価値創造への取り組み

電力・再生可能エネルギーセグメント
ネルギーセグメント
事業概要

電力事業では、高効率で環境負荷の低い天然ガス
火力発電、製油所精製過程で発生する副生ガス・残
渣油などを利用した火力発電のほか、太陽電池・風
力・バイオマスなどの再生可能エネルギーなどの発
電事業を国内外で展開しています。また、これらの自
社保有の電源などを活用して、電力小売事業を国内
で手掛けており、多様化するお客さまのニーズに合
わせたさまざまな電力メニューを提供しています。

■

売上高

■

（億円）

営業利益＋持分法投資損益

（億円）

2,000

0

1,371

1,500

るソーラーフロンティア（株）
と共に、CIS 薄膜太陽

1,000

電池パネルの研究開発および生産・販売を行って

500

-80

0

-100

います。

-40
-60

2018（概算）

社会課題
■

エネルギー自給率の低い日本におけるエネルギーセキュリ

■

-75
2018（概算）

2019

（年度）

再生可能エネルギーを含めた多様な自社発電所の電源構

化石燃料の消費に伴う温室効果ガス増加による地球温暖化

■

太陽光発電所の開発に係る知見・ノウハウの蓄積

人口減少や過疎化、再生可能エネルギーの普及拡大によ

■

発電から小売まで一体となったサプライチェーン

る電力需給構造変化への対応

■

需要家・一般のお客さまのニーズに応える多様な電力小

人口増加が見込まれる海外における電力需要の増加

■

2030 年以降予測される使用済み太陽電池モジュールの大

成と運営ノウハウの蓄積

売メニュー
■

量廃棄問題

■

国内外での政策・制度変更による事業採算性の悪化

■

国内小売事業のさらなる競争激化

■

電源立地に適した地域における送電線混雑に伴う工事の

機会
■

気候変動対応に伴う再生可能エネルギー・高効率発電へ
のニーズの高まり

■

長期化・接続コストの増加
太陽電池パネル市場における競争激化に伴う販売価格の

CIS 薄膜太陽電池を含む太陽電池パネルの研究開発の知
見および生産ノウハウの蓄積

リスク

技術革新・政策支援による導入コスト低下による再生可能
エネルギーへの転換促進

■

低下
■

（年度）

■

■

■

2019

強み

ティの確保
■

-5

-20

1,277

太陽電池事業については、グループ会社に当た

国内でのエネルギー供給の強靭化、地産地消、自家消費な
ど分散型エネルギーへの社会的ニーズの高まり

太陽電池モジュールやその部材のサプライチェーンのグ

■

国内電力事業に係る制度変更に伴う事業機会の拡大

ローバル化による調達リスク

■

新興国・アジアを中心とした電力需要の増加

■

高度循環型社会に向けたリサイクルニーズの高まり

事業環境
国内では、新たな市場の整備、再生可能エネルギーの主力電

一時大きく減少しました。経済活動は復旧しつつあるものの、今後

源化への動き、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）

も経済活動の動向の変化、家庭における新たな生活様式や働き方

の見直しなどの政策による影響や脱炭素化・技術革新の進展が

改革の定着などにより、電力需要構造の変化が予測されます。

想定されます。一方で、太陽電池パネル製造においては、引き続
き中国メーカー参入による競争の激化が懸念されます。

2020 年初に世界的に流行した新型コロナウイルスによる経済
活動の低迷により、工場やオフィスの稼働が低下し、電力需要も
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海外では、再生可能エネルギーのさらなる普及や新興国の経
済発展による電力需要の増加が想定される一方、国内同様コロ
ナ禍の影響が足元では続くと見込まれます。

