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一目瞭然のラベル
エコエナジーの利用者はウェブサ
イトや建物や商品にこのラベルを
使うことができ、企業のCSR（企
業の社会的責任）
において協力す
ることができます。
９ ページ

気候プロジェクト
再生可能エネルギーの認定
を通して、発展途上国におけ
る新再生可能エネルギー事
業に対する資金を毎年集め
ています。 8ページ

グローバルな事業展開
私たちが持つ持続性に関する
基準は国境を越えて、機能し
ます。
エコエナジーはグローバ
ルに展開しており、世界の１１
か国の家庭や企業においてご
利用いただけます。
5ページ

ネットワーク

エコエナジーは環境NGOによ
ってつくられた非営利団体で
す。私たちのパートナーとボラ
ンティアは私たちの日常の業
務を助け、私たちメンバーは重
要事項の決定を行います。
１０ページ

電力消費者の声を
もっと響かせるために
ヨーロッパの１６か国が加盟している環
境団体は2013年2月に初めて国際的な
電力のエコラベル事業を開始しました。
このラベルは、国際的に持続可能かつ再
生可能な電力を簡単に識別するために
作られました。
また、
このラベルの普及に
より、
そのような電力の促進をも目的とし
ています。
事業の立ち上げ直後からEU内の10か国
のエネルギー消費者と販売者に働きか
け、普及に向けた運動の結果、最初のラ
イセンス契約を結びました。2015年にヨ
ーロッパ諸国以外の国も私たちの活動に
関心があることがわかり、
アジアやアフリ
カなどの地域においても活動を始めまし
た。今日、私たちは世界中の４０か国以上
のエネルギーの消費者と販売者と共に
活動を行っています。
利用者一人一人の行いは大海の一滴に
過ぎないかもしれませんが、先頭に立っ
て動き始める先駆けの重要性は侮れま
せん。
私たちのエコラベルはエネルギー
の個人消費者や団体消費者、
また環境
団体にとっての第一歩を踏み出すための
具体的な手段を提供しています。
電力のトレーサビリティ向上や自然保護
までエコエナジーは様々な分野で活動
しています。活動の中で特に知られてお

り評価の高いものに気候基金（Climate
Fund）
があります。
エコエナジーラベルの
ついた電力を使用している消費者の皆さ
まから集めた資金で、
私たちは世界各地
のエネルギー貧困の問題に対して太陽
光発電システムの導入プロジェクトを通
した支援を行っています。
しかしこれはエコエナジーにとって最初
の一歩に過ぎません。私たちのこれまで
の活動の成果や再生可能エネルギーへ
の急速な需要の高まりによってエコエナ
ジーはさらなる飛躍を目指しています。
始動から５年の間、
エコエナジーとともに
活動してくださったパートナー、
エコエナ
ジーの利用者など、
これまで私たちに協
力してくれた方々に感謝を申し上げます。
環境団体や環境ボランティア等の非営
利組織のネットワークは私たちの活動と
成長にとってかけがえのないものです。
さあ、
ここからは次の５年間を見ていきま
しょう！

Steven Vanholme
スティーヴェン・ヴァンホルメ
プログラムマネージャー
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私たちについて
エコエナジーはエネルギーを対象とした、世界共通
のエコラベルです。
このラベルはみなさんが環境に
優しいエネルギー
（厳しい基準をクリアした、持続
可能な再生可能資源からつくったエネルギー）
を
選ぶことを手助けしています。

基準

他の再生可能
エネルギー

エコエナジー

気候基金を通した新しい再生可能エネルギー生産への支援

?
?
?

エネルギー
ミックス

風力発電
（鳥や自然環境地域に害を与えない）





水力発電（回遊魚に害を与えない）
私たちの環境基金を通して行われた河川修復



?

-
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?
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最も環境に優しいバイオエネルギー

国際的なグリーンエネルギー基準を満たした再生可能エネルギー
太陽光、
風力、
水力、
バイオエネルギー、
地熱
化石燃料、
原子力と再生可能エネルギーの混合

-

エコエナジーの概要
エコエナジーは非営利の環境系
非営利団体によるエコラベルで
す。
この取り組みは世界30カ国
以上の40に上る環境団体のネッ
トワークによって支えられていま
す。2016年から2017年にはフラ
ンス、
スイス、
ドイツにおいて私た
ちの取り組みが表彰されました。

私たちはエコエナジーの利用者の
皆さまに素晴らしい選択であると感
じていただき、
ラベルを見える形で
積極的に使っていただきたいと思
っています。家庭や会社、公共団体
等、社会の中で利用者の皆さまが
先駆けとなって発信することで、
さら
に環境に良い影響を与えることがで
きるでしょう。

