平成29年度 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

電力分野における我が国企業の競争力分析調査
調査報告書

2018年3月30日

新日本有限責任監査法人

目次

► 第1章

調査概要…………………………………………………………………………………………………………...….….P4

► 第2章

競争力評価の軸と指標…………………………………………………………………………………………………P11

► 第3章

発電事業者データ分析結果……………………………………………………………………………………………P18

► 第4章

メーカーデータ分析結果………………………………………………………………………………………………P27

► 第5章

インタビュー調査およびケーススタディ……………………………………………………………………………P33

► 第6章

調査対象国における電源計画と参画機会……………………………………………………………………………P52

► 第7章

競争力の評価軸に関する考察と政府支援に関する示唆……………………………………………………………P61

► 第8章

本調査の成果と今後の課題……………………………………………………………………………………………P70

► 別紙1：調査対象国の市場タイプ分析…………………………………………………………………………………………..P72
► 別紙2：競争力評価指標の収集可否のまとめ…………………………………………………………………………………..P81

Page 2

略語表
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United States Dollar

Greenfield
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GTP
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IPP
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Independent Water and Power Producer
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Japan International Cooperation Agency

JBIC

Japan Bank for International Cooperation
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Joint Venture

LCC

Life Cycle Cost

LNG

Liquidated Natural Gas

LTI
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Page 3

SWOT
TA

Strength, Weakness, Opportunity, Threat
Technical Assistance
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1.1 本調査の目的
► 我が国は、世界の膨大なインフラ需要に対応するため、「インフラシステム輸出戦略（平成29年度改訂版）」（平成29年5月
29日経協インフラ戦略会議決定）を策定し、我が国企業が2020年に年間約30兆円のインフラシステムを受注することを政府
目標として掲げている。当該目標の 実現に向けて、主要産業または重要分野における所要の海外展開戦略を策定することと
されており、これを踏まえ本年10 月に、電力分野の海外展開戦略を取りまとめた。本戦略においては、電力産業における国
内・海外の市場動向や我が国の強み、競合国の動向等を踏まえ、我が国として注力するべき重点領域を整理し、今後の海外
展開の取組の方向性を示したところである。
► 我が国の電力産業に目を転じれば、2016年4月より小売市場が全面自由化され、地域独占・総括原価主義の時代から電力会社
を取り巻く制度が大きく変容しており、また少子高齢化・人口減少による需要減少や外資企業の新規参入などの要素も加わ
り、その経営・競争環境は着実に厳しさを増している。そのような環境変化のなかで、電力会社をはじめとする関連企業は
成長する世界市場への進出を試みているところであるが、その取組はまだ緒についたばかりであり期待通りの成果を挙げて
いるとは必ずしもいえない。
► 上記の状況を踏まえると、電力産業の海外展開は今後官民を挙げて更に推し進めるべきところであるが、その土台となる我
が国の電力産業の競争力の客観的分析及び海外展開の戦略シナリオ策定への取組は、いまだ充分なされているとは言えない。
特に、競合相手となる海外企業及びそれらの協力の枠組のあり方は体系的に調査されておらず、海外の電力産業の競争力に
ついて実情を 把握できていない。我が国の電力産業の比較優位を見出し、それを最大限発揮できる戦略的かつ 実効的なシナ
リオを策定する、いわば「敵を知り、勝ち筋を探る」ための基礎情報が必要である。
► 本調査は、こうした分析を基に、海外展開するに当たり、電力分野における我が国の企業競争力を客観的に把握し、もって
更なるインフラシステム輸出を後押しする政策立案に役立てることを目的とする。
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1.2 本報告書の構成
► 本調査報告書の構成およびジックフローは、下図に示すとおりである。
図1-1 本報告書の構成

ステップ1：⽬的、フレーム、⽅法論のセット

ステップ２：データ分析

第1章：調査概要
第2章：競争⼒評価の軸と指標
第3章：発電事業者の競争⼒分析
第4章：メーカーの競争⼒分析

ステップ3：インタビュー等調査

第5章：インタビュー調査およびケーススタディ

（データ分析結果を補完／補強）

第6章：調査対象国における電源計画と参画機会

ステップ4：まとめ

第7章：競争⼒の評価軸に関する考察と政府⽀援
に関する⽰唆
第8章：本調査の成果と今後の課題

別紙1〜2
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1.3 本調査の対象企業と選定理由
► 本調査における情報収集の対象となる外国企業およびその選定理由を次表に示す。
► 基本となるビジネスのセグメントとしては、大きく、発電事業者とメーカーに分類される。前者は、さらにその業種や沿革と
変遷からユティリティ系と卸売系に分類できる。
表1-1 本調査の対象企業と選定理由
分類

企業

外国
企業

Engie（フランス）

ユティリティ

Iberdrola（スペイン）

ユティリティ

選定理由
世界最⼤規模の電⼒会社で第三国への事業展開事例も多く（EDF、ENELよりも第三
国事業の割合が⼤きい）、ユティリティ企業のベンチマークとなる。

ACWA Power（サウジアラビア）

発

電

中東・北アフリカ市場への積極進出が予想される電⼒会社である。

Sembcorp（シンガポール）

発

電

東南アジア、南アジア市場への積極進出が予想される電⼒会社である。

国家能源投資集団：CEIC（中国）

発

電

発電容量で世界最⼤の電⼒事業者であり、今後第三国市場への進出が予想される。

Siemens（ドイツ）

メーカー

ガスタービンメーカーのベンチマークとなり得る。

BHEL（インド）

メーカー

中東、南アジア市場への積極展開が進むインドを代表するメーカーである。

上海電気（中国）

メーカー

蒸気タービンやボイラーの世界市場シェアで上位に位置する中国を代表するメーカーである。

出所：EY新日本作成
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基本ビジネス
セグメント

1.4 調査対象国と市場特性
► 本邦企業のビジネス対象となりうる市場の特性は、大きく、PPA公共調達型、PPA民間提案型、マーチャント型の3つのタイ
プに分類することができる。
PPA公共調達型

PPAが中⼼。事業者は基本的に公共調達過程（タリフの価格競争）を経て選定される。

PPA⺠間提案型

PPAが中⼼。事業者側からの政府への提案・交渉に基づき実施される。

マーチャント型

PPAも存在するが、マーチャント取引が中⼼。

► 本調査の対象国は、上記の市場特性等踏まえて検討・選定を行った。選定結果およびその理由を次表に示す。なお、各国の
市場特定については、別紙1の検討に基づき設定したものである。
► また、下記の市場特性は日本企業からみた各国の主要市場タイプであり、実際はこれらは混在もしくは移行過程にある。
表1-2 本調査の対象国と選定理由
国
インド

