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新規事業（ビジネス・クリエーション）

2008年に国の環境モデル都市に選定された横浜市様では、368万人の市民力によ
る脱温暖化の実現に向け取り組みが推進されている。同年1月に策定した横浜市脱温
暖化行動方針では、2025年までに再生可能エネルギー 10倍化を目標として掲げて
おり、これを強力に推進するための事業主体である「横浜グリーンパワー」の設立を
構想している。富士通総研では、横浜市様からの委託を受け、この事業主体の設立
に向けた事業化可能性調査を行った。ここでは、再生可能エネルギーを普及促進さ
せるための事業モデルを検討し、関係主体へのヒアリング等を通して、これらの事
業スキームの検討や収支シミュレーション等を実施した。
富士通総研では、行政が進める地球温暖化防止に向けた施策に対して様々な支援
を実施しており、本稿では、これらの一事例として横浜市様における取り組みを紹
介する。
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ま　え　が　き

2009年12月、第15回気候変動枠組条約締約国会
議がデンマーク・コペンハーゲンで開催され、我
が国は、温室効果ガス削減目標として、「1990年 
比で2020年までに25%削減」を表明したところで
ある。
今後、我が国の地球温暖化対策は、国だけでなく、
地方公共団体、事業者及び国民など、それぞれの
責務として取組むことが求められてきており、特
に公共による先導的、率先的な取組・役割に対す
る期待は大きくなっている。
このような中、横浜市様においては、2008年「横
浜市脱温暖化行動方針（CO-DO30）」の策定を行
い、また同年、国の「環境モデル都市」に提案し選
定されるなど、地球温暖化防止及び低炭素社会の
実現に向けて積極的に取組んでいる。横浜市様で
は、この方策の一つとして、再生可能エネルギー
の普及拡大を推進する事業体「横浜グリーンパワー
（以下、YGPとする）」の設立を検討している。
今回、FRIでは、YGPの設立に向けて、国の政
策動向や先進自治体における再生可能エネルギー
普及に向けた取組等の調査を行うとともに、有識
者による検討委員会でのご意見を踏まえ、その事
業化の可能性を検証した。
本稿では、YGP構想の背景、及びYGP設立を目
指して横浜市様とともに実施した一連の取組につ
いて紹介する。

YGP 構想に向けた背景

横浜市様では、2008年1月に地球温暖化対策に
対する取組を進めていくために、「横浜市脱温暖化
行動方針（CO-DO30）」を策定している。ここでは、
2025年度までに温室効果ガスを30%以上削減する
目標を設定し、その実現にあたっては、再生可能
エネルギーの利用を現在の10倍にすることを必要
としている。
一方、横浜市内の再生可能エネルギーの利用可
能量は、太陽（光・熱）、風力、バイオマス（下水汚
泥、バイオマス由来廃棄物）などがあるものの、太
陽（光・熱）以外は、すでにその利用が進んでいる
状況である。今後、再生可能エネルギーの利用を

現在の10倍にするためには、横浜市内で利用可能
量が最も多く、かつその導入率が低い、太陽光発
電や太陽熱利用の普及拡大が必要となっていた。
これまで、横浜市様においては、その普及拡大
のため、太陽光発電システム設置費補助事業の実
施などに取組んできたが、現状ではこれら従来の
取組の延長だけでは、再生可能エネルギーの利用
を現在の10倍にするという目標の実現が困難で
あった。
そこで、横浜市様は、2008年7月に日本政府よ
り環境モデル都市に選定された際の提案書におい
て、従来の枠組を超えた新たな取組として、「専門
の技術・知見」と「公的な役割と信用」を併せ持ち、
その普及の仕組みを支えていく事業体「YGP」を設
立することとした。

事業モデル候補の検証 

●	 4つの事業モデル候補
YGPで行う事業コンセプトとして、横浜市では
過去に実施した再生可能エネルギーの10倍化の試
算に基づき、再生可能エネルギーの利用可能量が
多い、主に太陽光発電などの利用促進と設定した。
YGPでは、太陽エネルギーの住宅、業務施設、公
共施設などへの導入を促進するべく、「太陽エネル
ギー普及拡大事業」、「再生可能エネルギー導入相
談・サービス事業」、「公共施設発電事業」、「環境
価値活用事業」の4つの事業について事業化に向け
た調査・検証を実施した。

