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●太陽光発電･･･････････････････････････････････････････････20･21

四国電力と東ガス子会社、兵庫と岡山で太陽光取得
juwi自然電力、同社最大規模の受注となる太陽光完工
テス、福岡みやこメガソーラー発電所の竣工式
大阪ガスとMIRARTH、太陽光発電所を新たに共同保有
市民エネルギーちば、匝瑳市でソーラーシェアリング
香東川浄化Ｃ自家消費太陽光導入最優先交渉者選定
長州産業、本社で太陽光パネル生産設備増設
リニューアブル・ジャパン、再エネ発電O&M実績1.5GW

●風力発電 ･･････････････････････････････････････････････････････22

コスモエコパワー、北海道と大分で陸上風力発電が運開
コスモエコパワー、北海道檜山沖で洋上風力発電検討
日本郵船、石狩湾新港洋上風力建設に従事するCTV到着
経済産業省、風車点検について必要性検討呼びかけ

●水力発電 ･･････････････････････････････････････････････････････23

東京発電、田ノ入発電所リパワリング完了
東京発電、福島市水道局と中央部受水池水力事業契約
神奈川県、県営水力発電の電力受給契約候補者公募
SDGインパクトジャパンなど、インドネシアで水力発電

●バイオマス ･･･････････････････････････････････････････････････24

大和ハウス、響灘火力発電をバイオマス専焼に転換
丸紅／大成建設、石狩市でバイオマス発電所建設
静岡ガスと中部電力、遠州フォレストエナジーに出資
大成建設など、燃料物質油細胞外に生産する藻類作製

●二次電池 ･･････････････････････････････････････････････････････25

住友金属鉱山、新居浜市に電池研究所第２開発棟建設
クボタ、リチウムイオン二次電池の負極材を24年量産
テス、井村屋工場向け蓄電池併設太陽光PPAモデル開始
京葉ガスとＴＮクロス、市川市公共施設PPA事業者選定

●電気自動車･･･････････････････････････････････････････････26･27

REXEV、神奈川県小田原市役所に日産サクラを５台提供
ホンダ／ヤマト運輸、軽商用ＥＶ実用性検証６月開始
ENEOS、ＥＶ経路充電サービスで法人充電会員サービス
アークエルテクノロジーズなど、ＥＶ導入支援協業
ニチコン、亀岡で急速充電器などの生産棟建設
リユースＥＶバッテリーと太陽光パネル再利用

●水素・燃料電池･･･････････････････････････････････････････････27

リンナイ／岩谷産業、北九州で水素燃焼給湯器の実証
出光興産、廃棄物由来国産クリーン水素製造事業検討

●ＬＥＤ照明 ･･･････････････････････････････････････････････････28

さいたま市、道路照明灯一斉LED化業務の委託先公募
新潟県、道路照明灯のESCOによるLED化業務委託先公募

●エネルギー管理 ･････････････････････････････････････････････28

日新電機、産業向け中央監視制御システム監視機能充実

●その他エネルギー ･･････････････････････････････････････････29

明治安田生命、主要本社機能入居ビル３棟再エネ導入
INPEXと三井物産、UAEアンモニア生産ＰＪ共同スタディ
富士経済、国内の家庭向け脱炭素サービスの動向調査結果

30 プロジェクトリスト 2023.4/4 ▶▶▶4/28
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11 15 分で設置できるセンサから機器の電力使用量を把握
EnergyColoring、廃スマホから脱炭素に貢献

