

の間に、事業を通じて大きな接点が生まれたことも、今後の事

業拡大において大きな財産となると考えています。

また、浜松新電力のような官民連携の地域PPS※事業は、政令

指定都市としては全国初の大規模な取り組みであり、社会的な

注目度も大きなものがあります。実際、他の自治体や地域金融

機関、地域企業等からの問い合わせも多く、新たなビジネスチャ

ンスが生まれています。

当社は今回のプロジェクトで得られた財産を活かして、今後も地

産地消型の再生可能エネルギー事業に積極的に取り組み、「地

域エネルギーのトータルインテグレーター」としての存在感を高

めていく考えです。このような事業への取り組みが、当社の中長

期的な成長はもちろん、持続可能な社会づくりや、日本のエネ

ルギー供給の安定化にもつながるものと期待しています。
※PPS（Power Producer and Supplier＝特定規模電気事業者）：既存の大手電力会

社送電ネットワークを介して電気を供給する新規参入の電気事業者のこと

※PPS（Power Producer and Supplier＝特定規模電気事業者）：既存の大手電力
会社）送電ネットワークを介して電気を供給する新規参入の電気事業者のこと。

写真提供：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス様

プロジェクトにおける
NECキャピタルソリューションの役割

金融サービス NECグループ

プロジェクトの企画・
マネジメント

設置・運用サービス

金融サービス

…
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●リース契約による
  充電設備の導入負担軽減
●政府の補助金を活用し更なる
  導入負担軽減スキームの構築

未来予想図 ―このプロジェクトが各地で広がると―

大型商業施設・公共施設 一般消費者 自動車販売店 社会・環境

集客力UP
イメージUP

EV/PHVの
購買意欲UP

自動車販売の
機会拡大

自動車による
CO2排出量の
削減効率UP

Comment
今回のプロジェクトで非常に多くのものを得ました。

ソリューション本部 環境・エネルギー推進部長　黒澤 勝

今後ビジネスを展開していく上での大きな財産となりました。

執行役員　藤田 直人

地域エネルギーの
トータルインテグレーターとして、
持続可能な社会づくりへの貢献を目指す

CSV経営の進展 特集

ソリューションの概要と未来予想図

浜松市長　鈴木 康友 氏

「浜松版スマートシティ」の実現を目指して

東日本大震災以降、浜松市では、直ちにエネルギーの専門部署を
設置し、再生可能エネルギーの導入を中心に、エネルギー政策を
積極的に取組んできました。その結果、太陽光発電の導入量日本
一を達成する等大きな成果を上げ
ることができました。
昨年度は、（株）浜松新電力やスマー
トシティ推進協議会を設立する等、
民間活力を最大限活かした新たな
展開を推進しております。今後は、官
民連携によるエネルギー政策を推
進することにより浜松版スマートシ
ティの構築を図り、日本をリードしてい
きたいと考えております。

NECグループが進める次世代自動車用充電インフラ整備プロジェクトにおいて
当社は導入時の初期投資を限りなくゼロに抑える仕組みを提案しています。

地球温暖化の抑制に向けて
普及が期待される次世代自動車

NECグループの機能を結集して
充電インフラの普及拡大を図る

先するからこそ創り出せる価値を
豊かな社会づくりへ

事例2 次世代自動車用充電インフラ整備
プロジェクト
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