市場特性
PPA⺠間提案型

インドネシア
メキシコ

PPA公共調達型
PPA公共調達型

ミャンマー
フィリピン

PPA公共調達型
マーチャント型

PPA⺠間提案型
PPA⺠間提案型

サウジアラビア
⽶国
ベトナム

マーチャント型

PPA公共調達型
マーチャント型
PPA⺠間提案型

選定理由
本邦企業の進出事例はあまりないが規模が⼤きく市場開放も進んでいる市場であるため
本邦企業の進出事例が⽐較的多く、公共調達型事業が多い市場であるため
取引市場が⽐較的発達した特徴を持ち、成⻑も期待される市場であるため
市場開放が進んでおり、今後の成⻑も期待されるため
市場制度整備が進むにつれてビジネスチャンスが期待できるフロンティアであるため
本邦企業の進出事例が⽐較的多く、提案型事業が多い市場であるため
本邦企業の進出事例が⽐較的多く、取引市場が最も発達した特徴を持つ市場であるため
成⻑著しく今後本邦企業の進出が期待されるため

出所：EY新日本作成
(注) 具体的な検討内容については、別紙1を参照のこと。なお、表中の矢印は、近年、市場特性が移行過程にあることを示す。
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1.5 調査方法
► 本調査は、基本的に以下の方法を用いて実施した。
・WEB情報、データベース（有償／無償）
・本邦企業インタビュー（含むアンケート調査）
・現地調査（現地企業、本邦企業、第三国企業へのインタビュー調査）
※現地調査は、フィリピン、インドネシア、ベトナムの3カ国において実施した。
・EYにおける既存情報、類似調査報告書

等

► 特に、案件情報については、以下のソースから情報を入手した。
・各社公表資料（IR資料、年次報告書等）
・個別企業へのインタビュー
・Inframationデータベース（http://www.inframationgroup.com/）
※Inframationとは、電力セクターを含む世界のインフラ事業に関する有料情報サービスを提供する企業である。
・世界銀行PPI（Private Participation in Infrastructure）データベース（http://ppi.worldbank.org/）
※本データベースは、世界銀行が開発途上国における民間企業が参画した事業に関するデータを収めたものである。
► なお、本報告書の記載する情報は、調査実施時点で入手可能な最新の情報を使用した。
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1.6 本調査で情報収集・分析を行った主なプロジェクト
► 本調査の実施においては、次に示すプロジェクトを中心に情報収集・分析を行った。
► 以下のプロジェクトは主に今次調査対象国において、調査対象企業が関与した案件を基準に選定したものである。
表1-3 本調査で情報収集・分析を行ったプロジェクト一覧
現地調査国
インド
インド
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
カタール
サウジアラビア
タイ
台湾
フィリピン
フィリピン
フィリピン
フィリピン
フィリピン
フィリピン
米国
米国
米国
ベトナム
ベトナム
ベトナム
ミャンマー
ミャンマー
メキシコ
メキシコ
メキシコ
メキシコ

案件名
Sembcorp Gayatri
Thermal Powertech Corp India
Central Java
Cirebon
Cirebon 2
Jawa 1
Jawa 7
Muara Laboh
Paiton 3
Rajamandala
Rantau Dedap
Sumsel 1
Tanjung Jati B
Facility D IWPP
Rabigh IWSPP Expansion
U-Thai
嘉恵
Ilijan
Pagbilao Expansion
Puting Bato
Mindanao
Atimonan
Chevron
Orange Grove Energy
West Deptford
Westmoreland Energy
Nam Dinh 1
Nghi Son 2
Phu My 2.2
Myingyan
Thaketa
Topolobampo II
Topolobambo III
Norte III
Noreste

電源種別
石炭
石炭
石炭
石炭
石炭
ガス
石炭
地熱
石炭
水力
地熱
石炭
石炭
ガス
油
ガス
ガス
ガス
石炭
石炭
石炭
石炭
地熱
ガス
ガス
ガス
石炭
石炭
ガス
ガス
ガス
ガス
ガス
ガス
ガス

出所：各社公表資料およびImframationデータに基づきEY新日本作成
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容量（MW）
1,320
1,320
2,000
660
1,000
1,760
2,000
80
825
47
240
700
2,000
2,400
520
1600
670
1,200
400
270
200
1,200
692
95
734
925
1,200
1,200
715
225
66
890
766
924
857

Grean or Brown
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Brownfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Brownfield
Brownfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield
Greanfield

第2章 競争力評価の軸と指標

► 2.1

現状確認①：基礎文献に基づくSWOT分析

► 2.2

現状確認②：調査対象国毎の電力市場の分類

► 2.3

現状認識③：調査対象国における電源構成見通し

► 2.4

発電事業者の競争力と評価軸

► 2.5

メーカーの競争力と評価軸

► 2.6

補足的考察：企業の成長段階と競争力
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2.1 現状確認①：既存検討に基づくSWOT分析
► 本調査を実施するに先立ち、既存文献に基づいて我が国の電力産業全体の簡易SWOT分析を行った。その結果を下表に示す。
► 全体的に、Strength（強み）やThreat（脅威）に対する分析は多いが、Weakness（弱み）に対する分析が少ない傾向にある。
また、実データに基づく定量的比較がない。
表2-1 日本の電力企業全体のSWOT分析
分析項⽬

分析結果（例）

Ｓ（強み）

•
•
•
•
•
•
•

Ｗ（弱み）

• グローバル事業展開の加速を企図し、意欲はあるが知識と経験が不⾜（研２）
• ガス⽕⼒では欧⽶に後れをとる状況（戦）

Ｏ（機会）

• アジアを中⼼とした旺盛な電⼒インフラ需要の増加（電⼒需要：2013〜2030年にかけて1.4倍）（戦）
• 欧⽶を中⼼とした再エネ導⼊に伴う送配電需要の増加（戦）
• 電⼒市場⾃由化による電⼒卸売市場の開放、外資参⼊規制緩和の傾向（戦）

Ｔ（脅威）

•
•
•
•
•
•
•
•

設備を⾃分で触る「⼿触り感」のある経営が特⾊（研１）（下記注参照）
⻑年の垂直統合経営により、発電から送配電まで⼀気通貫の提案が可能（研１）
送配電ロスに関するノウハウが豊富（研３）
運転、環境対策、⼈材育成等のノウハウを蓄積（戦）
⽯炭⽕⼒では超超臨界圧（USC）以上、環境装置では⼀定の優位性を保持（戦）
スケジュール、⼯程管理といったプロジェクトマネジメント⼒（研３）
海外IPPで、現地⼈材を育成するノウハウを保有（研１）