9 ＡＧＣ、太陽光発電ガラス「サンジュール」を国内外で展開
民間や自治体で採用、建築と電気設備の双方知見で提案

12 デジタルグリッド、実務者向けのＧＸ人材教育サービス展開へ
2023 年夏リリース、実務を手掛ける企業発の知識提供

14 スキルアップＡＩ、ＧＸに関する人材育成プログラムを提供
「スキルアップグリーン ｣、学習後のＧＸ実践支援に注力

17 エコファイル 中讃広域組合、香川・ごみ処理施設基幹改良計画
三重・香肌奥伊勢資源化連合、新ごみ処理施設建設

泉佐野田尻組合、ごみ処理施設整備～来年７月公告
城南衛生組合、京都府城陽市ごみ焼却場で基幹改良

クローズアップ

18 カンボジア、22年電力供給量前年比18％増の 1.5 万 GWh　増加する電力需要へ日本企業が再エネで寄与

15 電力シェアリング、公開情報から需要家や発電所の排出係数算出
特許を取得、再エネ有効活用に貢献

16 IIJ、白井 DCC で非化石証書による実質再エネ電力供給
電力・環境価値 P2P トラッキングシステムも開発
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企業が狙う脱炭素

特　集特　集

　「カーボンフットプリント」(CFP)
というアプローチもある。企業ごと
の情報開示ではなく、製品のサプライ
チェーン上におけるCO2排出量を、ラ
イフサイクルアセスメント(LCA)の観
点から算定したもの。これに取り組む
ことで、製品サプライチェーン上で優
先的にCO2排出削減に取り組むべき工
程を把握することができる。
　そのためには算定・可視化のルール
が必要であり、経済産業省が2022年

　企業の脱炭素化を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。情報開示の領域では2022年度以降、TCFDに準拠し

た情報開示が求められるようになった。また、グローバルで製品別のカーボンフットプリント算定の意識も高まっ

ており、政府は経済産業省の審議会での議論を経て2023年３月にＣＦＰガイドラインを策定した。このほか2028年

度からの炭素に対する賦課金など規制強化による脱炭素化も進むが、昨今の資源価格上昇により「電気代の急騰」

が経営リスクとして改めて認識され、この観点からも燃料費ゼロの再エネが注目される。

情報開示、規制対応、電気代高騰など企業に迫られる脱炭素
化石燃料依存がリスクに

　企業が脱炭素化に取り組むべき理由
の１つが情報開示だ。日本ではコーポ
レートガバナンス・コードの改訂によ
り、2022年以降､「プライム市場上場
会社は、気候変動に係るリスク及び収
益機会が自社の事業活動や収益等に与
える影響について、必要なデータの収
集と分析を行い、国際的に確立された
開示の枠組みであるTCFDまたはそれ
と同等の枠組みに基づく開示の質と量
の充実を進めるべき」とされた。
　TCFDとは、金融安定理事会(FSB)に
より設置された「気候関連財務情報開
示タスクフォース」の略。2017年６
月に提言を公表し、全ての企業に対
し、①2℃目標などの気候シナリオを
用いて、②自社の気候関連リスク・機
会を評価し、③経営戦略・リスク管理
へ反映、④その財務上の影響を把握、
開示することを求めている。世界で
4,378の金融機関、企業、政府などが
賛同を表明しており、そのうち日本
は1,266機関と世界第一位となってい
る。また、グローバル機関の国際持続
可能性基準委員会(ISSB)や欧州の企業
サステナビリティ報告指令(CSRD)、
米国の証券取引委員会(SEC)がそれぞ
れTCFDに沿った開示フレームワーク
を構築する動きがある。このほか金融
サイドではGlasgow Financial Alliance 
for Net Zero(GFANZ)が2021年４月設
立。投融資先も含め、パリ協定達成へ
2050年ネットゼロ実現を目指す。45
カ国500以上の金融機関が加盟してお
り、日本の大手金融機関20社以上も
メンバーとなっている。

９月から2023年１月まで４回にわた
り「サプライチェーン全体でのカーボ
ンニュートラルに向けたカーボンフッ
トプリントの算定・検証等に関する検
討会」を開催。３月には、定義づけや
今後の方向性、政策の論点などを示す
「CFPレポート」および算定に取り組
む指針などを示した「CFPガイドライ
ン」を公表した。
　CFPはグローバル市場で活用する動
きがあり、米国の公共調達や欧州連合
(ＥＵ)のバッテリー規制などで求めら
れる。また、民間企業もサプライヤー
に対し、ＣＦＰを調達基準として示す

CFPガイドライン、経産省と
環境省が策定

経産省資料より

カーボンプライシング制度の性質(経産省資料より)
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動きがある。
　CFPは現在の実務上、産業の平均値の
データベースの数値(２次データ)を用い
て推定されることが多いという課題が
ある。この場合、サプライチェーン上
流側の部材の排出削減努力が反映でき
ない(データベースの数値は変わらない)
ため、１次データ使用が好ましい。策
定されたCFPレポートにおいても、取り
組み環境整備の中で１次データ活用を
推進する方針が盛り込まれている。

