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１．問題の提起

（1）問題の背景

　1990年代初めのバブル経済の崩壊以降、地方の経済は依然として停滞ある

いは不振の状態から抜け出せていない。なかでも農村地域は、とくにその傾向
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が顕著である。農家は、農業所得の不振に加えて、所得全体の大半を占める兼

業＝農外所得およびそれに次ぐ大きさの年金等の減少、停滞に直面している1）。

農家および農村経済は、80年代には、農業所得が既に停滞していたものの、農

外所得と年金所得は増加傾向にあり、政府補助金による農業投資の積極的支援

等もあって安定した状態にあった。しかし、今日の農家、農村経済は、むしろ

それに比べて、後退した様相を呈している。

　さらに注目すべきは、最近の、台風等による山林の崩壊や河川の氾濫等など

大規模な自然災害の頻発に象徴される、農村地域における自然環境の悪化であ

る。そこには、森林生態系の劣化や森林と河川の間における水循環の悪化があ

り、その背景には我が国林業の長期の不振がある。すなわち、林業の不振の下

で、森林の過半を占めるスギなどの人工林の多くが放置されてきたこと、ある

いは農家が里山の利用をしなくなったこと等の影響が大きいと見られる。

　農村地域をめぐる経済の不振および自然環境の悪化に関する問題は、両者が

密接に関わって発生している。その意味で、二つの問題は、まさに一体的に解

決策が講ぜられる必要がある。その場合、最も望ましい解決策は、自然生態系

の修復・維持をビジネスによって実現するものである。そうすることで、自然

生態系の修復・維持の取組みが、同時に地域の新たな産業を創出し、地域経済

の活性化をもたらすことが見込まれる。

　農村地域において自然生態系の修復・維持に取り組む場合、とくに重要とな

るのは、面積の大部分を占め、その悪化が著しい森林生態系の修復・維持である。

そこでは、杉等の人工林の場合は間伐作業の実施、あるいは、広葉樹を中心と

する自然林や里山においては萌芽更新の促進が不可欠となる。その場合、それ

らをビジネスとして実現するためには、森林や里山から搬出される間伐材等を

有効に活用し、かつ、必要な費用が十分に賄われねばならない。しかし、実際

にはこれまでそれができなかったが故に、森林生態系の荒廃・悪化を招いた。

したがって、自然環境の修復・維持をビジネスとして実現するには、必要な費

用を賄い、持続的に事業を続けられる条件あるいはその前提を整えることが不

可欠となる。
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　（2）目的と課題

　こうしたビジネスを実現できる条件あるいは前提とは、ほぼ次の二つであろ

う。一つは、森林の間伐等の作業および間伐材等の加工、利用に関する新たな

技術の研究開発、もう一つは、そうした技術の研究開発を行ってもなお費用を

賄えない場合に、その不足分を補填する社会的な支援の体制である。このうち

後者については、企業等、あるいは都市地域の住民を含めて広く国民に、この

ビジネスの意義を理解してもらい、事業にかかる費用の一定部分を負担しても

らう、何らかの仕組みの構築あるいは既存の制度の利用が必要となる。

　本稿の目的は、この後者の、必要な費用の社会的負担のための、新たな仕

組みの構築および利用できる制度の導入のあり方について検討し、今後、こう

したビジネスが成立するための条件あるいは前提のあり方を明らかにすること

に、ある。

　このため、本稿の課題は、こうした観点から、今日我が国に定着しつつある

と見られる、企業による社会が抱える問題解決に関する支援のための活動、す

なわち、企業の社会的貢献（Corporate Social Responsibility。以下、「CSR」

と略称）に着目し、CSRが、我々がめざすところの、自然環境の修復・維持を

ビジネスして実現するという取組みにとって果たして有効な支援となるのかど

うか、その活動実態の把握と利用の可能性を検討し、今後の利用のあり方を展

望することにある。

　CSRとは、谷本（2014）によれば、「企業が社会や環境への配慮を経営に組み

込むために行う意思決定や諸施策を指す」2）ものであり、次の3つの次元で捉え

られるとされる3）。一つは、経営活動のあり方である。具体的には、経営活動

のプロセスに社会的公共性・倫理性、環境や人権などへの配慮を戦略的に取り

込むことである。二つは、社会的事業で、いま社会的に解決が求められている

課題に対して、企業がその知識や技術力を活用し、事業として新たな社会的商

品やサービス、社会的事業を開発することである。三つは、社会貢献活動であ

り、これには金銭的寄付による社会貢献、製品・施設・人材等を活用した非金

銭的な社会貢献、そして本業・技術等を活用した社会貢献が含まれる。

　本稿でCSRに着目するのは次の理由である。今日、多くの企業は、「経済的な

役割・責任のみならず、同時に社会的・環境的な役割と責任が求められるよう
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になり、その上で企業の存在意義や正統性が問われるように」なっている。す

なわち、企業にとって、ボランタリーな援助、寄付あるいは慈善活動に止まらず、

「本業の経済活動として取り組んで行くことが期待される」ようになっている。

言ってみれば、企業にとってCSRは、もはや当然果たすべき義務として捉えざ

るを得ない状況にあるからである4）。

　後にあらためて見るように、CSRと言われる活動(以下、「CSR活動」と略称)

の幅はかなり広く、本来的には、農村におけるこうしたビジネスも当然、支援

の対象に含まれると考える。企業のCSR活動をうまく活用出来れば、地域環境

ビジネスの実現可能性を大幅に高めることが出来る。その意味で、現状のCSR

の活動範囲はどのような状況にあるか、その実態と可能性を検討することは十

分意義のあることであろう。

　次に、こうした課題へのアプローチの仕方について述べておきたい。本稿で

は、我々が研究プロジェクトの対象としてきた岩手県陸前高田市のO地区を事

例に取り上げる。この地区では今後、企業のCSRの活用を考えている。このため、

その場合の利用の必要性を手掛かりに、企業のCSR活動の現状について、果た

してそうしたCSR活動はどのような意義をもつのかなどを検討し、CSR活動がこ

うした農村地域での取り組みにおいて、今後果たすべき役割を展望したい。

　(3)本稿の構成

　本稿では、以下の構成で議論を進める。

　2.では、まず、自然生態系の修復・維持を実現するビジネスのあり方の考え

方、すなわち、本稿で言う「地域環境ビジネス」の概念を明確にする。次いで、

本稿で事例とする陸前高田市O地区における地域環境ビジネスの取り組みの背

景を述べ、現在取組み中の関連するプロジェクトの構想を紹介する。その上で、

このプロジェクトがなぜ企業のCSR活動を必要とするのか、費用の問題等その

背景を示す。

　3.では、はじめに、経済同友会のアンケート調査を用いて、今日の企業が

CSR活動をどのように捉え、どのように取り組んでいるのかを概観する。その

上で、経団連によるCSR活動実態調査を用いて農村地域に関わるCSR活動の内容

を分析し、さらに、広い意味でのCSRをベースとした、企業等による再生可能
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エネルギー事業への取り組みを支援する制度としての、「グリーン電力証書制

度」等の利用の現状を把握すると共に今後の利用可能性について検討する。

　4.では、まず、事例として取り上げるO集落の地域環境ビジネスにおけるCSR

活動の利用の可能性と課題を整理する。次いで、我々が注目する、農村の経済

振興に寄与し得る企業のCSR活動の新たな動きを紹介し、その活用のあり方を

学ぶ。最後に、こうした企業のCSR活動が農林水産業あるいは農村にとってど

のような意味を持つのか、我が国の農業問題の展開の現局面を踏まえて展望す

る。

　5.では、全体のまとめと今後に残された課題について整理する。

　

２．自然環境の修復・維持と地域環境ビジネスの創出

　（1）森林生態系の修復・維持と地域環境ビジネスの考え方

　前章では、地域における自然生態系の修復・維持をビジネスによって実現す

ることが同時に地域振興につながること、そして、こうした自然生態系の修復・

維持をビジネスとして実現するためには、必要とする費用の一部を社会的に負

担してもらうことが必要である、との考え方を示した。本稿では以下、こうし

た考え方で実現するビジネスを「地域環境ビジネス」と呼ぶことにする。

　ではなぜ、こうした考えに至ったのか。企業のCSR活動の現状等について検

討する前に、「地域環境ビジネス」とはどういうものかについて、説明する。「地

域環境ビジネス」の考え方は、我々が(独)科学技術振興機構の各種のプロジェ

クト研究「いわて発循環型流域経済圏の形成に関する研究」(2003年度～ 2006

年度、研究代表者、両角和夫)およびその他の研究プロジェクトを実施する中

で徐々に形成してきたものである5）。

　これら一連のプロジェクト研究では、農村の地域社会における環境と経済の

両立のあり方を探ってきた。そしてまずはその過程で、検討すべき課題を次の

4つに絞り込んだ6）。

　一つは、ほとんどの農村で森林の間伐が進まず、森林生態系が悪化している

こと、二つは、地域によって異なるが、家畜の糞尿処理が必ずしも適切に行わ

れず、河川等を汚していること、三つは、水田の転作が推進される中で、水田
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が本来持つ水源涵養、地域の水循環の機能に支障をもたらしてきたこと、四つ

は、地球温暖化等の影響を受けて、海の自然生態系が悪化し、「磯焼け」問題

が深刻化していること7）、である。

　これらの問題を検討して明らかになったのは、農村における自然環境の悪化

が、地域の農林水産業の不振あるいはそこでの問題の対処が不十分であること

と密接に関連していること、である。言い換えれば、ここに見られる自然環境

の悪化は、地域の貴重な資源である森林、家畜の糞尿、水田そして海を十分活

用されていないことと裏腹の関係にある。すなわち、森林生態系の悪化は、ま

さに林業の不振に原因があること、また、家畜糞尿も単なる処理に終始し、依

然として有効活用の方途を見いだせないこと、水田転作に関する問題も、水田

が本来持つ機能の確保が十分考慮されていないこと、その一方、海の磯焼け問

題も、沿岸漁業の養殖業等へシフトする中で、海中林の修復・維持に十分の対

策が採られてこなかったことがその悪化を促進していること、がその要因と考

えられるのである。

　もとより、こうした問題は多くの要因が絡みあって生じており、対策も容易

ではないと考えられる。しかし、関連する地域資源の多角的、循環的な利用が

出来れば、環境問題と経済問題の一体的解決を図ることは十分可能であろう。

例えば、森林生態系の修復・維持に必要な間伐促進には、間伐材の有効利用の

途を切り開くことが必要である。このため上記のプロジェクトでは、間伐材か

ら木炭を製造し、木炭発電機の開発等、木炭による発電に取り組んだ8）。また、

海の磯焼けを解消し、新たに海中林を造成し再びウニ、アワビ等の生産が可能

な状態に復元するために、海中林の苗床に木炭を利用する方法も研究・開発し

た9）。この他では、家畜糞尿からメタンガスを取り、それで木炭の間接加熱に

利用し、あるいは造成した海の海中林で生産した海藻を農地の肥料として利用

するなどの研究開発も行ってきた。

　こうした地域資源の利用は、従来のように地域資源を、森林は林業のため、

農地は農業生産のため、海は漁業のためなど、いわば業態縦割りに使うのでは

なく、業態横断的に利用することを前提としている。そしてこのことは同時に、

これらの地域資源のもつ潜在能力＝ポテンシャルをより一層引き出すことを可

能にすると考えられる。
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　地域資源のこうした利用は、まさに森林から海まで、いわば「分水嶺から沿