欧⽶企業に加えコスト競争⼒がある中国、韓国企業との競争が激化（戦）
東南アジアでは、シンガポール、マレーシア、インドネシア等のローカルデベロッパーが台頭（研１）
債務抑制の観点から、表⾯価格重視の発注が依然として多数（戦）
地元業者への発注義務付けにより、プロジェクトスキームの煩雑化や⼯期遅延による採算悪化が懸念（研２）
⽶国等におけるマーチャント市場拡⼤により⻑期固定価格買取案件が減少（戦）
現地通貨払い義務化により為替リスクへの対応が必要となる（戦）
PPAの政府保証やTake-or-pay、燃料価格変動リスクの転嫁が約束されない（研２）
⼆国間クレジットが未締結の国では、省エネ、GHG排出削減に係る設備投資が進みにくい（研２）

出所：既存文献をもとにEY新日本作成
（注）（研〇）：電力・ガス分野から考えるグローバルエネルギーサービス研究会（〇＝第〇回会合）
（戦）：経協インフラ戦略会議－海外展開戦略（電力分野）平成29年10月
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2.2 現状確認②：調査対象国毎の電力市場の分類
► 企業に求められる競争力は、国およびその国が定めるゲームのルール（何が勝負の決め手になるか）によって異なる。
► 前述のように、対象市場タイプは、大きく、PPA公共調達型、PPA民間提案型、マーチャントの3つに分類することができる。
（各国の分類の方法については、別紙1を参照のこと。ただし、それらの比重が移行過程にある国もある。）
► 企業インタビュー結果を参考にしつつ、各市場タイプにおけるゲームルールおよび求められる競争力を次表に整理した。
表2-2 各国の市場タイプ、ゲームルール、および求められる競争力
国
インド
インドネシア
メキシコ
ミャンマー
フィリピン
サウジアラビア
⽶国
ベトナム
出所：EY新日本作成
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市場タイプ
PPA⺠間提案型

PPA公共調達型

PPA公共調達型
PPA公共調達型

マーチャント型

PPA⺠間提案型
PPA⺠間提案型

マーチャント型

PPA公共調達型
マーチャント型
PPA⺠間提案型

ゲームルール

特に重要視される競争⼒

・政府に対して提案を⾏い、交渉を経て事業獲得
→公共調達（⼊札）で最低タリフを提案して事業獲得

・事業形成⼒、交渉⼒

・公共調達（⼊札）で最低タリフを提案して事業獲得

・価格競争⼒

・公共調達（⼊札）で最低タリフを提案して事業獲得
→卸電⼒取引所での売電または相対取引

・価格競争⼒
・事業形成⼒、マーケティング⼒

・政府に対して提案を⾏い、交渉を経て事業獲得

・事業形成⼒、交渉⼒

・オフテーカーに対して提案を⾏い、交渉を経て事業獲得
→卸電⼒取引所での売電または相対取引

・事業形成⼒、交渉⼒
・事業形成⼒、マーケティング⼒

・公共調達（⼊札）で最低タリフを提案して事業獲得

・価格競争⼒

・卸電⼒取引所での売電または相対取引

・事業形成⼒、マーケティング⼒

・政府に対して提案を⾏い、交渉を経て事業獲得

・事業形成⼒、交渉⼒

2.3 現状認識③：調査対象国における電源容量と電源構成
► 今次調査対象国における将来計画および現状の電源容量と電源構成は以下のとおり、国ごとに特色を有している。
図2-1 調査対象国における電源容量と電源構成
国
インド
インドネシア
メキシコ
ミャンマー
フィリピン
サウジアラビア
⽶国
ベトナム

電源構成

電源容量
640GW(2027年)

39%

5%

302GW(2016年)

68GW(2015年)

20%

36%

31GW(注1)(2025年)

35%

120GW(2032年)

24%

1,009GW(2016年)

26%

5%

18%

2%

38%

17%

16%

17%

16%

17%

45%

15%

49%

16%
17%

26%
14%

3%

19%
13%

⽯炭の需要は堅調に推移し、52％を占める。
再エネ・⽔⼒が増加し、計17%を占める。
ガスは40%を占め、需要は堅調。
再エネが伸⻑し、28%迄増加する⾒込み。

公表データないため詳細不明だが、⽯炭を中
⼼に16年から9GW程度、増加する⾒込み。
ガス・⽯油の構成は、計40%迄減る。
再エネ・原⼦⼒が伸⻑し、計60%迄増加。

40%
14%

⽯炭の構成は、39%迄(16年:61%)減る。
再エネが伸⻑し、43%迄増加する⾒込み。

⽯炭需要が伸⻑し、34%を占める。(注2）
ガスも継続需要有り、20%を占める⾒込み。

16%

2%

10%

2%

10%

21%
42%

出所：各種資料に基づきEY新日本作成
⽯炭
ガス
⽯油
再エネ
(注1)フィリピンのみ電源構成の公表値が得られなかったため、2016年の構成比で記載。
(注2)ミャンマーは電源計画を見直し中であり、石炭電源の構成については、2017年6月時点の計画値であることを留意されたい。
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6% 1%

17%

29%

34%

5%

16%

30%

96GW(2025年)
43GW(2015年)

8%

60%
18%

7% 2%

60%

16%

66GW(2016年)

2%

20%

8%

2%

35%

21GW(2016年)

10%
7%

19%

34%
2%

4%

28%

43%

24GW(2030年)

1,070GW(2025年)

2%

2%

14%

26%

40%

10%

14%

26%

56%
5%

11%

8%

52%

62GW(2017年)

5GW(2016年)

43%

61%

118GW(2027年)
115GW(2030年)

電源構成の特⾊

[上段] 計画
[下段] 現状

[上段] 計画
[下段] 現状

⽯炭は減るが、ガスは堅調で3割を占める。
再エネが増加し、26%を占める⾒込み。
1%

3%

⽔⼒

その他

⽯炭、ガスが堅調に推移し計65%を占める。
再エネは、13%迄伸⻑する⾒通し。

2.4 発電事業者の競争力と評価軸
► 発電事業者の競争力を測る指標として、大きく以下の６つが考えられる。各評価軸を構成する具体的な指標を次表に示す。
表2-3 本調査で採用する競争力評価ポイントと指標
評価軸