　2023年２月､「ＧＸ実現に向けた基
本方針」が閣議決定され、その中には
「炭素に対する賦課金」が盛り込ま
れた。いわゆるカーボンプライシン
グ制度であり、炭素排出に値付けを
することで、GX関連製品・事業の付
加価値を向上させる狙い。ＧＸに集
中的に取り組む期間として５年が設
けられ、その後の2028年度から導入
される。化石燃料の輸入事業者を対
象に、当初低い負担で導入した上で
徐々に引き上げていくこととし、そ
の方針をあらかじめ示すことで、民間
企業によるＧＸ投資の前倒しを促進す
るとしている。上流に負担が課されれ
ば、それを下流に価格転嫁することが
見込まれるため、化石燃料利用を削減
することが望ましい。なお炭素賦課金
は、今後10年間で20兆円規模が発行
される「ＧＸ経済移行債」の償還に充
てられる。このほかにも、2026年度
からの排出量取引市場の本格稼働や、
2033年度からの発電事業者への有償
オークション制度導入など、脱炭素が
迫られる環境構築に向けた制度設計が
進められている。

　こうした政府主導での気候変動対
策の環境整備とは別の動機でも脱炭
素が進みそうだ。新型コロナウイルス
感染症やウクライナ情勢による影響を
受けた資源価格の高騰、それによる
電気代の上昇が企業経営のリスクと
なっている。

　政府は電気・ガス価格
激変緩和対策事業におい
て、低圧で７円/kWh、
高圧で3.5円/kWhの補助
を行っている。さらに卸
電力市場のスポット市
場価格も、システムプ
ライスの1日平均価格が
2022年秋から年末にか
けて概ね20～30円/kWh
台で推移していたもの
の、2023年に入ってか
らは燃料価格の低下など
を背景に18.24円/kWh
まで下がった。
　ただ、電気代の急騰と
いう現象が実際に起きた
こと、加えて世界的な脱
炭素の流れもあり化石燃
料価格の長期的な推移が
不透明であることから、
電気代も経営リスクにな
りうることが改めて認識
され始めた。複数の再生
可能エネルギー設備設置
事業者からも「需要家は
もちろん価格を安くした
いという動機もあるが、
最近は特に長期的に電気
代を固定したいと相談を受ける」とい
う声が聞こえてくる。
　再エネの中でも太陽光発電や風力
発電は燃料費がかからず、脱炭素と
ともに安定的な電気料金も実現でき
る。特に発電事業者が設備を持ち、需

要家は初期費用が無く電気料金の支払
いで再エネが利用できるＰＰＡモデル
に注目が集まる。政府も経済産業省
の「需要家主導による太陽光発電導
入促進補助金」などを設け、普及を
後押ししている。

エネルギーコストが
リスクとして意識

2028年、炭素賦課金開始へ

　エンバイオ・ホールディングスとafterFITが出資するMaF合同会社は、
BANDAI SPIRITSのプラモデル生産工場「バンダイホビーセンター」(静岡
県静岡市)に太陽光発電システムを設置し、PPAによる電力供給を開始し
た。出力は約220kW。年間発電量は26万kWhを見込んでおり、これによ
りＣＯ2排出量を130トン削減できる。
　屋上約1,202㎡に400枚の太陽光パネルを設置した。設備投資に伴う費
用はMaFが負担し、電気料金を20年間固定で、再生可能エネルギーの中で
も最も環境価値の高い「生グリーン電力」をオンサイト発電し自家消費す
る。MaF合同会社では2022年度に５件程度の設置を目指していたが、実績
は６カ所、合計1.7MW受注し、電力供給を開始している。