収益基盤事業の構造改革

成長事業の拡大

次世代事業の創出

地球環境・社会との調和

デジタル変革の加速

中期経営計画
電力・再生可能エネルギーセグメントにおいては、
「多様化する

海外においては、北米におけるガス火力発電事業の推進によ

エネルギーニーズに、当社ならではの電力ソリューションの開発・

り、収益確保のみならず発電所運営や自由化市場のノウハウ習得

提供で応え、国内外のサステナブルな社会づくりに貢献します」

を通じて国内電力事業における競争力強化につなげます。また、

をミッションに掲げ、事業に取り組んでいます。

日照条件や政策などの環境が整った北米や東南アジアを中心に、

国内においては、自社保有の発電所の安全・安定操業を行う
とともに、多様な再生可能エネルギー発電所を保有する自社の強

太陽光発電所の新規開発を推進し、再生可能エネルギー電源の
拡大と収益貢献を目指します。

みを生かし、国内の需要家のさまざまなニーズおよび加速する低

太陽電池の製造・開発については、CIS 薄膜太陽電池の最新

炭素化社会への要請に応えていきます。さらに、分散型エネル

技術の研究を進めるとともに、販売においては、従来のパネル販

ギーリソース（自家発電設備、再生可能エネルギー、蓄電池、電

売からパッケージ化された発電所の販売へと業態転換を図り事業

気自動車など）を活用し、新たなビジネスモデルとして注目され

成長を目指しつつ、国内外の太陽光発電所普及のニーズに応え

る VPP（仮想発電所）や P2P（電力個人間取引）などの事業開発

ていきます。さらに、2030 年以降の結晶シリコン系モジュールを

に向けて、実証や自治体および他社との共創を通じて知見やノウ

含む太陽光パネルの大量廃棄という社会的課題に対処するべく、

ハウを蓄積していきます。

リサイクル技術の研究開発を推進していきます。

TOPICS

TOPICS

国内外における再生可能エネルギー電源開発の促進
当社は国内外で合計約 1.2GW の多様な電源構成の発電
所を有し、うち再生可能エネルギーにおいては約 0.2GW の
発電所を運営しています。今後も国内外での発電事業の展

国内外における
再生可能エネルギー
総電源開発量目標（累計）

4GW

開を進めていきますが、特に再生可能エネルギーについて
は、自社開発を強みとする海外太陽光発電を中心に、2030
年の国内外総電源開発量累計 4GW を目標に普及を進め、

CO2 排出量の削減や地域社会への貢献を実現します。

2020 年度の再生可能エネルギー開発予定
■

太陽光発電所完工予定（北米カリフォルニア州）
210MW

■

太陽光発電所完工予定（北米カリフォルニア州）
50MW

■
■

0.2GW
2019年

2030年

太陽光発電所完工予定（北米コロラド州）
100MW
バイオマス発電所の工事着工予定（徳山事業所内、
2022 年度運転開始予定）50MW
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■

当社グループ発電能力データ（2020 年 10 月末現在）
発電能力データ※ 1

ギガワット・GW

太陽光発電国内

0.11

太陽光発電海外

0.05

※2
太陽光発電（小計）

0.16

バイオマス発電

0.05

風力発電

0.02

地熱発電※ 3

0.01

再生可能エネルギー（小計）

0.24

火力発電国内

0.83

火力発電海外

0.11

火力発電（小計）

0.94

発電能力（合計）

1.18

※ 1 当社保有（出資分）
の発電能力合計
※ 2 BOT（自社開発電源の売却）
ビジネスは除く
※ 3 地熱発電は資源セグメント内の事業

TOPICS

CIS 薄膜太陽電池の最新技術開発
当社グループにて研究開発・生産・販売を行う CIS 薄膜

工場としては世界最大規模の工場を有しています。

太陽電池は、シリコンではなく、 銅、インジウム、セレン を

このうち、研究開発においては変換効率などの技術向上と

主な原料とした当社の独自技術で生産する太陽電池です。生

併せ、新技術やリサイクル技術の開発にも積極的に取り組ん

産能力は年間約 0.9GW を誇り、CIS 薄膜太陽電池の生産

でいます。

●

建材一体型太陽電池

●

フィルム型超軽量モジュール、移動体用太陽電池

ラス分野で高い技術レベルと市場シェアを持つ中国企業、凱

2020 〜2024 年度の 5 年間において、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の共同研究