岸まで」の地域において、地域資源を業態横断的にかつ循環的に利用すること

を目指すものである。しかし、これを現実のものとするには、そうした利用を

コーディネートする地域の主体が不可欠となる。この主体は、地域の資源利用

をコーディネートすると共に、その利用で必要な費用を賄えない場合にあって

は、先に示した企業のCSR活動のような社会的負担の仕組みの開発あるいは既

存の制度を利用する途を探ることに重要な役割があるからである10）。

　やや説明が長くなったが、こうした考え方で、地域の資源を活用して自然環

境の修復・維持をビジネスとして実現しようとすることが、ここで言う「地域

環境ビジネス」の考え方である。

　（2）O地区の地域環境ビジネス取組みの背景

　現在、陸前高田市のO地区では、地域の資源を活用し、森林の自然生態系の

修復・維持を目的に、後に詳しく説明する「地域環境ビジネス」に関するプロ

ジェクトに取り組んでいる。では、なぜO地区ではこうしたプロジェクトに取

り組むことになったのか。

　O地区は、陸前高田市西部の最奥地の山間地にあり、周囲を森林に囲まれて

いる山村である。世帯数は113戸、人口は365人(2005年国勢調査)、森林面積

は3,020ヘクタール、そのうちスギ等の針葉樹を主体とする人工林は2,015ヘク

タールと全森林面積の3分の2を占める。これらの森林のうち、3割強を占める

県有林および旧町村等の共有林を移管した部分を除く私有林は、地区のほとん

どの農家によって所有されている。1戸当たりの所有規模は、ほぼ2～3ヘクター

ル以下と零細である。

　このスギ等の人工林は、人の手で植林されたものであり、当然、育成過程に

おいても間伐等の手入れが不可欠である。和田（2011）によれば、間伐が実施

されない場合、森林内の照度が低下し、林床植生が消失する一方で、過剰に密

植された木々からは地下に涵養した水の蒸散が活発に行われ、森林の灌水機能

は大幅に低下する。このため、森林と河川の間の水循環機能を低下させ、台風

等の災害において従来にない洪水を惹起する等、自然環境を悪化させる。

　我が国では、戦後の経済復興から高度成長期に当たる1950年代から70年代初
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頭にかけて、増大した木材需要を背景に国を挙げて造林が推進された。しかし、

60年代から木材の輸入自由化が始まり、その後木材自給率は大幅に低下した。

その結果、木材自給率は70年代には50％を割り、今日では20％台で推移してい

る。一方、木材価格は80年代を境に低下した。

　O地区の林業もまさに全国と同様、50年代に植林した人工林はすでに伐採摘

期（12齢級（60年）以上）を迎えているが、林業不振の下で、間伐はほとんど

進んでいない。政府は、間伐促進のため各種の補助を行っており、O地区にも

対象となる面積は500ヘクタール強、森林全体の2割強に相当する。したがって、

間伐を適正に実施するには、少なくとも毎年約100ヘクタールの間伐を行う必

要があるが、現状はその半分にも満たない。

　近年、農家は、こうした間伐を地域の森林組合に委託している。しかし、間

伐は実際には経済的なメリットがほとんどないため、実施しているのはごく一

部の農家に過ぎない。しかも、実際に間伐が実施されても、間伐材の大半は切

り捨て状態、すなわち未利用のままに現場に放置されてきたのが実態である。

この間の事情を補足すると、平均的に見れば、間伐による間伐材販売等の収入

と必要経費はほぼ等しく、収支はほぼゼロである。しかも、間伐現場が林道か

ら遠いなどの理由で、多くの場合は赤字になっている11）。

　したがって、悪化した森林生態系の修復・維持を図り、森林と河川の水循環

を正常に戻す上で必要な間伐の推進のためには、間伐を採算のとれるものにす

ることが求められ、そのためには、後に説明する発電に利用するなど間伐材を

有効に利用する方途を見出す必要がある。

　まさにこうした課題への対処を迫られてきたことが、O地区での地域環境ビ

ジネス取組みの直接の背景である。しかも加えて、今日さらにこの取り組みを

急がねばならない事態が発生した。2011年3月に三陸海岸を襲った東日本大震

災である。

　この震災で、O集落のある陸前高田市は、三陸沿岸の中でも最も深刻な被害

に見舞われた。市の人口は、震災前24,246人であった。しかし、震災による死

亡その他で1割弱が減少、また全世帯の4割強が全滅状態になった。また、海岸

線に展開する中心市街地および漁港、その他関連施設、その他各種の工場はほ

ぼ壊滅した。一方、市内の農地約1,800ヘクタールのうち、平野部にあった水
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田約300ヘクタールも冠水あるいは流失した。

　震災の被害は、部分的には市の内陸部にも見られる。しかし、そこでは直接

的な被害は比較的少なく、とくに中山間部にあるO地区は、津波は届かず、地

震による物理的被害もほとんどない。しかし、ここで留意すべきは、二次的・

間接的な被害が少なくないことである。

　O地区の住民で当日市街地において死亡・行方不明となった方は5名に上る。

また、被災直後に行ったO地区でのヒヤリングによれば、市街地等の壊滅で、

水産加工場、食品工場、製材所、印刷会社、商店、第三セクター等に就業して

農家の農外就業者のうち15名が失業あるいは職場の閉鎖に遭遇した。これらの

被災者は、O地区の農外就業者約100名の2割弱に相当する。

　さらに震災1年半後に行った調査でも、復職した者は一部に止まり、勤務場

所が遠くなるなど雇用条件の悪化も見られる。こうした状況は、とくに農家の

若い世代を中心に、新たな雇用先を求めて集落からの他出を助長する。それを

抑えて集落の維持・存続を図るには、出来る限り迅速に集落や周辺地域に新た

な雇用を創造することが必要である12）。次に述べるO地区の地域環境ビジネス

の取り組みは、以前に増して急がれ、またより一層重要性をもつことになった

のである。

　（3）地域環境ビジネスの構想と企業のCSR活動への期待

　O地区が、現在の地域環境ビジネスのプロジェクト研究、(独)科学技術振興

機構の「分散型エネルギーの利用促進と農山村地域環境ビジネスの創出」に取

り組みを開始したのは2012年度からである。しかし、この地区では、このプロ

ジェクトに先立ち、先に述べた同じく(独) 科学技術振興機構のプロジェクト

研究にも参加してきた。今回の取組みは、そこで研究開発した「社会技術」の

成果を実際の社会に実装するというものである13）。実装する社会技術の主なも

のは、一つは、間伐材で木炭を製造して木炭で発電しそれを利用すること、二

つは、すでに示した、地域環境ビジネスの考え方を具体化すること、である。

　今回取組むプロジェクトの概要は、図1に示した通りである。既に説明して

きたように、森林生態系の修復の出発点は、図中のⅠ「自然生態系の修復(間

伐を中心に)」の段に示した太線で囲った「間伐の実施」である。まずは、こ
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の間伐によって森林生態系の修復・維持が行われ、森林と河川の水循環の修復

が可能となる。

　次に、図中Ⅱの「地域資源を活用した再生可能エネルギー生産と利用システ

ム」に示した、間伐の実施によってもたらされた間伐材を炭化することによっ

て、木炭を用いた発電を行い、その一方で、水循環の修復によって可能となる、

河川・用水路等の安定的水利用によって小水力発電を行う。

　木炭発電は、既に前回のプロジェクトで開発済みの木炭発電機および新たに

製作した木製の水車による小水力発電機を用いて行う。これらによって発電し

た電力は、別途用意した蓄電池（バッテリースタンド）に蓄電し、ここから必

要に応じて、二つの作業に給電する。作業の一つは、充電式重機等による間伐

作業の実施であり、もう一つは、電気式温室における促成・抑制栽培の実施で

ある。

　こうした発電はビジネスの面のみならず、地域社会の生活にとっても極めて

重要である。例えば、O集落は市内の最奥地にあって災害で電気の確保が出来

なくなった経験があり、自力で電気を生み出せることは、災害に備える非常用
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電源の確保の意味を持つ。また、林業作業の電化は、重労働であるこの作業の

軽減をもたらし、また、チェーンソウの電化は林業労働が原因の白蝋病の回避

につながる。加えて大事なことは、電化によって重機等のエンジンの騒音を大

幅に減少できることである。林業は、我が国の産業の中で最も労働災害の多い

と言われるが、騒音を大幅に減らすことはその重要な対策となる。　

　こうした電力を用いた再生可能エネルギーの生産とその利用は、あくまでそ

れらの収益が費用を賄うことが出来てはじめてビジネスとして成り立つもので

ある。しかし、現在の技術、あるいは近い将来に実現可能な技術を前提として

も、採算ベースを実現することは難しいと言わざるを得ない。

　詳しくは省略するが、計画した2012年の時点で見積もって、木炭発電にかか

る費用を試算すると、運転に必要な木炭の経費だけで1KWh（1キロワット/時間）

当たり約67円～ 32円となる14）。このうち上限の67円/KWhは、O地区の木炭の製

造単価（150円/kg）を、一方、下限の32円/KWhは岩手県で最も安い木炭の製造

単価（73円/kg）を用いた場合の電力の費用である。一方、水力発電の場合は、

施設設置の減価償却のみであれば28円/KWhである15）。これらに対して、O地区

で現在、東北電力から一般住民が購入している電力料金は、28円/KWhである

16）。

　したがって、O地区の現行の電力料金を前提にすれば、水力発電の場合の28

円/KWhはほぼ費用に等しいとしても、木炭発電で供給する電気が67円/KWhの場

合は39円高く、また、32円/KWhの場合は4円高いことになる。このため木炭発

電については、O地区が技術的に如何に木炭の製造コストを下げることができ

るかが重要となる。とはいえこの場合、仮に岩手県で最も低い製造単価まで引

き下げたとしても、現行水準の電力料金を下回ることはない17）。

　言うまでもなく、O地区で住民が発電した電力を実際に使うためには、まず

は現行の電気料金あるいはそれ以下で供給することが必要になる。上に示した

試算に即して言えば、仮に、O地区が木炭を岩手県で最も安い水準で製造でき

たとして、少なくとも4円以上高くなる。したがって、既に述べたように、何

らかの社会的な支援によって補填されなければ、住民に受け入れられる電力価

格で供給できない。このため、我々は図中のⅢ「社会システムの支援による地

域環境ビジネスの実現」の段に示したように、企業のCSR活動に基づく社会的
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システムの支援、具体的には、後に説明する「グリーン電力証書」などの制度