エコエナジー認証されたエネルギ
ーは再生不能エネルギーより
1-2％程度の価格増加ですみ、
企業にとって費用対効果の高い
CSR活動です。
エコエナジーを通
して炭素排出量の削減とともに生
物多様性の保護も同時に行うこ
とができます。

公式アカウント

評価
エコエナジーはヨーロッパにお
ける再生可能エネルギーの選
択肢を、
またその利用率の向上
に対して最良の選択肢を体現
している。
LEED

グリーンビルディングの承認プ
ログラム

エコラベルは企業の可能性を電力購入を
通して 広げる。
温室効果ガスプロトコルの
スコープ２にも言及されているエコエナジ
ーは、
電力トレーサビリティ証明書に加えて
その電力の品質を保証する証明である。

CDP
旧名称：カーボンディスクロージャー
プロジェクト

ヨーロッパにあるホテルの多くはす
でにエコエナジーを利用している。
また彼らはそのラベルについて顧客
へ発信している。
彼らの後に続き、
環境に優しい社会の実現に向かっ
てより一層の努力をしよう。
Green Key
ホテル等の施設に与えられるエコ
ラベル

@EKOenergy
International

/ekoenergy--ekoenergia

@ekoenergy

@EKOenergy_

お問い合わせ:
		

info@ekoenergy.org
www.ekoenergy.org
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私たちの着実な成長

2017年

私たちは驚くべきスピードで多方面で成果を出してきました。
これらの成果は、
エコエナジーの利用者を増やし、
また、気候
変動に対する私たちの役割をより大きなものとしました。

2016年
2015年
2013年

• 参加NGOの間で電力に
おける持続可能性の基
準に合意
• ヨーロッパ諸国の幾つか
の国別エコラベルがエコ
エナジーに参加
• 北欧において初のエコエ
ナジー認証

2014年

• 東ヨーロッパの国際的大
規模利用者とエネルギー
会社との交渉
• LEEDヨーロッパによるエ
コエナジーの推奨
• 温室効果ガスプロトコルの
スコープ２ガイダンス策定
への参加

• スペインとフランスでのエ
コエナジーラベルを取得
した電力の発足
• アジアとアフリカのNGO
がエコエナジーのネット
ワークに参入
• 中国でエコエナジー承
認を受けた電力の販売
開始
• ヘルシンキ地域環境局が
大規模消費者として初の
エコエナジーへの切り替
えを広報

• ヨーロッパにおいてさらな
るエコエナジーへの切り替
えとその周知の開始
• グリーンビルディング、
ホテ
ルや醸造所をターゲットに
した活動
• フィンランドでオリンピック
メダリストのエンニ・ルカヤ
ルビを迎えてProtect Our
Winters Finlandとともに
活動
• EUの生物多様性保護プロ
ジェクトとして水力発電の
環境負荷に焦点を当てた
Freshabit LIFE IPプロジ
ェクトの開始

• フィンランドとドイツにあ
る３都市がエコエナジー
へ切り替え
• エコエナジー利用者から
の資金で９つの気候基金
プロジェクトと５つの河川
修復プロジェクトを行う
• 再生可能天然ガスに関
する基準の策定完了と熱
供給事業に関する基準
の策定開始
• ホテル産業とチョコレー
ト産業を対象にした活動
• アメリカとアフリカにおけ
る初のエコエナジー認証
• 私たちのスタッフによる中
国での活動
• フランスでロシェ・グル
ープ
（Groupe Rocher）
が、
ロシアでロレアル
（L’Oréal）
が、
ヨーロッ
パでVMWare（ヴイエム
ウェア）
が、
また世界全て
でSAPがエコエナジーへ
の切り替え
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世界での活躍

北ヨーロッパ

西ヨーロッパ

再生可能エネルギーへの人々の関心の高まりに伴っ
て、EKOenergyは毎年活躍の場を広げています。活動
のメインはヨーロッパですが、世界各地での活動を強
化しており、特にアジア地域に重点を置いています。

エコエナジーは西ヨーロッパの
ほとんどの国で家庭向け、
法人
向け、
自治体向けの電力として
使用することができます。
西ヨ
ーロッパにおいて、
私たちは最
も盛んに活動を行っています。

エコエナジーはフィンランドでその第一歩を踏み
出しました。現在ではエネルギー会社10社が参
加しています。
またスカンジナビア諸国やエストニ
ア、
ラトビアのパートナーと活動を続けています。

東ヨーロッパ
とロシア

東ヨーロッパは私たちが重点を
置く地域のひとつです。私たちは
この地域の消費者がより簡単
に石炭主体のエネルギーから
の切り替えを行えるようにしたい
と思っており、
そのための活動
をしています。EKOenergy for
Russiaプロジェクトを通してロ
シアの当局や消費者、
エネルギ
ー会社とのつながりを築いてき
ました。