盛科技集団有限公司と建材一体型太陽電池の開発に関する

事業として採択されました。

中国市場における活用拡大を目指し、太陽光発電およびガ

覚書（MOU）を 2019 年 11 月に締結しました。現在商品開
発に関しての調査を進めています。

フィルム型超軽量モジュールについては、従来重量の制約
から設置不可であった屋根などへの太陽電池パネルの導入が
可能になることから、今後太陽電池の普及が加速する中、市
場の創出・拡大が見込まれています。移動体用太陽電池につ
いては電気自動車に太陽電池を搭載するための技術開発を目
指すもので、2050 年の普及を視野に開発を進めていきます。

建材一体型パネルのイメージ

超軽量モジュールの試作品
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太陽電池パネルのリサイクル技術確立に向けた取り組み

●

2020 〜2023 年度の 4 年間において、NEDO の共同研
究事業として採択されました。 2030 年以降予測される使用

90% 以上回収できることを確認しています。この処理技術を

済み太陽電池モジュールの大量廃棄に対する施策として取り

組んでいきます。今後は、ソーラーフロンティア（株）の太陽

組みを行う CIS 薄膜太陽電池パネルのリサイクル処理技術

電池工場内に実証プラントを構築し、2023 年度までには目

は、素材別に分離・回収することが特徴であり、電池部分に

標としたリサイクル技術を連続運転にて実証する予定です。

応用し、結晶シリコン系ソーラーパネルのリサイクルにも取り

含まれるインジウム、セレンなどのレアメタル（希少金属）を

TOPICS

北米における天然ガス火力発電所の開発
電力自由化が進む先進的な米国マーケットにおける、発電所運営
および市場取引に関する知見の獲得や、国内事業への還元などを目
的に、北米において発電プロジェクトに参画しています。
うち、当社が運営会社に 10% 出資を行う米国クリケットバレー天
然ガス火力発電所（発電能力 1,100MW／当社持分 110MW）の商
業運転が 2020 年 4 月に開始しました。環境負荷の低い当高効率ガ
ス火力発電所にて発電された電力は、大消費地である米国ニューヨー
ク州における希少な大型・高効率電源として、同州の卸電力市場
（NYISO）を通じて販売され、安定的な電力供給に貢献します。
現在米国オハイオ州で進めている天然ガス火力発電所（発電能力

1,182MW／ 当 社 持 分 160MW）についても建 設が 進んでおり、
2021 年中での運転開始を予定しています。

クリケットバレー天然ガス火力発電所（発電能力 1,100MW）

東京都実施「とちょう電力プラン」初の供給事業者に決定、
都内卒 FIT 電力を含む再生可能エネルギー100% の電力を都有施設へ供給
当社 100% 子会社である出光グリーンパワー
（株）は、東
京都が実施する「とちょう電力プラン」初の供給事業者に決定
しました。これにより、出光グリーンパワーは、再生可能エネ
ルギー100%

の電力※を都有施設の一部へ供給します。供給

する再生可能エネルギーについては、都内のご家庭から買い
取った卒 FIT 電力を取り入れることで、FIT の買取期間終了
後においても再生可能エネルギーの導入量が減少しないよう

TOPICS
TOPICS

配慮したスキームとなります。
今後も家庭用電力販売の知見や、風力、地熱、バイオマス、
太陽光、水力といった多種多様な電源を保有する強みを生か
し、再生可能エネルギー普及に貢献していきます。
※ FIT（固定価格買取制度）
を含む再生可能エネルギーの電力に非化石証書（再エ
ネ指定）
を組み合わせた電力と卒 FIT 電力により、実質的に再生可能エネル
ギー100％の電力とするもの

東京都
特別支援学校
廃棄物埋立管理事務所

再生可能エネルギー
100％電力
電気料金

出光
グリーンパワー
（株）

発電余剰電力

11

買取価格
円 /kWh
（うち都上乗せ額
1.5 円 /kWh）

再生可能エネルギー
100％電力
買取料金

都内卒 FIT 家庭

多種多様な再生エネ発電
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