評価の視点

指標

① 海外ビジネス戦略

その企業がどれだけ戦略的に海外電⼒事業に取
り組んでいるか。

ビジネス領域、海外部⾨の売上割合、発電事業実
施国数、⼈材多様化

② 情報収集⼒

その企業がどれだけのネットワークや情報収集⼒
を有しているか。

エネルギー関係分野の海外連結対象⼦会社数、海外関
係会社数、TA数もしくはコンサル実施件数

③ 事業開発⼒

その企業がどれだけの事業開発⼒を有しているか。 海外における単独遂⾏案件、JVリーダー案件数、JV
リーダー案件の割合

④ 実績

その企業がどれだけの関連実績を有しているか。

海外部⾨売上、海外発電所数、持分発電容量
（運転中・建設中）、市場シェア

⑤ 技術⼒

その企業がどれだけの技術⼒を有しているか。

熱効率、環境性能（CO2, NOx, Sox排出係数）、
安全性

⑥ 価格競争⼒

その企業がどれだけの価格競争⼒を有しているか。 財務状況、競争⼊札案件の受注率

＋付加価値提案⼒

※直接的に企業の競争⼒には影響しないが、間
接的に重要な要素

環境保護活動、地域貢献活動、技術移転

＋政府⽀援

※企業⾃⾝の競争⼒ではないが、現実的には
競争に影響する重要な要素

ECA等による融資額、電⼒マスタープラン策定⽀援経
験、⼆国間対話実施、公的電⼒調査機関

出所：EY新日本作成
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2.5 メーカーの競争力と評価軸
► メーカーの競争力を測る指標としては、大きく以下の5つが感がられる。
► 発電事業者の評価軸が6つであるのに対し、メーカーの評価軸は5つとした。これは、メーカーの競争力評価において相関性
が低い「事業開発力」を評価軸に含まなかったためである。
► 各評価軸を構成する具体的な指標を次表に示す。
表2-4 本調査で採用する競争力評価ポイントと指標
評価軸

評価の視点

指標

① 海外ビジネス戦略

その企業がどれだけ戦略的に海外事業に取り組ん
でいるか。

海外部⾨の売上割合、事業実施国数

② 情報収集⼒

その企業がどれだけのネットワークや情報収集⼒を
有しているか。

エネルギー関係分野の海外連結対象⼦会社数、海外関係
会社数

③ 実績

その企業がどれだけの関連実績を有しているか。

市場シェア（蒸気タービン・ガスタービン）、受注件数

④ 技術⼒

その企業がどれだけの技術⼒を有しているか。

製品ラインナップ、超臨界圧および超々臨界圧ボイラーの製
品有無、ガスタービンの燃焼温度、安全性

⑤ 価格競争⼒

その企業がどれだけの価格競争⼒を有しているか。

⽕⼒・ガス発電所の主要機器および建設コスト、財務状況

出所：EY新日本作成
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2.6 補足的考察：企業の成長段階と競争力
► 本節では、ビジネス・セグメントと競争力に関連する補足的な考察を行う。
► 同じビジネス・セグメントにおいても国や企業の成長段階により役割は異なり、求められる競争力は異なりうる。
► 発電ビジネスでも、事業を総括的にマネジメントする代表企業なのか、個々の業務を担当するパートナー企業なのか、或い
は事実上、アドバイスを提供するだけの役割なのかによって現在求められる競争力は異なりうる。
► さらに、発電事業から、その上流または下流への拡大を考えている場合には、さらに次なる成長段階がある。
► 本来は、こうした企業の発展段階についても考慮した上で競争力分析を行うことが理想的である。しかし、本調査では、基
本的に発電事業のレベル5を中心軸とした分析を行う。
図2-2 電力産業における企業の成長モデル（例）
IPP（発電事業）
レベル１：勉強⽬的での参加
レベル２：アドバイザーとしての参加
レベル３：独⽴した業務のサブ担当企業としての参加
レベル４：独⽴した業務の責任企業としての参加
レベル５：事業全体および他社をマネジメントする⽴場での参加

更なる発展 ※各企業のビジョンや戦略による。
ビジネスセグメントの拡⼤（多⾓化／垂直統合）
開発、燃料調達、送配電、⼩売り 等
出所：EY新日本作成
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各成⻑段階におい
て、競合する企業
や求められる競争
⼒が異なりうる。