を利用して、実際にかかる費用と現行の電力料金との差額の一部を補填するこ

とを考えたのである18）。

３．企業のCSR活動と農村地域への支援の現状

　（1）CSR活動の意義と近年の動向

　先に述べたように、我が国の多くの企業は、もはやCSR活動を義務的な活動

して考えざるを得ない状況にあると言ってよい。谷本（2006）は、こうなった

のは、1990年代からであり、さらに「2003年はCSR元年と呼ばれ、その後はま

さにブームと呼べる状況にある」19）と指摘している。氏は、その背景として次

の四つ点を挙げる20）。

　一つは、株式所有構造の変化である。我が国経済の特徴をなしてきた株式の

持ち合い構造が90年代に徐々に崩れたこと、外国人株主の保有する割合が増大

したこと、および機関投資家による議決権行使の動きがみられるようになった

こと、である。

　二つは、グローバリゼーションの進展である。すなわち、資金調達、生産・

販売市場のグローバル化、そして直接投資、現地生産が増加し、海外売上比率

が過半を占める企業が増えていること、である。

　三つは、市民意識の変化、市民社会組織の台頭である。これに関しては、80

年代に豊かさの問い直しが始まり、会社人間の反省・そして会社組織と働く人

の関係の変化、95年の阪神淡路大震災を契機に公共への意識の変化があったこ

となどが挙げられている。

　四つは、CSRのムーブメントである。すなわち、欧米におけるCSR議論の活発

化とその影響およびそれに伴い欧米の評価機関、国際機関の動きが出てきたこ

とである。欧米では90年代後半以降、CSRを組み込んで企業を評価、投融資を行

う動きがみられるようになり、典型的には、市場がCSRを評価する、社会的責任

投資（SRI：Socially Responsible Investment）が進展したことである21）。

　谷本（2006）はこのように、2000年代に、企業のCSR活動が我が国に定着し

たことを示したが、次に、こうした理解を念頭に、最近におけるCSR活動に関
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する調査結果を用いて、主に、二つの側面から今日のCSR活動の状況について

みておきたい。第1点は、日本の企業は、実際に、CSR活動をどのようなものと

して捉えているのか、そして第2点は、CSR活動はどのように行われているのか

(主に金銭面、分野面で)、である。

　表1「最近におけるCSR関連の調査結果報告等」には、最近のCSRに関連する

アンケート調査結果の主なものを挙げた。2000年代の後半以降にこれら多くの

調査が実施されたことを見ても、多くの企業の関心がCSRに集まっていること

が窺える。以下では、このうち、時系列的な調査が行われている①と③の調査

結果を用いて、上記の2点について検討したい。

　　1）企業はCSRをどのように捉えているか

　まず第1点、今日、企業がCSRをどのように捉えているか、である。これにつ

いては、表1の①、公益社団法人・経済同友会が実施した「日本企業のCSR自己

評価レポート」22）のうちから、2014年(2014年5月)の結果を用いて、経営者と
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企業のCSRに関する意識の現状を中心に見てみたい。この調査は、経営者意識

調査（18問）、と自己評価シート（107問）の二つに分けて実施されている。調

査対象は、①東証１部・２部上場企業、②経済同友会会員企業、③各地経済同

友会の代表幹事・副代表幹事・幹事企業、調査期間は、2013年12月末～ 2014

年1月末である。

　はじめに、経営者の意識調査からは、以下の点に、彼らのCSR活動の受け入

れ状況が特徴的に窺える。

　①　CSR活動に対する企業の取り組みは、リーマンショック後の2010年の調

査結果に比べて増加している。それを組織面、予算面およびプロジェクト数で

見ると、それぞれ、34％（2010年13％）、35％（同14％）、45％（同21％）となっ

ている。

　②　CSR活動を「経営の中核」として考える経営者は、71％とかなり高い。

その一方で、コストと考える経営者は9ポイント減の42％と、経営者の多くが、

CSR活動を当然に必要なものと考えるようになったことが窺える。しかし、「経

営の中核」と答えた経営者のうちで、CSR活動がコストと答えた経営者は27％、

将来への投資と考えた経営者は23％であり、CSR活動の捉え方にややバラつき

も見られる。

　③　経営者が率先してCSR活動の浸透を図る企業は65％と過半を占める。

　④　非財務面を含めた企業価値への理解について、ステークホルダー（機関

投資家、一般投資家、従業員、取引先、格付機関、地域住民）から評価を得て

いると感じている企業はほぼ8割を超える。

　⑤　経営者の92％は、「社会的課題の解決に向けて企業は役割を果たすべき」

と考えている。

　次に、個々の企業の自己評価シートからは、企業がCSR活動の実施体制を徐々

に整備している様子が窺える。

　①　CSR推進体制を設置している企業は74％とかなり高く、CSR活動を重視し

た調達基準を策定しているのは57％と過半を占める。

　②　社会ニーズを踏まえて、CSR活動としてその事業化に取り組んでいる企

業は88％と大半を占める。分野別には、環境70％、エネルギー関連46％などで

とくに多い。
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　③　ISO26000(組織の社会的責任に関する手引き)を活用する企業は28％と低

い水準に止まっている。

　④　持続可能性報告書は、45％の企業が発行しているが、過半に満たない。

　⑤　CSRの関連分野別にみると、環境については、省エネなど気候変動の「緩

和策」に取り組む企業は48％ (2010年、39％ )、また、気温・降雨量変化等への「適

応策」に取り組む企業は19％ (同12％ )であり、2010年に比べ進展はみられる

ものの依然レベルは低い。

　⑥　他の分野(人権、労働慣行、公正な事業慣行、消費者に関する課題、コ

ミュニティ参画＆開発)に関しては、女性管理職比率の増加（48％）等の進展

があるもの、製品のライフサイクルアセスメントの実施では依然レベルが低い

(12％ )などの違いが見られる。

　以上、経済同友会の調査結果に即して企業がCSR活動をどのように捉えてい

るか、その現状を見てきた。この調査によれば、経営者の大半はCSR活動をす

でに義務として捉えていることが裏付けられ、CSR活動の推進体制もかなりの

程度整えられつつあることが窺える。したがって、まだ課題は多いが、既に多

くの企業が積極的に社会的責任を果たそうとしていると言える。

　　2）企業のCSRの内容はどのようなものか

　次いで第2点、企業はCSRの活動をどのように行っているのか、である。ここ

では、表1の③の日本経済団体連合会(以下、「経団連」と略称する)が毎年度実

施している「社会貢献活動実績調査結果」から、主に2012年度の調査結果を用

いる。この調査では、ⅰ）社会貢献活動支出調査、ⅱ）社会貢献活動に関する制度・

意識調査、およびⅲ）社会貢献活動事例調査の三種類が実施されている23）。調

査対象は、経団連会員企業1,326社、調査期間は、2013年5月～ 8月である。

　表2「企業の社会貢献活動の支出と1社平均支出額の推移」は、上記経団連の

調査のⅰ）の社会貢献活動支出調査の結果を基に、最近のCSR活動への支出の

状況を見るために作成したものである。

　表によれば、2000年から今日まで、回答企業数はほぼ300 ～ 400社で大きく

は変わっていない。また、総額は2000年代後半から東日本大震災が発生した

2011年の前年までは、1,500億円～ 1,800億円で推移している。2011年は、通

常部分は1,600億円とそれまでとほとんど変わりはない。しかし、震災向けに
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860億円が支出されたことで、約2,500億円に急増した。こうしたことから企業

はこの震災に対して、CSR活動によって大きな貢献をしたことが窺える。しかし、

2012年には、震災向けは143億円へと減少し、約1,800億円とほぼ通常に落ち着

いている。

　一方、1社当たりの平均金額は、2000年代の後半は3.5億円～ 5億円弱で推移

している。これが、2011年に震災関連が2億円分増加して5.7億円に急増した

が、2012年には震災関連が0.4億円と減少、結果的にほぼそれ以前の水準に戻っ

ている。ちなみに、1社当たりのCSR活動向けの支出、および企業の回答率が3

割程度であることを考慮すれば、我が国では今日、CSR活動向けに4,000億円～

5,000億円程度の金額が支出されていると考えることもできる。こうした企業

の取り組みをどのように評価すべきか、直ちに評価することは難しいが、我が
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国のCSR活動は、2000年代の後半になってから支出金額が増加し、また、東日

本大震災でもCSR活動として大きな支援をしたことからは、今日、多くの企業

によって着実かつ積極的にCSR活動の必要性が認識されていることが窺える。

　次に表3「社会貢献分野別支出割合の推移」は、2008年以降のCSRの活動分野

別の支出をみたものである。ここで用いた経団連調査では、活動を15分野に分

類している。以下では、この分類に沿ってみてその動向を見ておきたい。

　この表から、まず2012年の状況をみると、「教育・社会教育」（17.7％）、「文化・

芸術」（12.8％）、「健康・医学、スポーツ」（11.0％）、「学術・研究」（12.3％）

および「環境」（10.6％）の五つが10％以上のシェアを占める。これらは「環境」

の他では、こうしたいわば非経済的な分野での活動の比重が高いことを示す。

　これに対して、CSR活動のうち、農村地域の経済振興の取り組みを含むとみ

られる活動を絞り込むと、「災害被災地支援」（9.4％）、「地域社会の活動、史

跡・伝統文化保全」（8.1％）、「雇用創出及び技能開発、就労支援」（0.8％）の

三つが該当すると思われるが、いずれも今のところCSRの中心的な活動ではな

い。しかし、ここで留意すべきは、農村地域の経済振興に直接関わる活動の割

合は、依然として小さいとしても、全体としては増えていることである。上記

三つの活動の合計が2008年に13.9％であったのが2012年には19.2％となった。
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このことは、東日本大震災対策向けの支出が加わった影響もあるが、上記の四

