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アディショナリティ

新プロジェクト
「ADDITIONALITY（追加性）」
について

ア デ ィシ ョ ナ リ テ ィ

電気代の1%が自然エネルギー
発電所に投資される
=Additionality（追加性）

ADDITIONALITY（追加性）とは
バイオマス 2％
風力 1％
太陽 5％

水力 8％

地熱 0％

16%

電気代
お支払い

一部
投資等へ

（日本の）自然エネルギー発電所
が増える（日本は現状約16％）※２
その他の発電所の内訳

天然ガス 40％
石油その他 9％

CO2

石炭 32％
原子力 3％

二酸化炭素（CO2）
の
排出量が減る

気候変動の緩和に繋がる

皆様の電気代が、気候変動への
アクションにつながります！

「Additionality(追加性）」
とは、需要家から得た資金が、
自然エネルギーの追加的な発電、
つまりあらたな自然エ

ネルギー発電所の建設等に投資されることで、
自然エネルギー発電が確実に増えることを指します。
「自然電力の

でんき」
では、
ご利用いただく皆様からお支払いいただいた電気代のうち、
１％
（※１）
が、
自然エネルギー発電所建

設への投資など、
自然エネルギー発電所を増やすために使われる新プロジェクト
「Additionality（追加性）」
をス

タートしました。

自然エネルギーを使うだけではなく、自然エネルギーを増やす
「追加性（Additionality)」に役立てられます。

自然電力の地域還元プロジェクト
「1% for Community®」

の取り組みから生まれた一般社団法人自然基金のスキームを

CO2 の排出量が減り、
地球が元気になる

活用することで、
より透明性の高い投資等の流れを確保して

います。

※１ 従量電灯の場合。低圧電力・高圧は0.5%。
実効税率分、再エネ賦課金、諸経費を除き

ます。

※2 「再生可能エネルギーとは」
（資源エネ
ルギー庁）

https://www.enecho.meti.go.jp/c

ategory/saving̲and̲new/saiene/

（社）
自然基金を通じて、
自然エネルギー発電所
の建設に使われる

電気を使う
自然電力グループに
電気代が支払われる

renewable/outline/index.htm）
を
加工して作成
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なぜ自然エネルギー発電所を増やすのか
温室効果ガスによる気温上昇リスクが高まっています
気温上昇による将来的リスクとして、海面上昇・洪水豪雨・熱中症等、暮らしへの深刻な影響を及ぼす可能性が指摘

されています。気温上昇の原因は温室効果ガスの増加です。温室効果ガスは主に二酸化炭素（CO2）
から構成されて
おり、地球の温度を暖かく保つ機能があります。気温上昇を防ぐには、CO2の排出量を減らすことが必要です。

発電時に CO2 を排出しない自然エネルギー発電所が不足しています
現在、国内の発電所の大部分を

占めるのは火力発電所であり、
日本の自然エネルギー普及率は

約16.1%（2017年）
と、依然と

して低い水準にあります。気温

上 昇 を食 い 止 めるためには 、
CO2排出量が少ない自然エネ

ルギー発電所（再エネ発電所）

を新たに増やしていくことが重
要です。

出典：資源エネルギー庁

より早く自然エネルギー発電所を増やすには
「自然電力のでんき」のご利用を通じて、
自然エネルギー発電所を増やす取り組みにご参加下さい
「自然電力のでんき」
をご利用いただく方が増えるほど、
より多く自然エネルギー

発電所を増やすことができます。
また、今後、
「Additionality（追加性）」
で増える

自然エネルギー発電所の電気を調達することを計画しています。
ぜひ、今後とも
自然エネルギーの普及にご協力いただけますと幸いです。
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CO2排出抑制量も年々増えています！
2019年度は、
自然電力の電気をご利用していただいたことで、一般的な事業者（旧電など）
の電
気を使う場合と比較して実質的にCO2排出を4,246t少なく抑えることができました
（※）。
これ
は、2018年度に比べ、約3.6倍です。今後も、皆様に環境負荷の少ない電気をご利用いただく
ことで、CO2排出量を抑えることに貢献してまいります。

