for the people , for the future

NEW STYLE

表紙

Self consumption PV system

太陽光を活用した

自家消費システム
太陽光発電のトレンドである、自家消費システムと
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初期投資ゼロで導入できる PPA モデルについて、ご紹介いたします。
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電気は「買う」時代から、「使う」時代へ移行しようとしており、
自家消費システムが注目されています。
PPA とは、「パワー・パーチェイス・アグリーメント」の略で
PPA 事業者とお客様との契約の中で、
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〈導入としまして〉

PPA 事業者が太陽光の設計、設備設置、保守を無償で行い、
お客様は自家消費分の電気料金をお支払いいただくモデルです。
補足 POINT ！
※小売業最大手のイオンもこの PPA を使って、2050 年までの
CO2 ゼロを宣言しており、PPA は、自家消費システムの
導入方法の中で、最も注目されています

省エネや月々の電気代、SDGs、CO²の削減、

あなたの会社なにかお悩みありませんか？
SDGｓ

電気は「買う」から「使う」時代へ
CO² の削減

自家消費システムは
自然災害

太陽光を活用した自家消費システムが解決いたします。
お客様の課題をお伺いし、最適なシステムを

月々の電気代

省エネ

自然災害など、
これらの経営課題は、

「 経営課題 」 解決のためのソリューションです。
株式会社 GF では、 お客様の課題をお伺いし
最適なシステムをご提案いたします。

ご提案いたします。

見開き 1 ページ目
太陽光を活用した 自家消費システムについて
太陽光を活用した自家消費システムについて
自家消費システムとは
工場や店舗の屋根に太陽光発電設備を設置し、 発電した電気を自社で使用するエコな仕組みです。

自家消費システムとは、太陽光発電によって作られた電気を自社で使用するエコな仕組みです。

電力会社から必要な電力をすべて購入する従来と比較して、
自家消費システムは太陽光で電力を

まかない、足りない電力のみ電力会社から購入します。

必要な電力を
すべて購入

また従来では電気由来のCO²が排出されますが、太陽光はCO²がほとんど排出されないクリーンな

自家消費
システム

従来

電力会社

ECO

電力会社

CO2 排出

自家消費

お客様

発電です。

太陽光で
まかなえない
電力のみ購入

今後再エネ賦課金が2030年頃まで、10年間で1kWhあたり約1円上昇し、

電気料金はますます高くなる見込みなので、
より経済メリットを享受することができます。
お客様
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従来

導入後

２． 環境貢献

環境にやさしい再生可能エネルギーを導入することで

自家発電 購入する電力

電力会社からの購入分を減らし、 電気料金の削減ができます。

補足 POINT ！

購入する電力

太陽光発電から自家消費することで

右：自家消費システム

補足 POINT ！

導入するメリット
１．電気料金削減

左：従来

新しく就任した菅首相が10月の所信表明演説にて、

「2050年に温室効果ガス排出ゼロ」を宣言され、今後ますます太陽光導入の後押しになると思われます。

メディアでも取り上げられ、最近よく耳にするSDGs（エス・ディー・ジーズ）とは、
Sustainable Development Goals（サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ）
直訳しますと
「持続可能な開発目標」を意味します。
2030 年までに 「持続可能なより良い未来」 に

CO² の排出量が削減でき、 企業価値の向上や

するために世界で取り組むべき目標を定めたもので、

環境貢献につながります。

太陽光を活用した自家消費システムを導入しますと
SDGｓの目標を達成するため定められた
１７つの指標の内、

今後、 企業に求められる SDGｓとは？

2 つの指標を達成できたことになります。
①「７.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」

SDGs とは 2030 年までに 「持続可能なより良い未来」 に

②「１３.気候変動に具体的な対策を」

するために世界で取り組むべき目標を定めたものです。

これら２つの指標に該当し、ビジネスにおいても

ビジネスにおいても SDGｓに取り組むことで企業価値も高まります。
情に棹させば流される。
智に働けば角が立つ。

SDGｓに取り組むことで企業価値も高まります。

見開き 1 ページ目

導入方法のご案内
自家消費システムには 2 通りの導入方法がございます。
1 つ目は、 初期投資ゼロの PPA モデルで導入する方法
2 つ目は、 お客様の設備として自己資金で導入する方法です。