つの文化・健康活動の合計が同時期に57.2％から53.8％と若干であるが後退し

たことに比べると、企業が農村地域の経済振興に徐々にではあるが目を向け始

めていることを示唆するものと言える。

　（2）CSR活動による農村地域への支援の現状

　では、企業のCSR活動が農村地域の経済振興に関わりを強めていることが窺

われるとしても、実際にどのように関わり、どのような支援を行っているのか。

次に、先の経団連調査の中のⅲ）社会貢献活動事例調査の結果を分析すること

で、その実態を探ることにしたい。

　表4「企業のCSR活動のうち農村地域の経済振興および環境活動に関するもの

の分類・集計」は、企業358のCSR活動の事例1,006件のうち、農村振興と環境

活動に関すると見られるものを、筆者独自の判断で抜出し、分類・集計したも

のである。この活動に該当するとして分類したのは、本調査で示された、①「災

害被災地支援」、②「地域社会の活動、史跡・伝統文化保全」、③「雇用創出

及び技能開発、就労支援」および④「環境」の分野である。このうち、「環境」

活動を対象に含めたのは、本稿の目指すところが自然環境の修復・維持をビジ

ネスとして実現するところにあることはもとより、この経団連の調査では、森

林保全、農林水産業に関わる諸活動のかなりの部分を「環境」活動に含めてい

ると見られるからである。
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　この表では、上記の農村地域における経済振興と環境活動を、改めて①「農

業振興・農地保全等」、②「林業振興・森林保全等」、③「水産振興・水産資源

保全等」および④「農村地域振興・自然環境保全等」の四つに分類し直し、さ

らにそれらを「通常の活動」と「東日本大震災関連」を分けて示した。

　この結果を見ると、企業のCSR活動全体（1,006件）のうち143件（14.2％）

が農村地域における経済振興と環境活動に分類できる。このうち、「通常の活動」

は118件、「東日本大震災関連」は25件であり、ほぼCSR活動の両者の割合に比

例している。

　これの活動をここでの分類に即してみると、「林業振興・森林保全等」が79

件で最も多く、次いで、「農村地域振興・自然環境保全等」が46件であり、こ

の両者で大半を占める。その一方、「農業振興・農地保全等」と「水産振興・

水産資源保全等」は少ない。では、なぜこうした状況となっているのか。上記

の四つの分類に具体的にどのような活動が含まれているのか、さらにそれぞれ

の内容を見てみよう。

　表5「CSRによる農村地域の経済振興および環境関連活動の内訳」は、筆者が

個々のCSR活動のキーワードを分類して特徴づけしたものである。

　まず、「通常の活動」の分類の中で最も多い「林業振興・森林保全等」にお

いて最も多いのは、「企業の森」(40件)である。これは、企業が森林の育成・
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保護や自然環境の改善等に役立てるため、森林・林地を購入あるいは借入して

森林を保有・管理あるいはその支援をするものである。多くの場合、当該企業

の社員・その家族等を動員して維持活動を行っており、これらの多くは農村地

域の林業の振興に直接関わるものではない。一方、林業生産と直接関わると見

られるのは、「森林整備・森づくり」、「植林運動」「里山保全」であるが、この

三者を併せても「企業の森」には及ばない。このため、「林業振興・森林保全等」

は、むしろ環境保全活動が中心であり、地域の経済振興には必ずしも直接的に

結びついているとは言えない。

　同じく「通常の活動」でみて、次に多いのが、「農村地域振興・自然環境保全等」

である。この中では、「自然環境保全」（16件）、「生物多様性確保」(5件)および「環

境教育」(4件)がその大半を占める。その一方、農村の経済振興に直接関わる「産

業振興・雇用創出」（3件）はごく僅かである。

　これに対して、「農業振興・農地保全等」で、農業生産に関連するのは「農

作業ボランティア」(2件)、「農地・耕作放棄地の再生」(2件)および「用水路清掃」

(1件)と僅かであり、農産物の加工・流通に関するものは見られない。「水産振

興・水産資源保全等」は、漁場の環境保全関連が2件のみである。

　次いで、東日本大震災関連をみると、「農村地域振興・自然環境保全等」(12

件)が最も多い。ここでは、通常の場合と異なり、環境活動はなく、全般的な

復興支援が内容と見られる「復興支援・まちづくり」(4件)の他に、「産業再生・

創出等」(3件)や「雇用創出・就労支援」(2件)という、産業の復興・振興を目

指す活動が見られる。また、「農業振興・農地保全等」(8件)が「林業振興・森

林保全等」(6件)を上回り、農地保全の関連が3件、農産物の販売関連が4件と、

通常の活動の場合より農業振興への関連が強い。また、「林業振興・森林保全等」

は植林活動および森林再生が併せて3件あり、これは林業振興に直接関連する

ものと言える。

　以上みてきたように、経団連の調査によれば、企業の農村地域における通常

のCSRの活動に関しては、「企業の森」が突出して多く、「自然環境保全」・「生

物多様性の確保」がそれに次ぐことから、企業のCSR活動は、現状では環境活

動が中心的であり、農林水産業やその他の産業振興に直接的につながるような

支援は少ないことが窺える。また、東日本大震災の関連では、産業の復興、振
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興に直接関わる活動が比較的多く見られるが、これはまさに必要に地域の強い

要望に迫られてのことと言える。

　企業のCSR活動の実態をこのように捉える限り、O地区が地域環境ビジネスを

実現するために、費用の負担を企業のCSR活動からの支援に期待することは当

面、難しい状況にあると言わざるを得ない。

　（3）グリーン電力証書制度とその利用の現状

　上に見てきた経団連の調査結果においては、今回、O地区が利用しようとし

ている、CSRをベースとした社会システム、すなわち、「グリーン電力証書制度」

などの利用については、ほとんど取り上げられていない。これは企業が「グリー

ン電力証書」の購入を、CSR活動として実施する分が極めて少ないことを反映

している。ちなみに、我が国のCSR活動について、上場企業を中心とする企業

ごとの取り組みを紹介している『CSR企業総覧』(東洋経済新報社、2013年版)で

は、こうした制度の利用実績も含めて収録している24）。

　さて、今日、O集落が再生可能エネルギーを生産する場合、費用の補填に利

用することが出来るCSR活動をベースとした制度としては、「グリーン電力証書

制度」の他に「J-クレジット制度」25）が挙げられる。両者は、目的や対象に応

じ併用して利用出来る。しかし、O地区の構想では、当面、発電のみを行う予

定であることから、「グリーン電力証書制度」の利用によって、そこでの発電

に係る費用を一部補填することを考えている。このため、ここでは、「グリー

ン電力証書制度」の運用の現状を把握し、その特徴を見ることにしたい。以下

では、はじめに、1）「グリーン電力証書制度」の概要を示し、次いで、2）グリー

ン電力証書の認定状況等、最後に3）グリーン電力証書の購買、販売価格その

他の順で見ることにしたい。

　　1）制度の概要について

　ここで言う「グリーン電力」とは、①風力発電、②太陽光発電、③バイオマ

ス発電、④水力発電(河川に設置する新設水力発電、既設設備等に付加して設

置される水力発電)および⑤地熱発電が該当する。これらの再生可能エネルギー

によって発電される電力は、「電力そのものとしての価値」に加えて、「環境付

加価値」、すなわち化石燃料に比べてCO2等の排出量が少ない電力であることか
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ら有する価値を持つとされる。この環境付加価値を証券化して、市場で取引可

能にしたものがグリーン電力証書である。この証券を購入した企業等は、工場

や事務所で消費した電力総量のうち、この証書に認定されている量が再生可能

エネルギーを消費した分と見なされる。このため企業等は、この証券の購入義

務はないものの、自主的に環境の改善に資する活動の一環として購入している。

企業は、こうした発電を支援していることをCSR活動の報告書その他で示すこ

とにより、社会的に貢献していることをアピールできる26）。

　　2）グリーン電力証書の認定状況等

　表6「種類別グリーン電力証書認定発電量の推移」は、グリーン電力証書が

市場で取引されるようになって以降の、5つの種類別の認定発電量の推移を示

したものである。2003年度までは風力発電のみであったが、2004年度にバイオ

マス発電が、2005年度に水力、2006年度に太陽光発電および地熱発電が加えら

れた。2006年度には、急速に認定発電量が倍増し、2008年度には238,113MWhと

さらに倍増、2011年度には329,967MWhとピークに達した。しかし、2012年度以

降はやや後退の様相を見せている。最近の動向に関して、とりあえず特徴的な

のは、次の2点であろう。

　一つは、2012年に、再生可能エネルギーによる発電の促進のため、コストに

見合う価格で電力会社等に引き取ることを義務付けた固定買い取り制度（以下、
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「FIT制度」と略称）が発足したが、その影響が見られることである。FIT制度は、

電力会社が当初に契約した固定価格で発電の全量を10年から20年間の一定期

間、買い取る制度である。2012年度以降グリーン電力の認定電力量が減少に転

じたのは、言ってみれば、この方が有利と判断した発電業者の一部が、この制

度に乗り換えたからである。もともとグリーン電力証書制度を利用できる電力

は、自家消費分およびRPS価値を除く電気価値で販売する分に限られていた27）。

しかし、FIT制度の発足を契機に、その分を含めて発電の全量をFIT制度によっ

て販売することを選択する発電業者が見られるようになったのである。

　二つは、グリーン電力証書制度が扱う発電の中では、バイオマス発電が過半

を占めることである。バイオマス発電は、2011年からやや認定量の減少が見ら

れるが、それでもその割合は60％以上を占める。また、バイオマス発電に次ぐ

大きさの風力発電は、2011年頃までは比率を下げつつも増加したが、2012年に

減少した。しかし、2013年度はやや増加している。これに対して、太陽光発電

は、2006年に取り扱いが始まって以降は増加の傾向にあり、2008年からは一気

に拡大、風力とほぼ同じ大きさの認定量になった。しかし、これも2013年度に

やや減少が見られるのはFIT制度の影響である。

　表7「種類別グリーン電力認証の件数と1件当たり認証量の推移」は、最近年

の認証件数と1件当たりの認証量をみたものである。この表から、上に見た最

近の動向の背景をもう少し詳しく見ることが出来る。
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　一つは、先に、グリーン電力の認定量が2010年度以降に一段と増加した背景