3.6倍

2000

0

需要家数

（件）2500

2019年度

※固定価格買取制度による自然エネルギー（FIT電気）の発電所にて発電された電力の環境価値は、国内制度により、全て
非化石価値として電力とは別に扱われ、非化石証書として非化石市場を通じて調達できます。自然電力は、非化石証書
を調達することで、各電力プランに応じたCO2排出量を実質的に抑えています。CO2排出抑制量は、各年度の全国平均
排出係数を用い、非化石証書1kWhあたり抑制できるCO2排出量を計算しています。
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自然エネルギー発電所を増やす活動
第一弾は、自然とアートが息づく島、犬島（岡山県）に決定
犬島は、
かつて銅の製錬で栄えた瀬戸内海の美しい島です。
製錬所の遺構の一部は
「犬島精錬所美術館」
として保存され、循環型

社会への願いをもとに、太陽光や地中熱などを利用した環境負荷の

低い建築として再生されています。
また、島に点在する犬島「家プロ

ジェクト」
の作品は、
そのほとんどが集落を歩くとふと現れる形で設置

され、
自然との交感を絶え間なく繰り返しています。

犬島精練所美術館をはじめとした、
自然と社会との共生を社会に鋭く
訴えかける美術館事業を行う公益財団法人 福武財団の姿勢に、
自然

電力は深く共感し、
エネルギーという観点でコミットしていきたいと考

犬島精錬所美術館

写真：阿野太一

えています。
すでに、犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」
を含む

犬島の各アートスペースには「自然電力のでんき」を供給しています

が、今回あらたに、犬島チケットセンター（福武財団所有）の屋上に

12kWの太陽光パネルを設置する
「犬島マイクログリッドプロジェク

ト」
を第一弾助成先とすることに決定いたしました。
公益財団法人 福武財団について

犬島精錬所美術館をはじめとする瀬戸内地域での美術館事業等、
アートを通じた地域振

興
「ベネッセアートサイト直島」
に尽力されています。
犬島マイクログリッドプロジェクトに

おける、
地域の資源
（太陽光）
を生かした自然エネルギーの自給自足の実現により、
犬島
犬島チケットセンター

公益財団法人

福武財団 犬島担当

岩下 洋子 様

写真：井上嘉和

がより環境に配慮した持続可能な地域へ昇華することを目指しています。

12年以上に渡る犬島でのアート活動に加えて、
2020年度より、
より自然環境への負荷の少ない環境を整えるなど、
島民の生活に
も資する活動にも積極的に取り組みたいと考えました。
そんな時に自然電力様とのご縁を頂き、
ふんだんに降り注ぐ太陽光を生か
した電力の供給を始めようと考えました。
チケットセンターを皮切りに、
島内での実践事例を、
より拡大できるように進められれば
と考えています。

電気をご利用いただきました皆様、
誠にありがとうございました！

（社）
自然基金による会計報告：3,524,508円の助成を決定!
需要家皆様の電気料金総額

2019年12月〜2020年9月間の需要家様電気料金総額である550,064,089円
（総電力ご使用
量32,073,162kWh）
に対し、助成原資は3,916,120円、
うち
「犬島マイクログリッドプロジェク

550,064,089円

ト」
へ3,524,508円の助成が決定いたしました。今回、助成を担う
（社）
自然基金は、地域に根ざし

Additionality助成原資

まれました。地域との共創により、
「システミックチェンジ」
（ある取り組みが社会制度や政策に影

（総電力ご使用量32,073,162kWh）

3,916,120円

犬島マイクログリッドプロジェクトへの助成金

3,524,508円

た自然エネルギー事業を展開する自然電力グループの取り組み
「1% for Community®」
から生
響・拡大していくような変革）
を目指す取り組みを応援しています。本プロジェクトへの助成につい
ては、
自然エネルギーの追加性への貢献はもちろんのこと、犬島でこうした取り組みが進むことで、
「エネルギーを通じた持続可能な地域づくり」
の事例ができ、他地域でも展開できるビジネスモデ
ルや制度等につながる事を期待し、支援する事を決定いたしました。

※
（社）
自然基金の経費分として、391,612円を事務コス
ト、人件費等に充当しております。
※電気代の１％
（※従量電灯の場合。低圧電力・高圧は0.5%）
より、実効税率分、再エネ賦課金、諸経費を控除した金額。