第3章 発電事業者の競争力分析（データ分析）

► 3.1

海外ビジネス戦略

► 3.2

情報収集力

► 3.3

事業開発力

► 3.4

実績

► 3.5

技術力

► 3.6

価格競争力

► 3.7

付加価値提案力

► 3.8

政府支援
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3.1 海外ビジネス戦略（Global Business Strategy）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
1-1 ビジネス領域
1-2 海外部門の売上
1-3 発電事業実施国数
1-4 人材多様化
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・燃料投資、送配電事業にも参画し、海外売上⽐率も⾼いEngieが突出する結果となった。
・Sembcorpもビジネス領域、海外売上⾼および⼈材⾯のいずれの指標も⾼く、海外展開が進んでいることが読み取れる。
・Iberdrolaも海外展開は進んでいる。しかし、再エネ事業へのシフトにより燃料投資を⾏っていないこと、また、事業実施国を⽐較的限定した
戦略をとっている。
・ACWA PowerおよびCEICは、これまで国内事業に軸⾜が置かれており、現状では海外ビジネス展開の⽐重は相対的に低い。ただし、
ACWA Powerはベトナムに、CEICはオーストラリアにそれぞれ進出しており、⾃国エリア以外の地域への進出も図っている。
【⽇本企業の評価】
・ビジネス領域については、発電事業を中⼼として、企業によっては燃料調達も⾏っており、他国企業と⽐べて⼤きな遜⾊はない。
・海外部⾨の売上については、⽇本企業の数値はEngieやIberdrolaのそれに⽐べて⽐較的低い。
・事業実施国は東南アジアが中⼼であり、次いでアメリカに進出しているケースが多い。Engieと⽐較すると展開国数は少なく⾒えるが、その他
の海外企業と⽐較すると同程度かそれ以上の多様な国で事業展開している。
・⼈材多様化の指標（海外従業員数、海外従業員の割合、⼥性経営者の割合、外国⼈経営者の割合）は、外国企業にとっては⽐較的
情報を⼊⼿することができたが、本邦企業については公表資料からは具体的な情報が収集できないケースが多い。
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3.2 情報収集力（Intelligence）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
2-1 エネルギー関連分野の海外連結子会社数
2-2 エネルギー関連分野の海外関係会社数
2-3 技術支援（TA）またはコンサル実施件数
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ EngieおよびIberdrolaは、世界中に活動拠点を多く有し、グループ会社数も他社と⽐較して圧倒的に多い。
・ Engieは欧州、北南⽶地域を中⼼に幅広く拠点を要するが、アジア拠点数はさほど多くない。Iberdrolaは、特にアメリカ、メキシコ、ブラジル
の北南⽶地域に多くのグループ会社を有する。
・ Engieはエネルギー事業に関するコンサル専⾨⼦会社を有し、世界各国で多くのコンサル事業を展開している。それ以外の外国企業につい
ては、コンサル事業展開について公開資料等がなく、具体的な情報が得られなかった。
・ ACWA Power、Sembcorp、CEICとの間では、と⽇本ユティリティ企業との間には、グループ会社数についてそれほど⼤きな差は⾒られない。
・ ACWA POWERは中東エリアに、Sembcorpはインドおよび中国に多くの拠点を持つ。
【⽇本企業の評価】
・ ⽇本の総合商社のエネルギー関係グループ会社は、EngieやIberdrolaと⽐べると少ないが、⼀⽅で、ACWA Power、Sembcorp、
CEICよりは多い。同国内でも、営業活動拠点と個別案件の事業体（プロジェクトカンパニー）というように、複数の拠点を持つ場合もある。
・ ⽇本のユティリティ企業の海外グループ会社数は、外国企業に⽐べて少ない。ただし、案件毎に現地にプロジェクトカンパニーを設⽴する形式
をとっている企業については、他国企業以上に多くのグループ会社を有する場合もある。
・ ⽇本のユティリティ企業は、海外において発電事業に参画する前段階として海外コンサル事業に着⼿する例が多く、コンサル経験は⽐較的
豊富である。
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3.3 事業開発力（Project Development）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
3-1 海外単独遂行案件
3-2 海外JVリーダー案件数
3-3 海外JVリーダー案件の割合
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Engieと並んで、海外デベロッパー系のACWA POWERとSembcorpなどは、積極的に事業体（プロジェクトカンパニー）のマジョリティ
シェアをとっている。
・ 特に、Iberdrolaは⽐較的規模の⼩さい再エネ案件を多数⼿掛けており、単独受注案件が多い。JVを形成している案件に関しては、公
表資料、データベースを通じた調査からも極めて少数しか確認できなかった。
・ Engieは単独案件数、JVリーダー案件数とも多く、世界各国で⾃社主導の案件開発、運営を展開している。
・ CEICは海外案件の総数こそ少ないものの、その全てにおいてマジョリティーシェアを取得して⾃社主導の案件開発に取り組んでいる。
【⽇本企業の評価】
・ 総合商社等は、⽐較的多くの⾃社開発案件やマジョリティシェア案件を有し、数値的には海外勢に引けを取らない。東南アジアでの開発
案件が多いが、アメリカ、中東等も含め広い地域でマジョリティシェア案件を有する。
・ ユティリティ企業は総合商社や海外企業に⽐べてマイナー出資参画案件が相対的に多く、マジョリティシェアをとって参画する例は稀である。
単独受注案件となるとさらに少なくなり、総合商社とのJVで参画することが通例になっている。
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3.4 実績（Credentials）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
4-1 海外部門売上
4-2 海外発電所数（運転中）
4-3 海外持分発電容量（運転中）
4-4 市場シェア（母国における発電容量のシェア率）
4-5 海外持分発電容量（建設中）
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Engieが他社と⽐べ圧倒的に多くの発電所、持分発電容量を有する。電源種についても⽕⼒、⽔⼒、再エネ、原⼦⼒と多様に展開して
いる。
・ Iberdrolaも再エネ発電所を多数保有し、発電所数ではEngieにも勝る。ただし、⽐較的⼩規模な再エネ発電が中⼼であるため、総発
電容量はEngieより少ない。
・ Sembcorpについてはインド、中国に⼤型⽯炭⽕⼒発電所を有し、その合計４件で持分発電容量の約６割を占める。その他オマーン、
ベトナムにガス⽕⼒発電所をもち、インドには多くの再エネ発電所をもつ。
・ ACWA Powerは中東地域でのガス、⽯炭⽕⼒発電所が中⼼である。⼀⽅、規模は⼩さいがモロッコや南アフリカに太陽光発電所も保
有する。
・ CEICはインドネシアに複数の⽯炭⽕⼒発電所を有し、オーストラリアにおいても⽯炭⽕⼒発電所の案件に参画している。
【⽇本企業の評価】
・ 総合商社については海外事業参画件数が多く、ユティリティ企業を上回る持分発電容量を有している。
・ ユティリティ企業についても、Engie、Iberdrolaの持分発電容量よりは少なくなるものの、その他新興国のユティリティ企業とは同⽔準の持
分発電容量を有している。
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3.5 技術（Technology）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
5-1 熱効率
5-2 環境性能（CO2, NOx, SOx 排出係数）
5-3 安全性（LTIレート）
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ 調査対象各社とも、各指標につき明らかに劣るような企業はなかった。
・ 熱効率については、各社の公表値情報によるとIberdrolaが最も⾼く、次いでACWA Powerが⾼い。
・ CO2排出係数に関してはIberdrolaが最も低く、次いでEngieが低い。
・ CEICは前⾝の神華集団、中国国電集団においても熱効率およびCO2排出量データが公表されておらず、情報が⼊⼿できなかったが、
NOx、SOx排出係数およびLTIレートにおいては他社と同⽔準にある。
【⽇本企業の評価】
・ ⽇本のユティリティ企業の熱効率については、外国企業と⽐較して総じて⾼⽔準にある。ただし⽯炭⽕⼒発電の占める割合が多いと相対
的に低い⽔準となる。
・ CO2, NOx, SOx 排出係数それぞれについても、外国企業と⽐較して総じて⾼⽔準にある。
・ 企業ヒアリングを通じて超臨界圧、超々臨界圧⽕⼒発電所の運転実績が⾼く評価されていることは確認されているが、公開情報やデータ
ベースを通じて具体的に何件程度の実績があるかのデータを⼊⼿することはできなかった。
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3.6 価格競争力（Pricing）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
6-1 財務状況（総売上高, 売上高EBITDA率 , 流動比率）
6-2 競争入札案件の受注率
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Engie、Iberdrola、CEICの総売上⾼が巨⼤であり、売上⾼EBITDA率も総じて⾼い。
・ Sembcorpのは総売上⾼は上記３社と⽐較すると⼩さいが、流動⽐率は調査対象企業の中で最も⾼い。
・ ACWA Powerは限られた財務情報しか公表しておらず、他社との⽐較ができなかった。
・ 競争⼊札案件の受注率はEngieが最も⾼く、次いでIberdrolaであり、SembcorpとCEICは同⽔準であった。
（データベースから抽出した限られた案件における受注率情報であるため、調査対象案件範囲を広げることで受注率に変動が起こりうる。）
【⽇本企業の評価】
・ 総合商社、ユティリティ企業とも、売上⾼の規模は異なるものの、財務状態は概ね良好である。
・ 競争⼊札案件の受注率については、今回調査では海外企業と同程度の⽔準であった。
・ そのため、価格競争⼒が海外企業より極端に劣るという結果にはならなかった。
・ ただし、ユティリティ企業については、競争⼊札へ開発段階から参⼊する例よりも、むしろ事業が出来上がってから途中参加するケースがよく
聞かれ、必ずしも価格競争を経ずに事業に参画している点に留意が必要である。
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3.7 補足的考察１：付加価値提案力
► これまで見てきた6つの評価軸に加え、近年では、発電所整備に伴い、或いはCSRの一環として、環境保護、地域貢献、
技術移転等が積極的に提案・実施される事例も増えてきた。
► こうした提案も、間接的には競争力の向上に貢献しうると考えられる。以下に主な事例を示す。
表3-1 付加価値提案・活動の事例
・EDF、生物多様性についての啓蒙と発信の促進
発電所建設地域における全ての生物の尊重について、従業員と地元コミュニティと対する啓蒙を行っている。2014年には国内自然保護団体と共
同し、アヴィニョン近郊アラモン地熱発電所における学童の鳥の巣作り、ランス近郊ブシェン地熱発電所における養蜂活動を行った。
・ENGIE、TerrʼInnoveイニシアチブ（2014年～）
地方自治体に対し、環境共生型の新しい町づくり開発整備のための寄付を行っている。2014年までに国内20か所で署名、対象地域の住民は2百
万人。ベルギー2か所でもパイロット事業（ブルージュ、ナミュール）を展開。再生可能エネルギー計画など。
・Iberdrola、バレンシア・コンフレンテス原子力発電所のリスク管理（2017年）
福島原発事故を受けた安全基準に基づくリスク管理シュミレーションについて、米電力調査研究所（EPRI）から2017年技術移転大賞を受賞。
・Iberdrola、法人ボランティアによるコミュニティ支援プログラム（2006年～）
2006年以来、8,000以上の法人ボランティア活動を展開。2015年の国際ボランティアデーでは、スペイン、メキシコ、ブラジル、米国、英国で
1000人以上の社員が国内外で55の地元コミュニティ支援活動に参加。公共施設補修、緑地保全、炊き出し、青少年活動、障がい者共生、ホーム
レス支援、ゲームと本の寄贈、衛生、母子健康支援等。
・ACWA Power、国内における発電技術の移転指導と地元雇用の創出（2014年）
サウジアラビア技術職業訓練社 (TVTC)と協力し、水力技術高等研究所（HIWPT）による30か月間の国内技師育成プログラムを展開し、外国人
技師に頼らない教育と能力開発と国内雇用の創出を促進する。国内電力施設と等距離にあるRabighに建設。
・ACWA Power、海外における発電技術の移転指導と地元雇用創出の海外展開（2014年）
モロッコNoor第一太陽光発電所、南アフリカBokpoort集中太陽光発電事業、モザンビークMoatize火力発電所において、HIWPTと同様の職業訓
練と社会開発プログラムを展開している。
・Sembcorp Industries (Sembcorp)社、インドGayatri Power Complex建設におけるコミュニティ支援（2016年）
インドGayatri Power Complex建設において、地元コミュニティの生活向上のため、清潔な水へのアクセス、基礎インフラ、能力開発、教育プ
ログラムを提供した。
出所：各種WEB情報に基づきEY新日本作成