エンバイオ／afterFIT、バンダイのプラモ工場にPPA太陽光
出力約220kW、ＣＯ２年間130トン削減

第61回電力・ガス基本政策小委員会資料より

帝国データバンクリリースより、調査期間は2023年4月10日から13日
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　中讃広域行政事務組合は、処理能力260トン/日の焼
却施設と同45トン/５時間の不燃・粗大ごみ処理施設
で構成するクリントピア丸亀(香川県丸亀市)について、
2025年度～2027年度にかけてPFI方式による基幹改良
工事を計画している｡「クリントピア丸亀基幹的設備改
良事業に関する発注支援業務委託」について公募型プロ
ポーザル方式による事業者選定の実施を公告済みで、５
月下旬～同６月上旬に審査結果を通知する。履行期間は
2025年６月30日まで。見積限度額は5,800万円(税抜)。
丸亀市と善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町で構
成する中讃広域行政事務組合は、クリントピア丸亀と
仲善クリーンセンターの２拠点でごみ焼却処理を行っ
ているが、2025年度～2027年度にかけクリントピア丸
亀(1997年竣工)の基幹的設備改良工事を行い、2028年
度をめどにごみ焼却処理業務をクリントピア丸亀に集約
化する計画。今回公告した発注支援業務は、基幹的設備
改良工事や運営・維持管理業務の基本設計を行うととも
に、基幹改良を実施する事業者選定にあたっての発注・
契約事務の支援を行うことが目的。

中讃広域組合、香川・ごみ処理施設基幹改良計画
日量焼却処理能力260トン

廃棄物廃棄物

　三重県多気町、大台町、大紀町で構成する香肌奥伊勢
資源化広域連合は、ごみ処理施設の新設へ基本構想をま
とめた。施設稼働の目標年次は2028年度。焼却処理施
設の場合処理能力は26トン/日程度。公設民営を基本と
しつつ、民設民営方式も検討する。1998年に県が策定
したごみ処理広域化計画では、県内を９ブロックに区分
し、広域連合の構成町は松阪・紀勢ブロックにある。こ
れまでさらなる広域化の可能性を松坂市など周辺３自治
体と協議したが、諸事情により広域化や処理委託が難し
い状況にある。だが今後段階を経ることで将来の広域化
の可能性は残るとして、周辺自治体の状況は今後も注視
するとした。現状のごみ処理フローは、ごみ収集・運
搬、中間処理、最終処分を各町と連合で行っている。今
年度からは多気地域のごみ処理を同連合へ移行する予
定。現在のごみ処理の課題として、本来家庭からの廃棄
物処理は自区内処理が原則だが、現在の連合のごみ固形
燃料化施設は停止中で伊賀市の民間業者に処理を委託し
ている。この委託は同市の許可が必要で、同市は連合が
新施設を整備し自区内処理ができるまでの期間を条件と
しており、それを概ね10年間としている。

三重・香肌奥伊勢資源化連合、新ごみ処理施設建設
日量焼却処理能力26トン

廃棄物廃棄物

　大阪府泉佐野市と田尻町で構成する泉佐野市田尻町清
掃施設組合は、新ごみ処理施設整備事業の基本計画の見
直し案を公表した。用地５万3,000㎡(泉佐野市)に処理能
力260トン/日のエネルギー回収推進施設と同33トンのマ
テリアルリサイクル推進施設などを整備し、熊取町を加
えた１市２町のごみ処理に取り組む。2024年７月に入札
公告、2025年１月に技術提案書の受付、同６月に落札者
決定、同８月に本契約を締結する。順次着工し2030年度
供用開始を目指す。概算工事費は総額253億4,000万円と
している。
　泉佐野市田尻町清掃施設組合は、泉佐野市と田尻町で
発生する一般廃棄物の中間処理を処理能力240トン/日の
焼却施設と同50トンの破砕施設で構成する第２事業所(田
尻町)で行い、熊取町は処理能力61.5トン/日の焼却施設
と同16トンの破砕施設で構成する町環境センターで中間
処理に取り組んでいるが、いずれの施設も老朽化してい
る。2021年に策定された基本計画では、概算建設費を
275億1,100万円として、用地５万6,000㎡(泉佐野市)に処
理能力240トン/日のエネルギー回収推進施設と、同30ト
ン/日のマテリアルリサイクル推進施設などを整備すると
していた。