03

災害にも柔軟なマイクログリッドで地域に貢献します
エネルギーを生み出す拠点、マイクログリッド

②

①

「マイクログリッド」は、大規模発電所からの電力供給に
頼らず、
コミュニティ内でエネルギー供給源と消費施設

を持つことで、地産地消を目指す、小規模なエネルギー
ネットワークのことです。

自然エネルギーのメリットを最大限活用しながらも、
くも

りが続く時期や電気をたくさん使う時は、無理せず送電

④

③

線から電気を購入し、無理なく自然エネルギーを暮らし

に取り入れます。自然エネルギーから電気をつくる小さ
な拠点が増えていけば、災害にも柔軟な社会づくりにつ
ながっていくと私たちは考えています。

さらに、犬島マイクログリッドプロジェクトでは、犬島チ
ケットセンターで消費しきれない余剰電力を
「自然電力

系統
（送電線経由の電気）

のでんき」
として調達することを計画中です。
（ 決まり次

第、
「自然電力のでんき」ホームページ等でお知らせいた

します。）

① 施設に
「太陽光パネル」
を設置
② 屋根上で発電した電気を直接供給
③ 余った電気は売電
④ 不足する電気は自然電力のでんきから供給

本プロジェクトは、瀬戸内海の多島海景観や犬島の景観に配慮して計画を進めております。今後も景観に配
犬島マイクログリッド

プロジェクト開発担当

山根 悠也

（自然電力株式会社）

慮し、
かつ、
自立的な電源としての可能性を持つ自然エネルギーを、島内の防災力強化につなげて、島民の
皆さまの安心安全に貢献できればと考えております。私は、広島県広島市の出身ですので、人と自然が密接
に結びついた、穏やかな瀬戸内海を見て育ってきました。
そのため、本プロジェクトもそのような瀬戸内海地
域と共存できるように育てていきたいと考えております。

今後の計画

合意

現地調査

契約

設計

工事

試運転

自家発電・
売電開始

犬島チケットセンターは、2021年6月頃より太陽光パネル設置工事開始、約1ヶ月ほどで試運転開始、2021年7月に通
電・売電開始予定です。
「Additionalityレポート」
では、今後数回にわたり、工事の様子や通電後の様子などもお届けし

ていく予定です。
引き続き、
「Additionality（追加性）
プロジェクト」
へのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

04

3

自然電力について
PURPOSE ~青い地球を未来につなぐ〜
自然電力は、青い海や緑の山々を身近に感じて育ってきた創業メンバー3人によって日本で生まれました。
2011年3月11日の震災の3ヶ月後、3人を突き動かしたのは誰かに頼るのではなく、
“自分たちの未来は自分たちでつくる”という強い思いでした。
私たちは、
この青い地球を未来につなぐために、
自然エネルギーへの転換が
最大のインパクトを持つと信じています。地球上の環境負荷が増し気候変動が加速する中、
エネルギーの転換を１日でも早く実現するには、共通の想いを持った世界中の仲間たちとの共創が
不可欠です。私たちは、
より多くの人々が地球上で幸せに暮らし続けるため、
その第一歩として“自然エネルギー100%の世界”を仲間と共創します。
さらに、私たちはエネルギーから、世界の課題を解決することを目指しています。
大きな挑戦は短期的な利益の還元にとどまらない、青い地球と次世代のために再投資する
新たな資本循環の仕組みを構築することです。
画一的なグローバル化ではなく、世界中のローカルをつなぎ、
新たな価値を生み出すネットワークを創ります。
自然電力は、青い地球を未来につなぐため、挑戦し続けます。

自然電力のコミットメント
自然エネルギー 100％の世界を共につくる

自然エネルギー発電所を増やす（追加性）

CO2排出量の主要原因はエネルギーです。
エネルギー

自然エネルギーはまだまだ不足しています。私たち

きなテーマですが、
自然電力はエネルギーを変えること

いくこと
（＝追加性［Additionality］）が今、最も重

志を共にする方々とエネルギーの転換に挑戦します。

新たな発電所を増やすことにつなげる取り組みを進

転換は地球環境にとっても、人類の活動にとっても大

が最も大きなインパクトを生み出すと信じて、世界中の

は、
自然エネルギー由来の発電量をもっと増やして

要と考え、
自然エネルギーを使って生まれた収益を、

めていきます。

自然電力株式会社
2011年6月設立。
「青い地球を未来につなぐ」
を掲げ、
日本全国でグループとして約1ギガワット
（2019年12月末
時点）
の自然エネルギー発電事業に携わっています。太陽光・風力・小水力等の自然エネルギー発電所の設置・運

営に必要な、開発・EPC（設計・調達・建設）
・O&M（運営・保守）
・アセットマネジメント・電力小売事業等、
すべて

のサービスを手掛けています。2018年よりブラジル・インドネシアにて太陽光発電所を着工し、
アジア・南米域を
起点に世界各国でプロジェクトを進めています。

本社：福岡県福岡市中央区荒戸1-1-6 福岡大濠ビル3F/6F

URL：https://www.shizenenergy.net
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