北アメリカ

北アメリカでもエコエナ
ジーの利用は可能で、私
たちはアメリカの再生可
能エネルギーNGOとシ
ンクタンクと密接な関係
を維持しています。

東アジア

ラテンアメリカ
ペルーとニカラグアにおいて太
陽光発電プロジェクトを行いま
した。
またラテンアメリカ諸国の
環境NGOとCSR専門家との関
係構築を行いました。2017年に
エコエナジー承認を受けた電力
の販売が開始されました。

アフリカ

地中海地方と中東

カメルーン、
ギニア、
マダガスカル、
セ
ネガル、南アフリカ共和国、
スーダン、
タンザニア、
トーゴにおいて、太陽光
発電プロジェクトを行いました。南ア
フリカに置いて初のエコエナジー承
認を行いました。

2016年にはEKOenergy for Turkeyプロジェクトを通してトルコの関
係者との交流を行いました。
アラブ諸
国でのエコエナジーの活動を現在行
っており、
パレスチナでの太陽光発電
プロジェクトを行いました。

2015年には中国で初のエコ
エナジー承認を受けたエネ
ルギーの販売が行われまし
た。重慶市再生可能エネル
ギー学会とエコエナジーの
間での人材交流を行い、
私た
ちのスタッフが中国7都市の
再生可能エネルギー市場関
係者との交流を行いました。
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私たちの目指す世界

www.ekoenergy.org

私たちの目的は自然や気候の全面的な保護と破壊され
た生物生息地の修復です。
この目的を達成するために再
生可能かつ持続可能なエネルギーへの100％の転換は
非常に重要です。

再生可能エネルギー市場
の構造発展の促進

100％再生可能な社
会を目指して

世界各地のエネルギー市場において、消費
者の役割は未だに限られた範囲にとどまって
います。私たちは消費者への選択肢を増やす
ための手段の発展に参加しています。

私たちはLEED（グリーンビルディング向け
エコラベル）
やGreen Key（ホテル等の施
設向けエコラベル）
、
EUエコラベルなどのエ
コラベルに対して、
エネルギー分野におい
て100％再生可能エネルギーを使用すると
いう要素を各エコラベルの基準に組み込む
よう働きかけています。

私たちは温室効果ガスプロトコル スコープ２
ガイダンスに関する議論において市場を基盤
とした解決策を支持しました。
私たちはヨーロッパにおける発電源証明
（Guarantee of Origin ：GoO）
のようなエ
ネルギーの承認を専門的に取り扱っており、
I-REC（グリーン電力証書の国際的機関）
を
最初に支持した団体の一つです。

私たちはGlobal 100% RE Campaignと
IRENA’s Coalition for Actionのメンバ
ーでもあります。
私たちは国内外の100％再生可能エネル
ギーに向けた活動に積極的に参加していま
す。例えば2016年には、
フィンランドにおい
て政党を問わず、
すべての政治家に向けて
持続可能なエネルギーの国際的な基準の
実現可能性と利用できる枠組みに焦点を
当てた働きかけを行いました。
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生物多様性保護のために
エコエナジーの特徴の一つとして気候変動に加えて生物多様性保護も考
慮しているという点があります。
エコエナジー認証を受けた電力は、慎重に
審査された生物多様性に最小限の影響で済む発電施設から送られてき
ます。
同時に自然環境保護のための基金を運営しています。

www.ekoenergy.org

野生動物のために
エコエナジー認定を受けた太陽光・風力発
電施設は主な野鳥生息地の外にあります。
ま
たヨーロッパにおいてはNatura2000
（EU域
内での自然保護区制度）
でコウモリなどの絶
滅が危惧されている生物の生息域と指定さ
れた地域にある発電施設への認証を行って
いません。

川の生物のために
エコエナジー認証を受けた水力発電施設は、
河川への生態系への影響を最小限に抑える
といった持続可能性基準を満たしています。
エコエナジー認証を受けた水力発電の販売
者は環境基金に寄付をすることになってお
り、毎年様々な河川修復プロジェクトが基金
によって行われています。

陸の自然環境のために
私たちはバイオエネルギーの使用に関
して、厳しいルールを設けています。私
たちは廃棄物やごみの有効活用に重点
を置いており、
バイオエネルギーに農作
物を使用することを認めていません。林
産物に関しては、大きな丸太や幹、根の
使用を認めていません。