4つの事業モデル案の概要は、以下の通りである。
（1）太陽エネルギー普及拡大事業（太陽光発電シス
テムリース事業）
既設住宅への太陽光発電システムの導入にあ
たっては、住宅の老朽化が進んでいることから、
太陽光発電システムを導入しても償却期間が短く、
投資負担が大きくなることが予想され、なかなか
普及の加速化が進まないということがある。横浜
市様では、当初よりこのことに着目し、既設住宅
への太陽光発電システムの導入を促進させるため
に、太陽光発電システムのリース事業を検討した。
この事業は、YGPの有力な事業モデル候補として
検討を行った。
（2）再生可能エネルギー導入相談・サービス事業
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市民や事業所による再生可能エネルギーの導入
にあたっては、市内においても業者と市民等との
トラブルが発生し、補助事業として一部費用負担
を行う横浜市様にも相談が持ち込まれていた。市
民等による再生可能エネルギー導入に向けては、
安心して信頼のおける事業者が必要となっており、
YGPの事業の一つとして市民の再生可能エネル
ギー導入時の相談等の対応を行う事業を検討した。
この事業では、市民・事業者に対して導入に対す
る相談・アドバイスを行うとともに、信頼のおけ
る優良事業者の紹介や育成を行うことを想定する
こととした。
（3）公共施設発電事業
公共施設発電事業は、公共施設が率先して再生
可能エネルギーを導入することを目的として実施
するものである。
この事業では、二つの事業を想定した。
一つは、YGPが公共施設（学校等）に太陽光発電

システムを設置し、学校の自家消費分の電力料金
と余剰電力による収入（2009年11月より開始され
た、「太陽光発電の余剰電力買取制度（以下、FIT
とする）」による収入）を見込んだ事業である。
二つ目は、市内の焼却工場において発電された
電力において、自家消費以外の余剰電力を、市内
の公共施設などへ売電する事業である。
（4）環境価値活用事業
この事業は、YGPがリース事業を行う既設住宅

等において、住宅の自家消費分の環境価値（グリー
ン電力証書等）をYGPが企業等に販売し、収入を
得る事業である。
これら4つの事業において以下のような内容を調
査し、事業化に向けた検証を行った。
【主な検証項目】
• 事業運営の方法
• 収入・支出の見込み
• 顧客ニーズの把握
• 先進取組事例や法規制　等
●	 検証のプロセス
次項「事業モデルの評価」で述べるが、4つの事
業モデルの検証を行った結果を受けて、事業化の
可能性の高い「太陽エネルギー普及拡大事業」及び
「再生可能エネルギー導入相談・サービス事業」に
ついて、より詳細な検証を実施した。（図-1）
検証では、図-1の全ての事業について一次的な

検証を行い、事業化の可能性の高い2つの事業につ
いて詳細な検証を行った。
●	 検証の方法
（1）～（4）の事業モデルの検証にあたって、市
が事務局となり、学識経験者、有識者等による検
討委員会を設置した。この中で議論する事業モデ
ルの構築にあたっては、横浜市様とFRIとで関連
する民間企業や先進的に取り組む事業者、所管官
庁等へのインタビューを実施し、法規制等を調査
しながら、事業のスキームを想定して、2010～

図-1　検証のプロセス
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（１）太陽エネルギー
普及拡大事業