には、認証件数の大幅増加があったことである。認証件数は、2011年には、前

年度の1.7倍、2012年には1.6倍となったが、この件数増加の大半は、太陽光発

電によるものである。太陽光発電は、一般家庭での発電が大多数を占めること

から、発電規模も数キロワット以下の小規模なものであり、個別の単位ではグ

リーン電力として認証するケースは少なかった。しかし、最近になって、証券

発行業者が個々の家庭の太陽光発電を幾つか集めて一つのユニットを作りこれ

でグリー電力の認証を受けるケースが急増している。太陽光発電の認証の増加

により、最近年では、グリーン電力の認証件数の9割弱が太陽光発電である。

　二つは、バイオマス発電の認証量が2011年度から減少している背景には、件

数の減少の影響があると見られることである。1件当たりの認証量は、2009年

度からは僅かながら増加している一方で、認証量が頭打ちあるいは減少してい

る。こうした動向の背景には、バイオマス発電の過半が大規模な発電所による

ものであるという事情が多分に影響している。

　表8「大規模バイオマス発電所の認証電力量の推移」は、バイオマス発電の

最近の動向の背景を見るため、2008年度以降の上位10社の動向を見たものであ

る28）。これら10社についてはやや出入りがあり、順位の変動もある。ここから
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分かるのは、バイオマス発電の認証量の減少は大規模発電所の減少の影響が少

なくないことである。また、同じ大規模発電所でも、安定的に伸ばしているも

のと、一方で減少に転じたものがあることは、それらの中にグリーン電力証書

の利用の仕方についての考え方の違いがあることを窺わせる。

　なお、表示はしていないが、例えば、小規模な発電を行っている酪農家のグ

リーン電力量の認証をみると、FIT制度の導入以降も着実に伸ばしているとこ

ろもあるが、概して制度向けに全量売電に切り替えたところが多いと見られる。

　　3）グリーン電力証書の購買、販売価格その他

　グリーン電力証書は、実際に誰が購入しているのか。購入者は、企業、東京

都など地方公共団体個人等様々であるが29）、次に見るように比較的少数の企業

等が証書の大半を購

入しているのが現状

である。

　表9「主なグリー

ン 電 力 証 書 購 入

者（上位20企業等、

2010年度）」は、や

や年次が古いが、

2010年度のグリーン

電力証書購入者上位

20番目までの企業等

を見たものである。

まず、注目されるの

は、これらでグリー

ン電力認定量の4割

強を占めることであ

る。したがって、こ

れらの購入量の動

向がこの証券の売り

上げを大きく左右す
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る。また、その中でも上位の3社が、その6割を占めていることも留意すべきで

ある。ちなみに、第1位はソニー株式会社、第2位はアサヒビール、第3位は家

電販売で売り上げトップのヤマダ電機である。このことは、まだグリーン電力

証書の利用が一部の企業に止まっていることを示唆している。その他、概して

大手の企業が多いが、第6位に東京都、第9位に文京区と地方公共団体あるいは

生活協同組合コープとうきょうと生協もここに入っている。

　このグリーン電力証書を認定するのは、一般財団法人日本エネルギー経済研

究所のグリーンパワー認証センターであり、実際のグリーン電力価値の移転の

業務は証書発行事業者によって行われる30）。

　表10『登録されているグリーン電力証書発行事業者」は、2012年3月現在の

登録されている証書発行業者、56の一覧である。ここには当初から本制度の設

立に関わった、当該証書移転に関する事務を専門的に行う（株）日本自然エネ

ルギーをはじめ、同様の専門的な会社の他に、一般の会社や会社に設置されて



－ 305 －

いる環境専門部署、NPO法人、地方公共団体等様々な組織が見られる。

　最後に、実際のグリーン電力の発電コストや証書の販売価格等について見て

おきたい。

　表11「発電タイプ別グリーン電力発電コスト等」は、グリーンパワー認証セ

ンターによる発電コストおよびグリーン電力証書の取引価格等の分析資料から

作成したものである31）。調査時点は2008年とやや古いが、太陽光発電を除き今

日でもおおむね妥当すると思われる。

　この表の①に示した発電コストを見ると、太陽光発電は45円/KWh程度と最も

高いが、この間に太陽光パネルの価格が大幅に下がり、今日ではもっと低いと

見られる32）。一方、バイオマス発電を見ると稲・麦藁によるものは、43円/KWh

程度ととくに高く、次いで収集運搬等の経費が嵩む林地残材は、40円/KWh程

度、その他は11 ～ 13円/KWh程度である。また、風力は14 ～ 20円/KWh程度であ

るが、近年の発電機の大型化でもう少し低いと見られる。さらに、水力は14円

/KWh程度である。しかし、これは小水力発電（1,000KW)級の場合のコストを反

映していると見られ、山間の小河川や水田の用水路等を利用するマイクロ水力
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発電（200KW以下）よりかなり低いと見られる33）。

　表の②には、グリーン電力の証書価格を示した。太陽光発電では15円程度

/KWh、風力発電では7 ～ 10円程度/KWhであるが、バイオマス発電の場合は、5

円程度/KWh、水力発電の場合は4.5円程度/KWhである。また、さらに③は、先

に述べたように、RPS法（「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特

別措置法」（2002年6月公布）に基づいて、電力会社に新エネルギー等の電気を

売電した場合に、新エネルギー等電気相当量（RPS相当量：電気と分離して事

業者間で取引できる量）を差し引いてグリーン電力証券として証券化できる価

格である。このケースは多くはないが、バイオマス発電の場合は3円/KWh程度

であり、通常のグリーン電力価格の場合より2円程度下回る34）。なお、④にし

めした「買電価格」は、参考までに、電力会社による法人等需要者への販売価

格を示したものである。

４．農村地域における企業のCSR活動と活用の課題

　（1）O地区における地域環境ビジネスとCSR活動の利用可能性

　これまでは、O地区における地域環境ビジネスの構想実現の観点から、企業

のCSR活動の活用のあり方に関して、主に次の二つの点について分析、検討し

てきた。第一点は、我が国で現在取り組まれている一般的なCSR活動、いわば

狭義の意味でのCSR活動の実態等の把握について、第二点は、O地域が地域資源

を活用して発電した電力のコストを補填するために利用しようと考えている、

いわば企業の広義のCSR活動をベースとした「グリーン電力証書制度」の現状

と利用をめぐる問題、である。以下では、この二点の検討結果を踏まえて、O

地区のCSR活動の活用の可能性について検討、整理を行っておきたい。

　まず、第一の点、いわば狭義の意味での企業のCSR活動の実態等に関して、

である。すでに見てきたように、我が国においてCSR活動は、多くの企業の経

営においてその必要性が認められ、じつに広範な活動を展開している。しかし、

経団連の調査の結果から見る限り、農村関係に関する活動で最も多くの事例が

見られたのは、企業の森の育成や維持に関わる支援であり、言ってみれば、主

に環境保全に関わるものが中心であった。これに対して、農村地域での主たる
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経済活動である、農林水産業の振興に関わる支援活動は僅かしか見られない。

　しかし、O地区のプロジェクトで目指していることは、農村における自然環

境の修復を、地域の資源、とくに森林資源を活用したビジネスとして実現する

ものであり、まさに自然環境の保全と経済振興を両立させる取り組みである。

しかし、これまで見てきた限りでは、農村におけるこうした取り組みについて

は、現状のCSR活動を前提とすれば、その支援を受けることを期待するのは難

しいと言える。

　とはいえ、これもすでに指摘したように、農村の経済振興や環境保全に関す

るCSRの活動は徐々に増加する傾向にあり、農村の側から地道にO地区がその取

り組みの必要性を発信することで、今後CSR活動を利用できる可能性も十分残っ

ていると考えてよい。

　次に、第二点、「グリーン電力証書制度」の利用の可能性と活用の課題につ

いて、である。O地区が、グリーン電力証書制度を利用することについては、制

度的にとくに問題がある訳ではない35）。しかし、強いて今後、問題と考えられ

るのは、FIT制度が導入されて以降、グリーン電力証書制度の利用が減少に転じ

ていることである。とはいえ、この制度は、自ら発電した電力のうち、自家消

費の分について利用するものである。いわばFIT制度との間で、利用の役割分担

が出来ているので、この制度の存在価値は今後減少するとは言えない36）。

　むしろ問題として検討すべきは、O地区の場合この制度を利用しても、発電

に必要なコストを補填するには、そもそもこれだけでは不十分であると見られ

ることである。すなわち、ここで問題としている木炭発電の場合、発電コスト

は基本的に木炭の製造コストに依存しており、このコストがどの程度削減でき

るかによって、グリーン電力証書の販売によって補填できる幅が決まってくる

からであるが、次に見るように、このコストの削減はそう容易ではないと見ら

れるからである。

　先に述べたように、計画時点では、O地区の木炭の製造価格は153円/Kgであ

り、それを前提とすれば、発電コストは計算上67円/KWhとなる。仮に、O地区

の木炭の製造コストを現在より53円/kgほど安い100円/kgに引き下げることが

出来た場合、発電コストは43円/KWhと計算できるが、これでは、現行のO地区

における東北電力からの売電価格28円/KWhを15円上回ることになる。また先に
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も述べたが、仮に岩手県で最も安い木炭の製造コストである73円/kgが実現で