泉佐野田尻組合、ごみ処理施設整備～来年７月公告
日量焼却処理能力260トン

廃棄物廃棄物

　城南衛生管理組合は、処理能力240トン/日のごみ焼
却場「クリーン21長谷山」(京都府城陽市)について、環
境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用
して基幹的設備改良工事を実施する。2023年６月の着
工、2028年２月の竣工を目指す。基幹的設備改良工事
に係る設計施工監理業務委託のプロポーザルへの参加
表明書は提出受け付けを締めきった。今後は６月６日
～同６月16日のうち組合が指定する日に２次審査を行
い、その３日後に審査結果を発表。業務委託期間は契
約締結日(審査結果発表日から１週間程度後の予定)～
2028年２月29日まで。上限予算額は5,478万円(税込)。
京都府南部に位置する宇治市、城陽市、八幡市、久御山
町、宇治田原町、井手町の３市３町で構成する城南衛生
管理組合は、ごみ焼却場として「クリーン21長谷山」と
処理能力115トン/日の「クリーンパーク折居」の２施
設を保有している。今回は、主に城陽市・八幡市・久御
山町・宇治田原町・井手町の家庭から排出される可燃ご
みを焼却処理しているクリーン21長谷山について、基幹
的設備改良工事を行い延命化を図り、35年間の施設稼働
を目指す計画。基幹的設備改良に伴う計画支援業務はパ
シフィックコンサルタンツが担当している。

城南衛生組合、京都府城陽市ごみ焼却場で基幹改良
日量焼却処理能力240トン

廃棄物廃棄物

Eco File
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　鉱物・エネルギー省や電力庁の資料によると、2022年
のカンボジアにおける電力供給量は１万5,455.51GWhで、
前年の１万3,097.82GWhに比べて18.0％の増加となり、
2008年当時には1,858GWhにとどまっていたものが年々
連続で増加を続けている。また再エネのほか化石燃料に
よる発電も含めた電源の導入容量については、2022年は
4,495.42MWで、2021年の3,990.42MWからの増加率は
12.6％となり、こちらも2008年の490MWから増加が毎年
続く。
　一方で電力を確保していくうえで、2022年の電力供給量
のうちタイやベトナム、ラオスといった隣国からの輸入量
は伸び率が大きく2021年には3,385.05GWhであったもの
が2022年には5,142.66GWhで、前年比51.9％の増加とな
り、また全体の電力供給量のうち３割の33.27％を輸入が占

　カンボジアの鉱物・エネルギー省 ( 英名：Ministory Of Mines And Energy) と電力庁 ( 英名：Electricity 

Authority Of Cambodia) によると、同国での 2022 年の電力供給総量は１万 5,455GWh で、前年に比べ 18％の増加と

なった。同国では年々の経済成長をうけて電力需要量が増加の一途を辿っており、この需要を満たすための電源の確

保などが求められる。あわせて同国においても脱炭素化への取り組みが不可欠となっており、電力需要への対応とエ

ネルギーのクリーン化を両立する手段となる再生可能エネルギーなどの新たなプロジェクトに対し、日本企業が関与

する。

カンボジア、22年電力供給量前年比18％増の1.5万GWh
増加する電力需要へ日本企業が再エネで寄与

めたことになり、2022年には25％と４分の１であったもの
から増加している。３国のうち最も電力輸入量が多いのは
水力発電などが盛んなラオスで、2022年の同国からの輸入
量は2,943.45GWh。他国へのエネルギー調達依存の脱却や
エネルギーセキュリティを考慮すると、今後はやはりカン
ボジア自国内で電源を確保して輸入量を低減することで、
安定供給の体制を整備していくことが求められる。
　そしてカンボジア国内での再エネによる電力供給量つい
ては6,297.04GWhとなり、輸入を除いた国内の電力供給量
１万312.85GWhのうち61.06％であった。2021年は国内
の再エネによる電力供給の割合は58.72％で、これを2.36
ポイント上回ったことになる。