（太陽光発電システ
ムリース事業）

①YGPが資産を保有する場合

②横浜市が資産を保有する場合

③関連企業が資産を保有する場合

（２）再生可能エネルギー導入相談・サービス事業（相談事業）

（３）公共施設発電事業

①公共施設に太陽エネルギーを導入
する場合

②公共施設（4つの焼却工場）において
余剰電力を売電する場合

（４）環境価値活用事業

（１）～（４）の事業について
一次検証を実施

一次検証結果をふまえ、
（１）及び（２）についてより
詳細な検証を実施
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2025年における収支の試算等を行った。さらに、
太陽エネルギー普及拡大事業の検証では、これま
で一般向けの太陽光発電システムのリース事業は
前例がないことから、顧客ニーズ及び顧客数が不
明であるため、これらを把握するためにWebによ
るアンケート調査を実施した。
●	 太陽エネルギー普及拡大事業におけるニーズ
調査
ここでは、太陽エネルギー普及拡大事業の検証
段階において実施した、Webアンケートによるニー
ズ調査の結果を紹介する。
この調査は、リース事業の試算を行う際の顧客
数やリースの価格に対する顧客の相場観を把握す
るために表-1の内容にて実施した。
この調査結果から、太陽光発電システムの導入
を検討していて、支払方法としてリースを選択し、
金額設定の最も高い18,000円/月を選択した0.8%
をリース事業における顧客数の参考値とすること
とした。これは、一般世帯向けの太陽光発電シス
テムのリース事業の例がないため、事業のリスク
を踏まえ、高い金額設定においてもリースを選択
した顧客数での試算を行うことを前提とした。
このような調査を通して、各事業において 

2010～ 2025年における試算のシミュレーション
を行った。

事業モデルの評価

●	 事業モデルの選定
4つの事業モデルの検証の結果、「公共施設発電
事業」は、コストに見合う収入が得られずYGPの
事業期間として設定した2025年まで赤字となるこ

とが分かった。また、「環境価値活用事業」では、
グリーン電力の市場流通に伴う経費を賄うために
は、年間2,000世帯から環境価値分の電力を収集し、
かつ現在の市場相場より高い単価で販売する必要
があるため、この事業も現段階での実施は困難と
の結果に至った。これらより、YGPの事業モデル
として、「太陽エネルギー普及拡大事業」と「再生可
能エネルギー導入相談・サービス事業」を複合化し
たものを採用することとした。特に、再生可能エ
ネルギーの市民への導入促進においては、信頼性
も必要であるため、導入に向けての相談やアドバ
イスを行う、この二つの事業の複合化は有効であ
ることもヒアリングを通して分かった。
これら事業は、リース事業における太陽光発電
システムの資産保有者の違いにより、2ケースのモ
デルを検討した。
<事業モデル1：YGPが資産を保有する場合>

YGPが資産を保有する場合の事業モデルでは、
リース会社等との連携・協力のもと、YGPがパネ
ルメーカー等から太陽光発電システムを購入し、
ハウスメーカー・施工業者等に発注し、太陽光発
電システムの設置及び維持管理を行い、顧客は
FITによる収入や節約できた電気料金からリース
料金を捻出する。
また、「再生可能エネルギー導入・相談サービス
事業」では、住宅展示場等集客力のある施設等を
活用し、太陽光発電システムの商談をハウスメー
カー・施工業者等に仲介して成立時に手数料を徴
収するとともに、施工業者等への研修や優良事業
者の認定等を通じて設置工事の品質を確保するこ
ととした。（図-2）
<事業モデル2：横浜市が資産を保有する場合>
一方、行政が資産を保有する事業モデルでは、
横浜市様がパネルメーカー等から太陽光発電シス
テムを購入し、与信に通じたクレジット会社等と
の連携・協力のもと、YGPに太陽光発電システム
のリースを委託する。
なお、本モデルでは、太陽光発電システムを横
浜市様が保有するため、固定資産税は非課税扱い
となる。また、「再生可能エネルギー導入・相談サー
ビス事業」は、YGPが資産を保有する場合と同様
の形態で実施することとした。（図-3）

表-1 ニーズ調査の概要

目的
• 市民の太陽光発電システムの導入意向
•  太陽光発電システムのリース購入の受容性
（リース購入の価格、導入割合の想定）

対象
•  横浜市在住20歳以上の戸建住宅（持家）の世
帯主
• サンプル数：517サンプル

調査方法 インターネットリサーチ
（民間調査会社モニタ会員による）

主な調査項目

① 基本属性（在住区、世帯所得、住宅の築年数）
②電気使用状況（1か月の電気利用料金）
③太陽光発電システムの導入意向
④ 太陽光発電システムのリース購入の受容性
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●	 損益のシミュレーション
これら2つの事業モデルについて、前項のWeb
調査結果等をもとに条件設定を行った上で、損益
及びキャッシュフローの試算シミュレーションを
行った。
この結果、損益ではどちらの事業モデルを採用し
た場合でも、2010～ 2025年において一定の営業