きたとしても32円/KWhと、現行の買電価格を4円上回る。さらに、この差額を

ゼロにするには、すなわち28円/KWhを実現するには、木炭の製造コストは64円

/kgまで削減する必要がある。

　したがって、木炭の製造コストが、今後あるていど達成が可能を見られる73

円/Kgまで削減できれば、現行の電力料金を実現するには4円/KWhの不足分以上

をグリーン電力証書で賄えることになる。すなわち、現在のバイオマス発電に

ついてのグリーン電力証書の価格＝5円/KWh程度であれば、なんとかこの不足

分を賄うことが出来る計算になる37）。

　以上のことから、「グリーン電力証書制度」の活用に関しては、木炭製造技

術の改良の如何によるが、ここでの発電をビジネスとして実現する上である程

度有効であることは確認できる。しかし、それにしてもこの制度の利用だけで

は、当面は、O地区での発電をビジネスとして実現するには十分であるとは言

えず、今後、さらに企業のCSR活動の新たな活用のあり方を考える必要がある。

　その場合、大いに参考になると思われる事例がある。それは、岩手県の葛巻

町森林組合がNPO法人「オフィス町内会」と連携して進めている、CSR活動をベー

スとした取り組みである。次に、この事例から何を学べるのか、その検討に移

りたい。

　（2）葛巻町森林組合にみる企業のCSR活動の新たな展開

　岩手県の葛巻町は、盛岡市から北西に車で約1時間、北上山地にある山村で

ある。今日では酪農とワインで知られ、また、新エネルギーの導入に取り組む

町としても全国的に有名である。これまで町は、国等の多くのプロジェクトに

積極的に取り組み、町内に風力発電、バイオガスプラント、燃料電池等を設置

し、多くの見学者を受け入れている。

　町の総人口は現在、1,020人、総世帯数2,851世帯、総面積は43,990ヘクター

ル、その大半が森林である。このうち、民有林は、36,211ヘクタール(人工林

率44.3％ )、国有林は1,123ヘクタールに過ぎない。この町は、もともと林業

で生計を立ててきた地域であり、今日の厳しい林業情勢の下にあっても、葛巻

町森林組合を中心に林業の振興に積極的に取り組んでいる。組合員数は1,130
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人、役員は9名、参事は1名、一般職員は5名、組合員所有の森林面積は33,481

ヘクタールと民有林はほとんどが組合員の所有である。

　上に見てきたO地区と同様、この町でも間伐の実施が遅れていた。こうした

事態の打開のため、葛巻町森林組合は、率先してFSC(森林管理協議会)の加工

流通認証（CoC）を取得し、建材、木炭、ペレット等様々な用途に向けて間伐

材の活用に取り組んできた。しかし、それでも間伐材の利用率は2割程度と低

調であった。そのため、森林組合は、次に見る、「環境NPOオフィス町内会」が

事務局となって始めたプジェクトである、「森の町内会」の活動に着目し、積

極的にアプローチしたのである。

　「森の町内会」の活動とは、間伐と間伐材の有効利用を促進して、健全な森

づくりに貢献し、国産材利用のマインドを社会に広めることを目的とした活動

である。このため、「間伐に寄与する紙」の使用を提案、間伐費用の不足分を

補完する新たなシステムを構築してきた。

　詳しくは省略するが、間伐サポータ―企業が1Kg当たり15円の間伐促進費を

付加した「間伐に寄与する紙」を購入して印刷用紙に使うと、この間伐促進費

の全額が間伐作業と間伐材購入に使われるというものである。この紙は、従来

の紙に比べて10％高い。しかし、企業が広告費として支払う金額のうち、紙代

は約20％に過ぎない。しかも、通常より10％紙代が高くとも、広告費全体から

見れば結局2％のコストアップに過ぎず、企業にとっても負担は僅かである。

　この場合、企業は、間伐材1m3から555kgの紙が生産できるという前提で、紙

1Kg当たり15円を追加して支払う。これは結果的に、1m3当たり8,325円の間伐

促進費を間伐の実施者に支払うことを意味する。葛巻森林組合では、この仕組

みの下で間伐材を製紙工場に出荷し、間伐材の受け取り代金に上乗せされた形

で、8,325円の支払いを受ける。森林組合は、この上乗せ分の1割を直接生産者

である森林所有者に渡し、残り9割を森林組合が実施する間伐作業の経費に充

てる。結局、この上乗せがあることで、間伐は、急速に促進されることになっ

たのである。

　現在、「森の町内会」は、東京（「環境NPOオフィス町内会」内）に総合事務

局を置いて活動を行っている。この活動に参加する企業・団体は、東京事務局

内で254、北海道事務局で10、神奈川事務局で71、中部事務局で74、そして関
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西事務局で44、合計では453に上る38）。参加者の内容を見ると、一般の企業の他、

労働組合および連合会、地方公共団体、ローターリークラブ、公益法人など極

めて多彩かつ広範である。

　こうした「森の町内会」の活動からは、広義の意味の企業のCSR活動のあり

方として、次のような点を学ぶことが出来る。その一つは、企業側が、山村側

の問題を正確に把握した上で、自分たちが出来る社会貢献活動を提案している

こと、二つは、支援を受ける側の森林組合も、農村地域における深刻な課題で

ある間伐の実態をきちんと企業側に伝え、支援を必要とする旨の発信を行って

いること、そして三つは、両者が密接なコミュニケーションを行い、連携して

健全な森づくり活動に取り組んできたこと、である。

　O地区の地域環境ビジネスの取組みも、企業側に対して農村の環境の修復・

保全の必要性をきちんと説明して十分な理解を求め、緊密にコミュニケーショ

ンをとり、連携を強化してゆけば、新たなCSR活動の活用方法が見つけられる

可能性は高い、と言うことであろう。

　（3）農林水産業、農村振興と企業のCSR活動の今後のあり方

　本稿の冒頭で述べたように、バブル経済の崩壊以降、地域経済は依然として

停滞・不振から抜け出せず、なかでも農家や農村経済にあっては、1980年代に

比べてむしろ後退した局面にある。このことは、この間の、我が国農業問題の

局面変化を如実に示すものでもある。農業問題は、もともとは農業が資本主義

経済にうまく適合し得ないが故に発生する問題である。我が国において農業問

題は、資本主義が成立した明治から高度成長期にかけては、農家の貧困問題と

して現れたが、1970年代にほぼ解消された。しかし1980年代になって再び新た

な問題の発現をみた。すなわち、それまでの農家の貧困問題が、いまや我が国

の農業、農村の存続を揺るがす、より深刻な問題に変化したのである。

　おそらく、この80年代は、農家や農家経済にとって、高度成長期以降ではもっ

とも豊かな時代であった。農林業生産と所得はすでに伸び悩みを見せていたも

のの、農家の大多数は兼業所得や年金所得の増加により、農家の総所得はむし

ろ増加、農村経済もこれまでになく安定化する傾向にあった。また、政府によ

る所得の補填や投資に対する補助金もかなりの高率で行われ、必要な土地基盤
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の整備や農業機械の更新も一定程度行われていた。

　しかし、80年代末のバブル崩壊以降、グローバル経済化の急速な展開もあり、

また、中央および地方政府の財政が悪化する中で、その影響は地域経済に強く

表れている。なかでも農業は、食料の自給力を大幅に低下させ、後継者の不足

から生産の担い手不足に当面し、さらに中山間地域では、人口減少そして耕作

放棄地の増加に悩み、農業、農村が本来持つ多面的機能は大きく後退している。

　したがって、こうした深刻な農協問題の局面を打破するには、地域の自然環

境を修復・維持し、経済の振興を図ることが必要である。とはいえ、もはや80

年代までのように、農家の兼業所得や年金所得の増加、あるいは政府の財政支

援に多くを期待することは難しい。その意味で、自然環境の修復・維持が新た

なビジネスになり、これが地域経済の振興をもたらすための、新たな社会的な

仕組みの構築が必要であり、そこで今後大きく期待されるのが、これまでみて

きたような企業のCSR活動と言える。

　もとより、デフレ基調から抜け出せない今日の経済状況を考慮すると、CSR

活動に積極的な大企業に対しても、その支出の大幅な増額を求めることは難し

い。しかし、先に見たように、企業はCSR活動に4 ～ 5千億円程度は支出してい

ると推計され、また、この金額のうち、約2割程度が、現在でも村に向けられ

ていると見られることから、約1,000億円程度は、農村の経済振興に向けるこ

とは可能であろう。

　要は、今日、企業はCSR活動で何をすることが最も重要か、を改めて問うこ

とであろう。我が国の自然環境の悪化を考慮すれば、農村地域の自然環境を修

復・保全し、あるいは災害の抑制、水源を涵養する等の多面的機能を確保する

こと、そしてまた、我が国の停滞する地域経済の安定や食料の安全保障を考慮

すれば、農業生産の維持・食料自給あるいは農村地域での経済と雇用の安定を

図ることは、極めて緊急な対策を要する課題である。そうした観点からは、農

業、農村をCSR活動で支援することが企業側にとっても重要な課題の一つと言

えないであろうか。

　一方、農村地域の側からは、企業の側にこうした問題の所在と支援の必要

を企業の側に説明し、企業のCSR活動を積極的に受け入れたい旨を発信するこ

とが、当面の最重要の課題であろう。企業のCSR活動が今後わが国社会にとっ
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て本当に役立つには、こうした農村地域と企業等が密接なコミュニケーショ

ンをとりつつ、連携して活動を展開する関係を作り上げることが必要と思われ

る39)。

５．まとめと残された課題

　（1）まとめ

　本稿の目的は、農村地域において、悪化した自然環境の修復・維持をビジネ

スとして実現する上で必要な、企業、都市住民等による費用の社会的負担のた

めの、新たな仕組みの構築および利用できる制度の導入のあり方とその課題を

明らかにすることにあった。

　本稿では、こうした観点から、今日、人口に膾炙しつつある企業の社会的貢

献に着目し、このCSR活動が果たして、自然環境の修復・維持をビジネスして

実現する上で有効な支援となるのかどうか、CSR活動の実態把握と利用の可能

性、今後の課題等を明らかにすることを具体的な課題として分析、検討を進め

てきた。この結果を整理すると次ようになる。

　一つは、今日、企業のCSR活動は、多くの企業の経営者にとって、すでに義

務として捉えられるようになっており、また、CSRを推進する体制もかなりの

程度整えられている。これは谷本（2006）等がすでに指摘しているところであ

るが、本稿で用いた経済同友会等の調査によっても確認できる。

　二つは、経団連の調査によれば、企業の平均で3.5 ～ 5億円のCSR活動への支

出が見られること、また、そのCSR活動の内では、①教育・社会教育、②文化・

芸術、③健康・医学・スポーツ、④学術・研究、そして⑤環境が、それぞれ

10％以上のシェアを占める。このことからは、いわば非経済的な分野の活動と

環境活動に重点があることが窺える。

　三つは、同じく経団連の調査から、農村地域の経済振興に直接的に関わると

見られる3つの活動(被災地支援、地域社会の活動等、雇用創出等)のシェアの

合計は、近年、僅かながら増加している。これは上記の非経済的分野の活動が

徐々にシェアを低下しているのと対照的であり、今後の農村地域への支援の増

加の可能性を窺わせる。
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　四つは、経団連調査の事例調査を用いて分析すると、これまでのところ農林