Page 25

3.8 補足的考察２：政府支援
► 前ページと同様に、輸出入銀行や政府保険機関等のECA（Export Credit Agency）による融資、保険、保証等の供与を通じ
た支援も、事業費を抑える上で大きな役割を果たしうる。
► 以下に、ECA活用に関する一般的なメリットと競争強化要素、およびECAの主な課題（差別化ポイント）等を示す。
表3-2 付加価値提案・活動の事例
（１）ECA活⽤のメリットと競争⼒強化
1.1
1.2
1.3
1.4

市中銀⾏に⽐べて、低利・⻑期の融資資⾦を提供することができる。（結果として、事業費の低減につながる。）
市中銀⾏に⽐べて、より⾼いリスクを取ることができる。よって、市中銀⾏が単独では融資できない国や案件にも融資が可能になる。
⺠間の保険機関がカバーできないリスクをカバーすることができる。
公的機関が融資コンソーシアムの⼀員として加わることにより、対相⼿政府の交渉⼒やリスク管理⼒が⾼まる。

（２）ECAの課題（差別化されるポイント）
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

融資・保険可能額の上限⾒直し（多くの場合、当該国の企業の受注⾦額の○％という形で限定される。
政府保証要件の緩和（JBICでは、融資を⾏うに当たって相⼿国政府の保証を取得することが必須でなくなった。）
⼿続きの迅速化・使い勝⼿（多くの場合、ECAの融資を受ける際には煩雑な⼿続きが必要となり、時間もかかる。）
現地通貨建ての融資
カバーするリスク項⽬やカバレッジの拡⼤、新規保険商品の開発（例：地熱ボーリング不発時の損失回復保険）
PPAなどの⻑期的なオフテイクの後ろだてのない事業（例：マーチャント事業）に対する融資供与

（３）その他
3.1 ECAによる融資は、市中銀⾏等の⺠間⾦融機関との協調融資が基本である。
3.2 ⺠間で⼗分に資⾦調達が可能な国や案件については（例えば⽶国）、ECAの役割は少ない。
出所：EY新日本作成
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第4章メーカーの競争力分析

► 4.1

海外ビジネス戦略

► 4.2

情報収集力

► 4.3

実績

► 4.4

技術力

► 4.5

価格競争力
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4.1 海外ビジネス戦略（Global Business Strategy）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
1-1 海外部門の売上割合
1-2 事業実施国数
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Siemensは、海外の売上⽐率が⾼く、かつ事業実施国数も多い。欧州、中東、北⽶、アジアに拠点をおいて事業を展開している。
・ BHELは、海外の事業実施国数は多いが、インド国内における事業が主軸かつボリュームゾーンであるため、海外部⾨の売上⽐率は相
対的に低い。欧州、中東およびアジア地域を中⼼に事業を展開している。
・ 上海電気もBHELと同様に、国内事業が主軸であり海外部⾨の売上⽐率は相対的に低い。なお、事業実施国数はまだ少なく、インド
ネシア、バングラデシュおよびフィリピンなどに限られる。
【本邦企業の評価】
・ 本邦企業の海外部⾨の売上割合は、Siemensと⽐較すると相対的に低いが、BHELや上海電気など新興国企業と⽐べると⾼い。
・ 事業実施国数については、Siemensと⽐べても遜⾊がない程の多数の国で展開してる。アジアや北⽶地域への進出が多く、中東や南
⽶にも進出実績がある。
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4.2 情報収集力（Intelligence）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
2-1 エネルギー関係の海外連結子会社数
2-2 エネルギー関係の海外非連結関係会社数
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Siemensにおけるエネルギー関係の海外連結⼦会社数は、他の調査対象企業と⽐べて圧倒的に多く、世界各国にグループ会社を有
する。
・ 上海電気は複数のグループ会社を有しており、⽇本、ドイツおよび⾹港などに連結⼦会社を有する。特にドイツには複数の⼦会社を有し、
蒸気タービンを製造する欧州メーカーの株式も取得している。
・ BHELは、今次調査時点において、海外グループ会社は有していない。
【本邦企業の評価】
・ 本邦企業については、Siemensと⽐較すると少なくはなるものの、アジア、特に中国を中⼼に、海外グループ会社を複数保有している。
北⽶地域にも複数拠点を有している。