新しいカタチ初期投資ゼロの PPA モデルとは？
PPA モデルは、PPA 事業者である弊社とお客様が 15 年〜 20 年の期間にて

PPA モデルとは
お客様の所有する工場や店舗の屋根に、 PPA 事業者 （弊社） が太陽光発電を無償で
設置させていただき、 発電した電力を、 お安く購入していただくモデルです。

PPA

電力販売契約を締結します。

お客様の所有する工場や店舗の屋根に、弊社が太陽光発電設備を無償で設置させていただき、
発電した電力を、現行の電力量料金単価よりもお安く購入していただくモデルです。

ECO

太陽光発電を無償で設置

自家消費

PPA 契約

p

GFcor

PPA 事業者

発電した電力は安く購入
契約期間 ： 15 ～２０年

( 株式会社 GF )

お客様
太陽光でまかなえない
電力は電力会社から購入

〈導入方法の比較〉
導入方法

メリット

デメリット

【導入しやすい】
PPA

自己資金

・ 初期投資 0 円
・ メンテナンス費用 0 円
・ 資産計上なし （オフバランス）

・契約条件の審査あり
・長期的な契約となる

導入方法の比較として

投資効果が高い自己資金で導入する方法と導入しやすい PPA モデル。
事業性が高い自己資金での導入に対して、

PPA は電気料金は下げたいが、本業以外の資金は使いたくない、

あるいは不要な資産を持ちたくないと考える企業等に適しています。

・ 契約終了後、 設備の譲渡も可能

PPA は、初期投資ゼロで導入でき、契約期間中のメンテンナンスが不要です。

【投資効果が高い】

設備を譲渡してもらうことも可能です。

・ 初期投資回収以降は電気料金実質 0 円
・ 自由に設備運用が可能
※共通のメリットとして補助金や税制優遇があります。

そして資産計上なしのオフバランスであり、さらに契約終了後、
・初期投資が必要

・メンテナンスが必要

裏表紙
株式会社 GF

太陽光発電の取り組み
株式会社 GF の太陽光発電の取り組み実績についてご紹介いたします。

施工実績

これまで施工件数 1,289 件、総容量 354MW の施工実績があります。

施工件数 : 1,289件

この 354MW の太陽光発電所の年間の発電量は、

総容量

一般家庭の電力消費量、約 75,000 軒分に相当します。

: 354MW

弊社は、国内にて一般的でなかった 20 年以上前より太陽光に目を向け、

住宅用からメガソーラーまで全国各地の

建設に取り組んできました。

太陽光発電所建設に取り組んで20余年

社屋や社員の自宅の屋根設置から始まり、
2012 年 FIT：固定価格買取制度がスタートして以降は、住宅用からメガソーラーまで
徳島県内にとどまらず、全国各地での施工対応を行い、展開していきました。

自社太陽光発電所
施工箇所 : 24ヶ所
総容量 : 140MW

【 九州 】
10ヵ所 / 118MW

弊社は自然エネルギー発電事業者としての立ち位置もあり、鹿児島を中心に、

鹿屋大崎ソーラーヒルズ（100MW）
日本最大級のメガソーラー

全国に24ヶ所・140MWの太陽光発電所を所有しています。

地元エリアである徳島・香川・兵庫の他、そして愛知・栃木・福島に至るまで

これらは建設工事を行うだけでなく、連系後の運転管理と保守・点検も行い
発電所の長期安定稼働の役割も担っています。

【 四国・近畿 】
9ヵ所 / 16.6MW

新たなトピックスとして、

日本最大級、100MWのメガソーラー
鹿屋大崎ソーラーヒルズが今春完工し、運転開始しました。

【 中部・東北 】
5ヵ所 / 5.2MW
※実績 ： 2020 年 9 月末現在

鹿屋大崎ソーラーヒルズ

自家消費システムに関するお問い合わせ

【

株式会社 GF

【

本社
営業所

】〒 774-0001 徳島県阿南市辰己町 1 番地 38
0884-21-0322
】東京 / 福島 / 鹿児島

自家消費システムに関するお問い合わせは、株式会社 GF 本社までご連絡下さい。
徳島県内だけでなく、四国、近畿といった近隣はもちろん、
その他の地域もご相談に応じます。お見積は無料です。

自家消費システムによる経営課題解決のお手伝いをさせていただきます。