水産業その他の農村地域の経済振興に直接つながる支援の事例はあまり見られ

ない。これに対して多く見られるのは「企業の森」や自然環境の保全、生物多

様性確保などの環境保全活動である。

　五つは、企業のCSR活動をベースとするグリーン電力証書制度は、バイオマ

ス発電を中心に、2000年代後半に急速に利用が進んだが、2012年度にFIT制度

による再生可能エネルギー電力の固定価格買い取りが始まったことでやや停滞

に転じた。とはいえ、この両制度の役割分担は明確であり、また、電力自由化

で利用は増える傾向にあるとの見方もあり、予断は許されない。

　六つは、O地区の地域環境ビジネスのプロジェクトは、グリーン電力証書制

度を利用することで、発電にかかる費用をある程度補填することは期待できる。

しかし、現在の技術改良の見通しでは大幅な費用削減は難しいと見られ、さら

に広く企業のCSR活動の活用のあり方を考える必要である。しかし、経団連の

調査で現状の狭義のCSR活動を見る限り、O地区の取組みを支援するような事例

は見られない。

　七つは、しかし、最近になって、今後の企業のCSR活動の新たな展開を期待

させる事例が見られる。注目されるのは、岩手県の葛巻町森林組合の事例であ

る。この事例では、農村側と企業側が密接なコミュニケーションを行い、連携

して地域経済の振興を図っており、学ぶところが少なくない。

　以上のことから、我が国の企業のCSR活動は、現在のところは農村の経済振

興および自然環境の修復・維持に大きな寄与をしているとは言えないが、今後

その役割が増大することは期待できる。そこで必要なことは、農村地域の経済

振興と自然環境の修復・維持を進めることが我が国社会の持続的発展を図る上

で重要であるとの認識を、農村地域側と企業側が共有することである。そのた

めには、農村地域側からも企業側に発信して、問題の所在と課題を説明して十

分な理解を求め、かつ、両者のコミュニケーションを密接にし、お互い連携し

て行動することが必要であろう。

　（2）残された課題

　本稿では、今日見られる企業のCSR活動が、農村地域の環境修復・維持と経
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済振興に果たしてどの程度有効であるか、という課題を設定し検討を進めてき

た。しかし、今回利用できたアンケート調査や事例調査等の資料は、経済同友

会や経団連の調査等が中心であり、検討は限られた範囲に止まった。今後はよ

り多くの事例等を調査し、CSRの農村への関わりの実態の調査を進める必要が

ある。その意味で、本稿はこうした研究を始めるための序説に過ぎない。

　企業の農村地域を支援するCSR活動は、青木（2014）が言う社会の新たなルー

ルとして、制度論的な観点からその持つ意義をさらに検討する必要がある。し

かし、今回の研究ではそこに至るまで問題を詰め切れなかった。今後、農村地

域は、CSR活動による農村地域の自然環境の修復と地域経済の振興への支援を

期待してよいのか、我々はさらに今日の企業のCSR活動が持つ意味について調

査研究を深めたい。

　これらに加えて、残された重要課題として、今後の我が国の農村地域の大半

を占める森林あるいはそこでの林業のあり方をどのように展望するのか、その

ビジョンの検討、提示がある。今後、企業のCSR活動の活用のあり方を考える

場合には、こうしたビジョンを持つことは不可欠である。我々は目下、林業の

新たなあり方に関して調査、研究を行いつつあるが、その成果を活用しつつ、

こうした課題に取り組むことにしたい40）。

　

注

１）農家の総所得（農業所得、農外所得、年金等の移転所得の合計）は、1980年代を通し

て増大傾向にあった。農林水産省の「農家経済調査」（1994年まで継続した家計を含め

た調査）によれば、1980年度の全国平均の農家総所得は5,594千円、1990年度では8,399

千円と、この間に約1.5倍になった。このうち、農業所得は1,000千円前後と停滞したが、

農外所得が3,563千円から5,438千円へ1.5倍、年金等の移転所得は1.7倍へと増加、引

き続き、1990年代半ばまでは増加傾向を辿った。しかし、その後は減少に転じ、この

統計が使える2003年までは減少傾向にある。2003年以降は、農林水産省の統計が、従

来の世帯単位から、農業経営単位の「農業経営統計調査」（1995年度～）に移行したた

め、農家総所得の動向をみることは出来ない。しかし、この統計を用いて農家所得（農

業所得と農外所得のみで、年金等移転所得は含まれない）の推移をみると、2003年度

は5,113千円であたのが、2012年度は4,762千円と、この間に約7％の減少となっている。

２）谷本は、今日のCSR研究の中心的存在であり、本稿でのCSR理解はほとんど氏の研究成
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果に負っている。谷本（2014）pp40。

３）谷本（2006）pp66。

４）谷本（2014）、「はじめに」ⅰ頁。

５）このプロジェクト研究は、(独)科学技術振興機構の社会技術研究開発センターに受託

研究として採択されたものであり、東北大学大学院農学研究科およびNPO法人岩手銀河

系環境ネットワーク（代表両角和夫）が協働して、岩手県の葛巻町、奥州市および気

仙地域（陸前高田市および住田町）を対象に調査、研究に当たった。結果は、両角（2008）

で詳しく報告している。ちなみに、社会技術研究開発センターの名称にも用いられて

いる「社会技術」とは、社会問題を解決するために、自然科学と社会科学が融合して研

究開発する技術のことであり、英語名は、“Science and Technology for Society”で

ある。

６）こうした問題は、主に本プロジェクトの対象での調査によって整理したものであるが、

東北地方の三陸沿岸地域ではほぼ共通して見られる。

７）磯焼けとは、沿岸域の浅い海底に繁殖している海藻がなくなるという異常現象をいう。

この原因は未だ十分解明されてはいないが、地球温暖化の影響も少なくないと言われ

る。詳しくは、この研究の第一人者として多くの成果を出された、谷口（1998）を参

照されたい。

８）これは、先に述べた「いわて発循環型流域経済圏の形成に関する研究」の成果の一つ

である。2006年から研究開発を進め、今日までに3台の木炭発電車を試作した。現在の

第3号機は、軽トラックの荷台に木炭水生ガス発生装置を搭載、ここで発生したガスを

ガソリンの代わりにエンジン（排気量660CCのガソリンエンジン）に送り、エンジンの

回転で発電機を動かし、7.5KWを発電する。ちなみに、それまでの2台がO地区の住民等

を中心に自前の資金で製作したが、この3台目は岩手県の補助を受けた。

９）陸前高田市の広田湾で、磯焼け対策のため海中林を人工的に造成することとし、広田湾

漁業協同組合と協働で、海藻の苗床である藻礁を実験的に作成し、実際に海底に定植

した。この人工藻礁には、苗の成長を促進するため藻礁に家畜の糞尿を炭化した板状

の木炭を組み込んだが、多くの肥料成分が含まれることから成長を促進する効果があっ

た。この実験は2006年から本格的に行ったが、2011年の東日本大震災の影響で、以降

中断を余儀なくされている。

10）本稿で述べてきたように、こうしたビジネスを実現するために地域資源の循環的利用

を促進すると共に、企業等に働きかけて社会的な支援を引出すため、市町村の区域と

は別に、分水嶺から沿岸までの地域を一つの圏域として捉え、地域のコーディネート

主体をおくことが必要であると考えた。こうした圏域の設置と地域主体により地域資

源の利用をマネージメントする場を「循環的流域経済圏」と呼んでいる。次に示す、陸

前高田市のO地区のプロジェクトにおいても、別途、気仙地区(陸前高田市と住田町)を

単位とする循環的流域経済圏の中に位置づけたいと考えている。

11）1m3（立方メートル）の間伐材の販売による収入と、費用の関係をみるとおおむね次の
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ようになる。収入は、間伐材を市場で販売した収入約7,000円と政府の補助金約3,000

で合計10,000円になり、一方、費用は、間伐作業の費用が3,500円、伐採現場から近く

の林道までの搬出費用3,500円、林道から取引場所までの運搬費用2,000円、これに森

林組合に支払う手数料1,000円で、合計10,000円となる。したがって、平均すれば収支

は均衡するが、実際には条件の不利な場所が多く、そこでの間伐はほとんど赤字になる。

12）O地区は、高齢化が進んでいるとはいえ、陸前高田市でも特筆される活性化した集落で

ある。この要因の一つとして我々が注目しているのは、地区内に伝統的に続く民俗芸

能の存在である。この地区は3つの行政区（1行政区に3つの集落がふくまれる）からな

り、それぞれに一時中断した時期もあったが、明治以降、民俗芸能が引き継がれてきた。

民俗芸能があることで、集落の子供ははやくから社会性を身に着け、また集落への帰

属意識も高い。しかし、今回の大震災によって急速に集落の人口が減少すれば、こう

した活動もできなくなり、集落の持続性が損なわれる恐れがある。今回の地域環境ビ

ジネスのプロジェクトで、出来るだけ雇用を確保する道を探し、人口の減少を食い止

めることは重要な課題である。

13）「社会技術」の意味については、先の注5で示してある。

14）算出の根拠については、両角（2011）を参照されたい。ちなみに、これまでの調査を

踏まえて、木炭1トンで2,3KWhの発電が出来ると仮定している。ただし、こうした算出

根拠については今後は更なる調査の裏付けが必要である。

15）水車は間伐材を用い、地元の大工に依頼して作ることを前提に、推計したものである。

16）この地区は、通常平地部であれば22 ～ 23円/KWhであるが、それに比べて28円/KWhと

いう電力料金はかなり高い。これは市内の最奥部にあるためであろう。これらは和田

（2011）が集落の全世帯から聞き取った結果による。

17）もとより、ここでの費用の見積りには、水力発電ではメンテナンスや人件費、木炭発電

では発電施設の減価償却費や人件費を除外しており、さらにこうした費用を加えると、

供給できる電力の費用は、現行の電力料金を大きく上回ると思われる。ここで述べた

いことは、現在の技術や今後の技術の改善を考慮しても、当面は費用が供給価格を大

幅に上回り、何らかの形で社会的な支援あるいは負担を仰がない限り、ビジネスとし

ては展開できないこと、である。　

18）あくまで今回の地域環境ビジネスの構想の段階での見積もりに過ぎず、今後、間伐に伴

う収支や電気式温室での有機野菜の栽培の収支について十分精査する必要がある。計

画の上では、木炭発電が現行の東北電力からの電力料金と同じ金額で供給できれば、採

算が合うと目論んだ。ここでは、こうしたビジネスの前提が東北電力と同じ28円/KWhで

あることから、まずはその金額での供給が可能とするために必要な補填額を算出して、

それとの差額を見たに過ぎない。

19）谷本（2006）pp66。

20）谷本（2006）によれば、CSRの1970年代の半ばに「企業の社会的責任論」が話題となっ

て以降、こうしたブームは二度目であるという。pp40。
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21）SRIというのは、基本的に企業活動を財務面のみならず、社会、環境面からも評価し