　202 3年については、鉱
物・エネルギー省と電力庁
は全体の電力供給量は１万
7,256.83GWhで2022年から
の11.6％の増加を見込む。
2023年の供給量のうち、国
内供給量は１万2,253.81GWh
で 2 0 2 2 年 か ら の 増 加 率
は1 8 . 8％、また輸入量は
5,003.02GWhで、2022年か
らは2.8％の減少を見込み、
2023年の電力供給における
国内供給の割合は71.01％を
想定している。もっともこの
中では、国内の再エネによる
供給について、水力発電によ
る供給量が4,257.82GWhと、
前年より23.4％減少すること
などから、国内での電力供給
のうち再エネが占める割合は
40.73％にまで低下するとと

2023 年国内再エネ供給割合 40％に低下

ローズ

アップ

ク

カンボジアにおける2021年、2022年の電源の導入・発電量

2021年 2022年

設備導入容量・割合 発電供給量・割合 設備導入容量・割合 発電供給量・割合

設備導入容量と

発電供給量単位
MW GWh MW GWh

国内発電のうち

再エネ以外
1,294.60 43.01％ 4009.24 41.28％ 1,667.60 48.13％ 4,015.81 38.94％

うち石炭火力 675.00 22.43％ 3,455.60 35.58％ 1,025.00 29.58％ 3,664.67 35.53％

うち石油火力 619.60 20.59％ 553.64 5.70％ 642.60 18.55％ 351.14 3.40％

国内発電のうち

再エネ由来
1,715.07 56.99％ 5703.53 58.72％ 1,797.07 51.87％ 6,297.04 61.06％

うち水力発電 1,329.70 44.18％ 5,043.94 51.93％ 1,331.70 38.44％ 5,557.55 53.89％

うち太陽光発電 356.80 11.86％ 609.96 6.28％ 436.80 12.61％ 687.87 6.67％

うちバイオマス発電 28.57 0.95％ 49.63 0.51％ 28.57 0.82％ 51.63 0.50％

国内発電合計 3,009.67 100％ 9,712.77 100％ 3,464.67 100％ 10,312.85 100％

輸入分

タイ 277.30 28.27％ 283.55 8.38％ 277.30 26.90％ 915.17 17.45％

ベトナム 332.45 33.90％ 829.95 24.52％ 332.45 32.25％ 1,284.04 25.09％

ラオス 371.00 37.83％ 2,271.55 67.11％ 421.00 40.84％ 2,943.45 57.46％

輸入電力合計 980.75 100％ 3,385.05 100％ 1,030.75 100％ 5,142.66 100％

合計値

国内の発電総量 3,009.67 75.42％ 9,712.77 74.16％ 3,464.67 77.07％ 10,312.85 66.73％

輸入電力の総量 980.75 24.58％ 3,385.05 25.84％ 1,030.75 22.93％ 5,412.66 33.27％

総計 3,990.42 100％ 13,097.82 100％ 4,495.42 100％ 15,455.51 100％
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もに、石炭火力による発電量が2022年の3,664.67GWhか
ら2023年は81.0％増の6,636.12GWh、設備導入量で見て
も、1,025.00MWから1,375.00MWへ34.1％増加すると見
込む。

　ただ、電源の確保を急ぐ中でもカンボジア政府は、将来
を見据えて電力部門も含めた脱炭素化の促進も近年掲げ
ている。2021年末には、同国は国連の気候変動枠組条約
(UNFCCC)に対して、カーボンニュートラルへの長期的戦略
を提出した。この中では2050年にカーボンニュートラル
の達成を目指すとともに、電力部門における取り組みとし
て、2050年時点においても電源のうち水力や太陽光、バイ
オマスなどによる再エネの発電量を35％にすること、また
太陽光発電によって占める割合については12％とすること
を目指す。また火力発電についても石炭や石油火力に比べ
て温室効果ガスの排出が少ない天然ガスへの移行を進める
ほか、今後は石炭火力発電の新規プロジェクトを承認しな
いことも定めている。さらに、昨年11月にエジプトのシャ
ルムエルシェイクで開催された第27回気候変動枠組条約締
約国会議(COP27)の場では、同国のGDPの2.3％にあたる金
額を気候変動対策へ充てていることや、電源構成により多
くの再エネを組み込んでいるとの表明を行った。