Page 29

4.3 実績（Credentials）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
3-1 市場シェア（蒸気タービン）
3-2 市場シェア（ガスタービン）
3-3 受注件数
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Siemensについては、ガスタービン市場において⾼いシェアを有しており、また受注件数も多い。なお、2017年1⽉時点において、世界
で6,000機以上のガスタービンの納⼊実績がある。蒸気タービンについても、これまでに120,000ユニットを超える納⼊実績がある。
・ 上海電気については、蒸気タービンにおいて⾼いシェアを有しており、⾃国を除くとインドおよび中東諸国への納⼊実績が多い。⼀⽅、ガ
スタービンの市場シェアは低く、データベース上で確認できる受注件数も少ない。
・ BHELについては、ガスタービンおよび蒸気タービン市場のシェアは他の調査対象企業と⽐較して⾼くない。バングラデシュ、インドネシア、
ベトナム、サウジアラビア等、アジアおよび中東諸国を中⼼に蒸気タービンの納⼊実績がある。
【本邦企業の評価】
・ 本邦企業における蒸気タービンの市場シェアについては、Siemensと⽐べても遜⾊がない。⼀⽅、本邦企業におけるガスタービンの市場
シェアについても決して低くはないが、Siemensと⽐べると半数程度になる。
・ 蒸気タービンについては、アジア、北⽶地域への納⼊実績が⽐較的多いが、中東、南⽶においても実績を有する。
・ ガスタービンについても、蒸気タービンと同様にアジア、北⽶地域への納⼊が中⼼であるが、アフリカ、欧州諸国にも納⼊実績がある。
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4.4 技術力（Technology）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
4-1 製品ラインナップ
4-2 超臨界圧、超々臨界圧ボイラー製品の有無
4-3 保有ガスタービンの燃焼温度
4-4 安全性（LTIレート）
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ Siemensは、超臨界圧および超々臨界圧ボイラー、ならびに⼤型ガスタービンなど、⾼い技術を要する製品についても豊富なラインナッ
プを揃えている。
・ 上海電気およびBHELについても、蒸気タービン、発電機、ボイラーおよび中型ガスタービンなど多様な製品ラインナップを揃えているが、
⼤型ガスタービンは製造していない。
・ 上海電気は超臨界圧および超々臨界圧ボイラーの両種をラインナップに有している。
・ BHELは超臨界圧ボイラーのみをラインナップに有しており、超々臨界圧ボイラーは製造していない。
【本邦企業の評価】
・ 本邦企業についても、海外企業と同様に、蒸気タービン、ボイラー、発電機および⼤型・⼩型ガスタービン製品に⾄るまで豊富なライン
ナップを有し、また、超臨界圧および超々臨界圧ボイラーも製造可能である。
・ ⼤型ガスタービンについては、本邦企業の中でも製造可能な企業とそうでない企業がある。
・ 本邦企業のLost Time Injury（LTI）レートについては、各企業の公表値をもって⽐較すると、SiemensおよびBHELと⽐べ低い
（災害の発⽣頻度が低い）。
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4.5 価格競争力（Pricing）
► 本項目に関しては、以下の観点からの分析を行った。
5-1 火力およびガス発電所の主要機器および建設コスト
5-2 財務状況（総売上高, 売上高EBITDA率, 流動比率）
► データ分析の主な結果は、下記のとおり。
【海外企業の評価】
・ 調査対象企業の⽕⼒およびガス発電所の主要機器および建設コストについては、⽇本企業と欧州および中国企業の相対評価を⾏っ
ている経済産業省の既存報告書（注1）を参考にしたところ、⽇本企業と欧州企業との間には有意な差はなかった。⼀⽅、中国企業は
⽇本企業と⽐較して２割程度低いコストでの提供が可能とされている。
・ Siemensの総売上⾼および売上⾼EBITDA率は、⽇本企業も含めて調査対象企業の中で最も⾼い。
・ 上海電気は総売上⾼こそUSD12Bilを超える巨⼤企業であるが、売上⾼EBITDA率は、その他の調査対象企業と⽐べて極めて低い。
・ BHELの総売上⾼は調査対象企業の中で最も低く、売上⾼EBITDA率も⾼くはないが、流動⽐率は⽐較的⾼く、短期的な財務状況
に⼤きな問題はない。
【本邦企業の評価】
・ 主要機器および建設コストに関しては、上述の通り、欧州企業と中国企業との相対⽐較の結果、欧州企業とは同程度コストであり、中
国企業よりも２割程度⾼い。
・ 本邦企業の総売上⾼は、Siemensと⽐較すると⼩さいものの、上海電気およびBHELとの⽐較においては遜⾊がない。
・ 売上⾼EBITDA率についても、Siemensよりは低くとも、BHELおよび上海電気の⽔準と⽐較すると相対的に⾼く、⼗分な利益を確保
している。
（注1）経済産業省「平成28年度 質の高いインフラシステム海外展開促進事業（インフラ輸出を担うコンサルティング機能強化調査事業）」
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第5章 インタビュー調査およびケーススタディ

► 5.1

企業インタビューの目的と項目

► 5.2

本邦電力会社へのインタビュー結果概要

► 5.3

総合商社へのインタビュー結果概要

► 5.4

相手国政府機関および企業へのインタビュー結果概要

► 5.5

ケーススタディの目的および対象プロジェクト一覧

► 5.6

プロジェクト選定基準

► 5.7

現地調査対象国の電力市場概要

► 5.8

プロジェクトの概要とインプリケーション
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5.1 企業インタビューの目的と項目
► インタビューの目的
・文献・Web調査で拾いきれなかった調査項目について、企業インタビューを通じて情報収集を行った。
・また、海外電力事業における競争力や日本政府による支援等について聴取することにより、今次競争力分析指標の深掘りを行
うとともに、戦略シナリオ提言検討の参考としたものである。
・さらに、個別案件にかかる情報についても聴取し、ケーススタディーの実施に活かした。
► 本邦電力会社および総合商社のそれぞれ複数社を対象に、以下の質問項目についてインタビューを行った。
・海外電力事業における競争力
・パートナーの選定方針
・日本政府による支援
・個別案件にかかる情報（応札経緯、受注／失注要因）
► また、上記に加え、現地調査時に相手国企業等に対して実施したインタビューの概要についても整理した。
► インタビュー結果について、次ページ以降に整理した。
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5.2 本邦電力会社へのインタビュー結果概要
表5-1 本邦電力会社へのインタビュー結果概要
インタビュー結果
[1] 海外電⼒事業における競争⼒
▶
▶