投融資先を決定してゆく方法であるとされ、谷本（2006）は、「金融、すなわち経済活

動の基本的な部分である資金の調達の局面において、こういったスタイルが広がれば、

CSRを定着させてゆく大きな力となりうる」としている。谷本（2006）pp110。ちなみに、

日本のSRIの市場残高の推移をみると、2000年代当初は、2,000億円以下（投資信託のみ）

であったが、2005年12月から急速に増大し、2007年には1兆1,100億円を超えた。しか

し2008年のリーマンショックで減少し、2010年には8,000億円に回復、その後債権が過

半を占めるようになった。最近時点の2014年6月現在では、8,903億円である。さらに

最近のSRIの動向やその意義については、谷本他（2013）を参照されたい。

22）経済同友会は、2002年度に、第15回企業白書「市場の進化と社会的責任経営」（2003年3月）

で企業の社会的責任の意味と重要性を示した。CSRと言う言葉が定着したのはその後の

ことである。翌2003年度に、経済同友会の会員229社が自己評価シートを用いた自己評

価を実施し、その成果が「日本企業のCSR:現状と課題-自己評価レポート2003」として

公表された。詳しくは省略するが、これ以降、調査は内容の充実を伴いながら今日ま

で毎年度実施されている。

23）三つの調査のうち、ⅰ）とⅱ）は毎年度実施されているが、ⅲ）の事例調査は3年ぶり

に行われた。三つの調査について、回答数と回答率は、それぞれⅰ）397社、29.9％、ⅱ）

420社、31.7％、ⅲ)358社、27.0％である。

24）『CSR企業総覧2013』(2013年11月)では、1,210社におけるCSRの取組みを企業ごとに紹介

している。その中で、CSRの一環として、「グリーン電力証書」の購入実績も示されている。

しかし、この購入分は、グリーンエネルギー認証センターの業務資料によればグリー

ン電力証書の購入を、CSRとして購入したものであり、この分は企業が実際に購入して

いるグリーン電力のごく僅かを占めるに過ぎないと見られる。ちなみに、企業が、直

接CSRとして購入したものは、日本エネルギー経済研究所のグリーンエネルギー認証セ

ンターの業務資料によれば、2012年度が1.5％、2013年度が0.1％である。残りの大半は、

事業所用、温対法等の公的制度への対応、商品・サービスなどのために購入されている。

先に示した、経団連の調査においても、「グリーン電力証書」がCSRの取組みとしてほ

とんど取り上げられていないのは、こうした理由によると考えられる。

25）「J-クレジット制度」とは、企業等が自主的に、本制度によって認められた方法論、例えば、

省エネ機器の導入や森林経営などの取組み等によって実現したCO2等の排出削減量や吸

収量を、国がクレジットとして認証し、これをCO2等の温室効果ガスの削減を目指す「低

炭素社会実行計画」の達成やカーボンオフセットなどに活用することを目的とした制

度である。

　 　 この制度は、2008年10月に開始された「国内クレジット制度」および同年11月に開始

された「オフセット・クレジット（J-VER）」が統合され、2013年4月に新たに「J-クレジッ

ト」として発足した。この制度では、CO2等の削減量をクレジットにするには、予めそ

の削減を行うプロジェクトを国に申請し認証を受ける必要がある。この場合、どうい
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う内容のプロジェクトであれば認証されるのかについては、予め方法論が提示されて

いる。この制度は、CO2の削減を実施するプロジェクトであれば、基本的に対象とされる。

このため再生可能エネルギーによって発電するO地区の地域環境ビジネスの取組みの場

合も、実際にCO2の削減を伴うことになるため、その分は、「グリーン電力証書」と区分

することで十分対象になる。

　   なお、ここに出てくる「低炭素社会実行計画」は、2009年に経団連によって策定され

たもので、基本的な考え方は次のようである。「2050年における世界の地球温暖化ガス

の排出量の半減目標の達成に日本の産業界が技術力で中核的役割を果たすことを」共

通のビジョンとして掲げ、その実現のため10年後の2020年まで、国内においては最先

端の技術の最大限導入などによってCO2を最大限削減する。また、海外においては、温

暖化防止に向けた意欲ある取り組みを積極的に支援する。同時に、2050年半減のため

のブレークスルーとなる革新的技術を戦略的に開発する。2013年度で計画策定業種は

52である、などである。

　 　また、カーボンオフセットとは、企業等が自らCO2等の温室効果ガスを削減する努力

はしても、どうしても削減できない場合、その排出量に見合った分の削減活動に投資

すること等により埋め合わせるという考え方である。わが国では、環境省がカーボン

オフセットの指針を定め、普及を図っている。

26）グリーン電力証書の取引は、2000年11月に、日本自然エネルギー株式会社が開始した

スキームである。2001年6月には第三者認証機関として「グリーン電力認証機構」（任

意団体）が設立され、2008年4月にはその業務が、「グリーンエネルギー認証センター」（一

般財団法人日本エネルギー経済研究所に付属された機関）に移管された。

27）発電事業者が、RPS法（「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」

（2002年6月公布）に基づいて、電力会社に新エネルギー等の電気を売電した場合、新

エネルギー等電気相当量（RPS相当量：電気と分離して事業者間で取引できる量）を差

し引いた価格で、グリーンエネルギー証書を販売できる。

28）ここに示した発電所のうち、森ケ崎発電所は東京都の下水汚泥処理によるバイオガス

発電施設であり、その他はほぼ製材所で端材を使って発電している。いずれもグリー

ン電力として認証されるのは、原則として、工場の電気を賄うなどの自家消費分である。

29）幾つの企業等が購入者であるかは定かではないが、大手のグリーン電力証書の発行業者

の一つ、最近時点(2014年)日本自然エネルギー株式会社の契約者リストを見ると、175

団体が数えられる。ここには、一般の企業はもとより、地方公共団体、学校法人、町

内会などが含まれている。また、年間契約規模でみると、1,000MWhを超える大規模な

取引先は69、逆に10MWh以下の小さいものは16である。

30）グリーン電力証書の申請、認証は次の手順で行われる。①グリーン電力証書利用者は、

証書発行事業者と証書発行に関する契約をする。②証書発行事業者は、対象となる発

電設備につき認証センターの設備認定を受け、認定が得られたら発電事業者と発電委

託契約をする。③証書発行業者は、発電事業者から発電実績の報告を受け、認証セン
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ターに電力量の認証申請を行う。④証書発行事業者は、電力量認証を受けた、「環境価値」

について、証書購入者に対してグリーン電力証書を発行する。

31）グリーン電力証書の価格は、あくまで市場での相対取引で決まるものであり、ここに

示されているのは平均的な水準を推計したものである。実際の例としては、例えば最

近時点で見ると、ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社がネットに掲載した

販売の単価（2014.10.29）で、太陽光では、12.5円～ 14.0円/KWh、水力では13.0/KWh、

バイオマスでは6.0円/KWhなどがある。

32）参考までに、FIT制度で、コストを勘案した太陽光発電の電力会社による買い取り価格は、

2014年度（2014年4月～ 2015年3月）10KW未満で37円/KWh、10KW以上で32+税/KWh、である。

33）参考までに、FIT制度で、コストを勘案した水力の買い取り価格は、小水力発電（1,000KW

～ 3,000KW未満)では24円+税/KWh、マイクロ発電では（200KW未満）では34円+税/KWh。

その中間の規模（200KW ～ 1,000KW)で29円+税である。

34）2012年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

が施行されたことに伴い、PPS法は廃止された。しかし、当分の間経過措置があり、現

在もグリーン電力として販売は可能である。

35）O地区の取組みは、日本エネルギー経済研究所のグリーンパワー認証センターのグリー

ン電力の認証に関わる規定等に照らせば、認証の対象になると考えられる。

36）矢野経済研究所の「グリーン電力市場に関する調査結果　2014-2016年度の電力小売り

全面自由化とともに、グリーン電力の供給事業が急速に拡大-」(2014年8月31日)によ

れば、最近、新電力事業者自由化市場においてビジネスとしてグリーン電力を調達し

供給する事業が形成されてきている。すでに電力小売りが自由化されている高圧分野

がそうであり、さらに2016年度には電力小売りが低圧分野まで自由化されることなど

を勘案すると、2020年度まで、年率36.6％で拡大すると展望している。

37）先にも述べたように、O地区の木炭製造の技術が、仮に73円/kgの木炭を利用できると

しても、ここでの計算には機械の減価償却や人件費を考慮していない。その意味では、

ここでの計算はあくまで最小に見積もったものであり、とりあえずの見当をつけるも

のに過ぎない。おそらく、木炭の製造費用がkg60円台になれば、発電費用が実際に28

円/kwhを割込むと思われる。しかしまだ実現は難しいと考える。

38）北海道事務局は、株式会社エコノス、神奈川事務局は、神奈川県企業局利水電気部発

電課内、中部事務局は、中部電力環境部環境経営グループ内、および関西事務局は、日

本製紙(CSR活動)内に事務所を置いている。

39）関連して、今後の農村地域の持続的な発展のために、都市地域が農村地域を支援する

あり方を考える必要がある。小嶋（2014）は、ドイツの農業財政に言及する中で、ド

イツでは工業が盛んな地域である南部諸州が、農業を担う北部諸州を財政的に支援し

ていることを指摘しており、これを敷衍して都市地域が農村地域を支援することの必

要性を説いている。このことは、今後の我が国の農村地域への支援を考える上で、大

いに参考にすべきことであろう。
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40）我が国の林業、とくにそこでの間伐については、農家林家は、1980年代に木材価格の低迷・

下落が始まって以降、それをもっぱら森林組合に委託してきた。しかし、こうした委

託型の林業のみでは、我が国農村地域の大半を占める森林生態系の修復・維持はもと

より、折角の資源を地域の経済振興に活用することは困難と見られる。今日、こうし

た問題の解決に実践的に取り組んでいるのが、自伐型林業を推進する中嶋健造氏らの

グループである。このグループは、2014年7月には、その全国組織である自伐型林業推

進協会を発足させた。自伐型林業に関して詳しくは、中嶋（2012）および佐藤他（2014）

を参照されたい。
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