　カンボジア政府が推進する電源確保や再エネ拡大への
取り組みには日本企業各社も携わっている。このうち
イーレックスでは今年３月に、カンボジアで開発を行っ
ている水力発電事業「The Stung Pursat #1 Hydroelectric 
Project」において、出資参画者であるISDN Energy社の出
資持分を全て取得し、同プロジェクトの事業主体となる
SPHP社を連結子会社化し、イーレックスの水力発電プロ
ジェクトへの出資比率を、従来の34％から67％へと引き上
げると発表した。SPHP社は、水力発電所の開発を目的とし
て2019年12月に設立された。資本金額は482万7,659米ド
ルで、イーレックスが34％を出資していた。そのほかの共
同出資者は、Asia Energy Power社が33％、ISDN Energy社
が33％。イーレックスはSDN Energy社の出資持分を2,280
万米ドルで取得し、SPHP社への出資比率を67％とするこ
ととした。
　またプロジェクトの運転開始予定時期の変更も行ってい
る。イーレックスが2019年に出資参画した当時、同プロ
ジェクトの運転開始時期は2023年２月を予定していたが、
ファイナンスの組成に時間を要したとして、運転開始を
2025年11月に新たに見直した。すでに環境アセスメント
や地雷除去、住民移転は完了しており、昨年末にはファイ
ナンスの組成が完了したことを受けて、今年１月からダム
本体の着工に向けた本格的な工事が開始されており、ダム

本体の建設により、川がせき止められるため、この水を迂
回させるための迂回路トンネルの建設を行っている。この
発電所は、２億3,360万米ドルが投じられ建設が行われ、
建設資金のうち出資分により30％、借入により70％を賄
う。発電出力は80MW(20MW×４ユニット)、年間発電量
は３億6,900万kWhを計画し、発電した電力はカンボジア
電力公社へ35年にわたり固定価格・7.9セント/kWhで売電
される。

　また中国電力と日本工営は、京都大学との３者で構成す
る共同企業体が、国際協力機構(JICA)より「カンボジア国
炭素中立社会に向けたクリーンエネルギー転換ロードマッ
プ策定プロジェクト」を受託した。業務期間は2025年４
月までを予定し、カンボジアのエネルギー転換へのロード
マップの提示と政策提言を行う。
　共同企業体では、京都大学大学院総合生存学館の長山浩
章教授が業務主任者を務め、京都大学はエネルギー・トラ
ンジション戦略策定を含む全体の統括、エネルギーセキュ
リティの分析を担当する。中国電力はエネルギー需給シナ
リオ策定、電力開発計画検討を担う。日本工営は、火力発
電の低炭素化新技術、低炭素戦略、環境社会配慮・気候変
動、ガス利活用などにかかる検討を実施する。カンボジア
では近年のエネルギー需要の伸びと今後の中長期的な需要
拡大も続く見込みの一方で、政府は電源開発において低炭
素化へ大規模太陽光発電に注力し、すでに石炭火力は既存
の計画を除き新設を許可しない方針を掲げるが、同国での
水力発電所の追加の開発余地は限定的ともされており、エ
ネルギーの安定確保と炭素中立の達成の両立が大きな課題
となっていると３者は指摘する。これをうけ今回のプロ
ジェクトでは、長期的なエネルギー・トランジション・
ロードマップ策定のための必要事項の検討を行い、ロード
マップ案や主要政策案を提案する。

イーレックスなどが建設する水力発電所の完成予想図

(同社発表資料より引用)

新規石炭火力承認しないこと表明

イーレックスが水力出資比率引き上げ

中国電力、日本公営、京大がロードマップ策定

ローズ
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　ニチコンは、ニチコン亀岡(京都府亀岡市)に電気自動
車(ＥＶ)向け急速充電器などを生産する工場を建設す
る。鉄骨造２階建て延床面積2,669㎡。すでに着工して
おり2023年11月完成予定。設計・施工は大和ハウス工
業。投資額は20億円。
　１階では急速充電器を生産する。出力が10kWから
200kWまで顧客の利用状況にあわせた出力仕様で複数
の商品をラインナップする。セル生産方式により多品
種対応したフレキシブルな生産ラインとする。また２
階ではＥＶパワーステーションV2H(Vehicle to Home)
を生産する。これはＥＶと家庭との間で電力のやりと
りをするもので、系統連系試験装置で全数電源品質の
確認を実施するなど、高品質なモノづくりで商品を提
供する。同社は2012年に世界で初めてV2Hシステムを
市場導入し、機能改良や新機種投入などを重ね、現在
では国内で９割程度のシェアを有している。2022年10
月には、ニチコン亀岡にV2Hシステムや蓄電システム
を設置したモデルハウスも開設した。V2Hなどの供給
体制を拡充するため新たに生産棟を今回建設し、生産
能力を２倍以上にする。