利益を確保できるものの、YGPが資産を保有する
事業モデルの場合には金利負担が大きく、2025年 
における最終借入残高は9～ 25億円となり、借入
をせずに事業活動を行うために必要な当初資金は
37～ 49億円となった。
また、行政が資産を保有する事業モデルでは、
太陽光発電システムの購入に要する初期投資額は

図-3 事業モデル2：横浜市が資産を保有する場合

図-2 事業モデル1：YGPが資産を保有する場合
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（与信ノウハウ等）

バーゲニング
パワーによる
値下げ

設置費・
メンテナンス費

設置・
メンテナンス

成功
報酬

住宅展示場・インター
ネット等での導入相
談・見積対応等

公益性のあるワン
ストップサービス

既設住宅

リース導入
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自治体における再生可能エネルギー普及のための取り組み～事業体設立に向けた事業可能性の検証～

37～ 52億円に上った。今後、これら試算結果を
参考としながら設立に向けた準備を進めていくこ
ととなる。（表-2）
●	 事業モデルの評価と実現性

YGPは、横浜市様が掲げる2025年までに再生可
能エネルギー 10倍化という目標に向けて市民や事
業所におけるこれらの普及拡大を推進する事業体
として、関連企業との連携・協力のもと取組んで
いく事業である。
再生可能エネルギーの買取制度に関しては、現
行の余剰電力買取から全量買取に向けた議論が進
むなど、社会的環境も変化している。このため、
YGPの設立に向けては、これら制度の見直しや関
連技術の進展を踏まえた事業設計が必要となる。
さらに、YGPの事業運営においては、民間企業
のノウハウが必要となるため、これらが参加しや
すい組織形態の検討等も必要となってくる。YGP
の事業化に向けてこうしたことの検討や関連企業
との協議・調整を進めながら、より具体的な事業
方針を固め、検討を進めることが必要である。

む　　す　　び

地球温暖化対策に関しては、我が国も自らが課
した地球温暖化ガス排出量の削減目標の達成に向
けて、企業、国民に対して、規制、あるいは導入
のインセンティブを与えつつ推進しており、その
中でも再生可能エネルギーの普及拡大については、
産業振興という面からもその期待が大きい。
一方、横浜市様が目指す市民への太陽エネルギー
の普及拡大においては、機器設置のコスト負担と

ともに、過去、多く見られた機器設置に関するト
ラブルなどから、その設置に慎重となる市民も少
なくなく、現在も訪問販売などによるトラブルに
対する問い合わせが増加している状況である。
このような中、行政がその普及拡大に果たす役
割は、「信頼性」、「公平性」を担保し、市民が安心
して機器の導入を検討できる環境を整備すること
にある。そのような意味で、横浜市様が取組まれ
るYGP設立の意義が今後ますます大きくなるとと
もに、これが、我が国の低炭素社会に向けた一つ
のモデルとなりうるものと考える。特に平成22年
6月に環境省が発表した「環境と金融に関する専門
委員会報告書」においては、リースの活用による低
炭素機器の普及促進が、有用な政策の一つとして
指摘されており、今回の太陽光発電システムリー
ス事業の検証は、こうした時流に沿ったものであっ
たと言える。
今後、地球温暖化に対する取組は、法制度も含め、
これからも急速に変化し、特に行政、企業におい
ては、これらに対する早急な対応が求められるこ
とが想定される。

FRIは、今後、ここで得られた知見なども含め、
より多くの地方公共団体などに対して、地球温暖
化防止に向けた取組をご支援し、我が国の低炭素
社会の実現へ寄与していきたいと考えている。
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表-2 P/L及びC/Sの試算結果（2010～ 2025年）
（単位：百万円）

P/L C/Sのポイント
YGPが借入を 
しない場合の 
当初必要な資金

売上高 
の累計

費用（売上原価+
販売費及び一般 
管理費）の累計

営業利益 
の累計

最終借入残高
※金利3.0%

最終借入残高 
※金利5.0%

YGPが資産を保有 
（スキーム①）

補助あり 9,893 9,866 27 873 1,797 3,703
補助なし 9,893 9,866  27 1,218 2,470 4,905

横浜市が資産を保有
（スキーム②）

補助あり 7,237 7,228 9 0 0
補助なし 9,470 9,460 9 0 0

注1：累計は2010～ 2025年
注2：四捨五入しているため、端数は合わない
注3：料金を回収できないリスクは除いている
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