Original illustrations on this page by Līga Delvera, www.demini.lv
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気候プロジェクト
エコエナジー認証を受けた電力の販売を通して、私たちは再生可
能エネルギープロジェクトを支援しています。
プロジェクトは開発支
援の分野で実績のある信頼できるNGOによって行われています。
こ
れらのプロジェクトを通してエコエナジーでは国連の定める持続可
能な開発目標のいくつかの実現を支援しています。

www.ekoenergy.org

世界では12万人の人々が電気のない生活を
しており、27万人もの人々が清潔な調理設備
を持っていません。安価でクリーンなエネル
ギーは教育、
または貧困を抜け出すことと深く
関わっていることは明らかです。
私たちは気候基金を通して、再生可能性の高
いプロジェクトを支援しています。
トーゴでは
増加する村の住民に対して、手頃な再生可能
エネルギーを提供するナノグリッド構築の支
援を行いました

気候基金プロジェクトの多くは大都市圏から
離れた地域で行われており、
このような地域
でのエネルギーの充足性は、社会的に弱い
立場にある人々に対してよりよい機会を与え
ることにつながります。
私たちの支援するプロジェクトの多くは、家族
のためにキャリアを諦めざるを得ない女性た
ちの仕事量の軽減を目標にしています。最近
の気候基金プロジェクトでは、
セネガルにおい
て太陽光発電で動く灌漑設備を、
スーダンで
は製粉機の設置の支援を現地の女性たちと
の密接な協力のもと行いました。

すべてのプロジェクトには地域社会の強化と
いう目標があります。
タジキスタンでのプロジェクトでは
「ソーラー
発電カフェ」
の設立を支援しました。
カフェ内
では村人にインターネットへのアクセスを提
供し、
さらに太陽光駆動の照明を配布する窓
口としても機能しています。南アフリカではコミ
ュニティ内での自然保護活動団体のプロジェ
クトの支援も行いました。

p. 8

エコエナジー・２０１８年までの５年間

www.ekoenergy.org

見える形のラベル
企業にとっておしゃれで国際的に認められたエコラベルは発
信のための強力なツールです。
エコラベルを使うことで自社の
再生可能エネルギーへの取り組みと、他の人もそれに続くよう
に発信することができます。
エコエナジーの支援者によるラベ
ルの使用方法には様々なものがあります。

国際企業

包装材

エコラベルがあることで、企業にとって
再生可能エネルギーの調達が容易に
なります。
エコエナジー利用者はエコラ
ベルを自社の商品やウェブサイト、
出版
物や建物に使用することができ、再生
可能エネルギーへの取り組みを国際
的に発信することができます。

エコエナジーラベルは様々な日用
品にみられるようになりました。
こ
れによって消費者が毎日の買い物
の中で環境保護に積極的なブラン
ドを選択する手助けになります。

公共団体

フィンランドのラッペーンランタ市
とイマトラ市はエコエナジーを利
用しており、
このことを市民やパー
トナーに広く公表しています。
また、
ドイツのビーレフェルト市もエコエ
ナジーに転換しました。

食料品と飲料品

見てすぐに分かるラベルは消費者へメッ
セージを届けるのに役立ちます。
エコエ
ナジーはそのためのキャンペーンへの支
援を行ってきました。2016年には、
フィン
ランドの醸造所がエコエナジーへ転換
し、
エコラベルの使用を始めました。他国
の醸造所もその先駆けに続き、
エコラベ
ルの使用を始めています。

アスリート

スポーツチームや有名人は気候変
動に関する活動を提唱することに
おいて、
ますます重要になってきま
した。最近では、
チームやオリンピッ
クメダリスト、俳優などがなぜエコ
エナジーを利用し始めたのか、
そし
てほかの人にもそれに続くようにメ
ッセージを発信しています。
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私たちエコエナジーは問題そのものよりも結果や解決策に焦
点を置いた非営利のネットワークです。活動をするために、私
たちはボランティアとインターン、
メンバー団体、
そしてたくさん
のパートナーの皆様の働きに助けられています。

パートナー
私たちはCDPやCAN Europe、
RECS International、Green Key、
RE100などたくさんの
パートナーと協力して活動しています。Protect
Our Winters Finlandなど、
いくつかのパート
ナーはエコエナジーの定める再生可能エネル
ギーの国際的基準を使って活動しています。

メンバー
エコエナジーは責任ある消費者向け
の非営利のツールです。
私たちのメン
バーは非営利環境団体からなってい
ます。
メンバーは私たちのエコラベル
の基準を認証し、
エコエナジーを人々
に伝える活動を行います。

ボランティア
常勤のスタッフの支援を受けて活動する
ボランティアとインターンは私たちの活動
の中核です。既に世界３０カ国以上から
のボランティアを受け入れてきました。彼
らは世界各国の関係者にコンタクトをと
り、私たちの活動を世界に広めるために
不可欠な言語スキルを提供してくれます。

Report layout & illustrations (if not mentioned otherwise) by Petter Nissinen.

Original picture: Aino Huotari / POW

私たちのネットワーク

www.ekoenergy.org