　リンナイは、岩谷産業と国内初となる水素100％燃焼
給湯器の実証実験に着手する。福岡県北九州市の「北
九州水素タウン」にて、水素のパイプライン供給を受
ける水素集合住宅に水素燃焼給湯器を新たに設置。台所
と洗面台での給湯やお風呂のシャワーなど、実生活のな
かで利用し、給湯器の性能評価や長期運転による信頼性
評価を行う。実証開始は2023年７月を予定。今回導入
する水素燃焼給湯器は、従来の給湯器の仕様をベースと
しつつ、低能力まで安
全・安定的な燃焼が可
能で、給湯器として任
意の水量、湯温に即座
に対応を可能とするも
の。年間を通じて家庭
での実使用環境下で運
用を行い、水素燃焼給
湯器の安定運転の検証
や国内規格などへの対
応、商品化に向けた課
題整理を行う。

ニチコン、亀岡で急速充電器などの生産棟建設
投資額20億円、施工は大和ハウス

リンナイ／岩谷産業、北九州で水素燃焼給湯器の実証
実生活で信頼性評価、2023年７月から

　日東工業は、電気自動車(ＥＶ)のリユースバッテリー
と、リユース太陽光パネルを組み合わせた環境配慮型
製品である「産業用太陽光自家消費蓄電池システム サ
ファLink -ONE-」の受注を開始した。蓄電池のレアメタ
ル供給リスクや、太陽光パネルの廃棄費用に対応した
製品となっている。
　日産自動車のＥＶ「リーフ」からのリユースバッテ
リーを使用することで、製造工程でのＣＯ2排出削減や
レアメタルなどの資源再利用を行う。蓄電池と太陽光
発電の連携によって、余剰電力を蓄電することで購入
電力を削減できるほか、災害による停電時にも非常用
電源として活用できる。

　出光興産は、都市ごみなどの廃棄物を原料とする国
産クリーン水素製造の事業化検討を開始した。各地域
の自治体や設備運営・保守などを担うパートナー企業
の協力も得て製造事業の実用化検討を進め、日量200
～300トン程度の廃棄物を処理し水素を製造する初期プ
ラントを2030年代前半に建設することを目指す。製造
するクリーン水素は産業や燃料電池車などの用途のほ
か、合成燃料の原料としての活用も想定する。2021年
11月に出資したエネルギートランジション関連事業の
新ファンド「Azimuth V Energy Evolution Fund」を通
じた出資先であるH-Cycle(ＨＣ社)と協働する。両社が
事業化検討を開始した水素製造は、日本国内で排出さ
れる都市ごみなどの廃棄物を原料に、ＨＣ社が日本で
独占的な展開の権利を持つプラズマによるガス改質を
用いたガス化改質炉を使用し廃棄物を高効率で水素に
変換する手法。家庭から出る一般ごみに限らず様々な
廃棄物を原料として処理でき、廃棄物に含まれる生ご
みなどのバイオマス原料は水素製造時のＣＯ2排出を相
殺するため、従来の水素製造と比べてＣＯ2の排出量が
抑えられる。また、製造過程で発生する高濃度ＣＯ2を
貯留・活用することでクリーンな水素製造が可能とな
り、廃棄物処理に伴うＣＯ2排出削減にもつなげる。

電気自動車

水素・燃料電池

リユースＥＶバッテリーと太陽光パネル再利用
日東工業、セットでシステム化

出光興産、廃棄物由来国産クリーン水素製造事業検討
初期プラント30年代前半建設

電気自動車

水素・燃料電池
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新エネルギー関連
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新エネルギー　サマリー

2023 年４月 18日～４月 28日提供記事