▶

▶

▶
▶

PPAの⼊札では、基本的にはタリフが最も重要な要素となることを各社とも認識している。
タリフ以外の要素で競争に影響する要素として、PQ要件がある。例えば、インドネシアでは、クラッシュプログラム（Crash Program）で中国企業が問題を起こした。そのため、
その後の⼊札案件ではPQ要件が強化され、中国企業の参画ハードルが上がった。
PPA市場では、発電事業者は発電所の建設・運転・安全管理に専念できる。これに対し、マーチャント市場では、他の事業者や多様な電源種類の市場参加の⾒通し等、
市場環境を⾒極めた事業管理が必要となり、市場や系統を深く分析する能⼒が必要とされる。
本社から事業会社への出向者派遣を通じ、本社をバックにした技術サポートが提供できること、およびO&Mにかかる技術的な改善提案により事業価値を向上させられることも
強みとなりえる。
⼊札条件に同種発電所の運転実績が要求される場合、⽇本国内における運転実績も評価され、外国企業と差をつけることができる要素となりえる。
ブランド⼒も重要な要素である。アライアンス先を探す際には、社名のブランド⼒がアドバンテージとなることがある。

[2] パートナーの選定⽅針
▶
▶

▶
▶

発電所建設国の電⼒市場や法制度に精通しており、地元対応を円滑に⾏うことができること、財務的にも安定していることが重要である。
新興国では、カントリーリスクに対応するためにも地場企業とのアライアンスが必須と考えている。先進国ではカントリーリスクはあまり考慮しなくてよい⼀⽅で、市場リスクを管理し
なくてならない点において、新興国とは事情が異なる。
総合商社はコマーシャル⾯で強みがあると捉えているため、ユティリティ企業の強みとなる技術⾯と補完し合う関係になることを期待している。
資⾦調達⾯においても、オールジャパンで、あるいは様々な海外企業とアライアンスを組むことで補完し合えることが望ましい。

[3] ⽇本政府による⽀援
▶

▶
▶

⽶国のマーチャント市場において⾏われている電⼒のヘッジ取引に対し、⽇本の会計基準はまだ対応しきれていない。投資家にも誤解を与えないよう、マーチャント市場におけ
るヘッジの実態を適切に財務諸表に反映する会計指針を整えて欲しい。
政府の影響⼒の強い東南アジア地域を中⼼に、⽇本製品の品質や⾼度なO&M技術等による⻑期的なコスト安効果をより強くアピールして欲しい。
JICA専⾨家派遣や海外コンサル事業にも取り組み、⼈脈形成や情報収集に役⽴ってはいるものの、必ずしも直接的な事業形成に繋がっていない。

出所：各社へのインタビューに基づきEY新日本作成
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5.3 総合商社へのインタビュー結果概要
表5-2 総合商社へのインタビュー結果概要
インタビュー結果
[1] 海外電⼒事業における競争⼒
▶
▶

▶

▶
▶

競争⼒のあるタリフを提⽰できるかは、いかにEPCコストを安く抑えるおことができるにかかっている。
⽶国はマーチャント市場であることから、EPCコストのみならず、⽴地や定性的評価も重要な要素となっている。地域の送電線状況の⾒極めや地域社会への働きかけ、更には
プロジェクトリスクを評価するといった、「⽬利き⼒」が必要とされる。
ファイナンス組成⼒やファイナンスを可能にする財務体質も競争⼒の重要な要素となる。特に、⽶国のようなマーチャント市場では必要とされる出資額が多いため、その分健全
な財務体質が求められる。⼀⽅で、そうした市場では資⾦調達先は多くあるので、JBICの役割は⼩さくなる。
開発後の事業運営能⼒も、⻑期的視点では、競争⼒の⼀つの重要な要素である。
⽇本における発電の考え⽅や基準、スケジュール感は、海外市場においてはコンサーバティブである場合がある。国際⼊札で勝つためには、海外市場で求められない余分なス
ペックは削ることも重要である。

[2] パートナーの選定⽅針
▶

▶
▶

▶

パートナーの選定基準は進出国や条件によって異なるが、変わらない基準として「⽬線が合う」ことを重視している。「⽬線が合う」とは、互いが持つ機能がうまくかみ合い、求め
る採算のレベルがマッチするという意味であり、⻑期的、戦略的に案件に関わることが可能な関係を⽬指すものである。
本邦電⼒会社と組むことでJBICや本邦市中銀⾏からの融資が付きやすくなる場合があるという点は、⽇本企業と組むメリットの⼀つとなっている。
進出国と電源種類、出資⽐率（規模）の３点も選定の上で重要である。進出国に合わせて組みたい相⼿も変わるためである。電源種類については、ユティリティ企業毎に
経験と知⾒を有する分野が異なり、得意分野に合わせて連携している。
オペレーション段階で、本邦電⼒会社からエンジニアを派遣することも多く、技術的な知⾒が期待できる点で連携する場合もある。

[3] ⽇本政府による⽀援
▶

▶

ある地熱案件でADBによるクリーンテクノロジーファンド（CTF）を通じたソフトローンを利⽤した際、開発が失敗したら返済は不要（ただし、事業化したら必ずADB融資を利
⽤しなければならない）という条件だった。⽇本にもCTFと同様に、地熱の開発に対するノンリコース型のソフトローンがあると良い。
グラントによる⽀援の場合、資⾦を実際に⼿にするまで⼿間と時間がかかり、事業のスピード感についていけないことがある。例えば地熱案件の試掘が失敗した際に、その損失
をカバーされる保険制度のような⽀援があると便利である。

出所：各社へのインタビューに基づきEY新日本作成
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5.4 調査対象国企業へのインタビュー結果概要
表5-3 調査対象国企業へのインタビュー結果概要
インタビュー結果
[1] 海外電⼒事業における競争⼒
▶
▶

▶

ベトナムにおいてPPAを締結するにあたり重視される点は、タリフ、技術およびファイナンス組成⼒である。ただし、そこまで⾼度な技術は求められていない。
インドネシアにおいても、タリフに加えて、①ファイナンス組成⼒、②EPC管理を含む技術⼒、③O&M能⼒、④燃料マネジメント、⑤ステークホルダーのマネジメント⼒（対政府
交渉など）の５つも重要である。
フィリピンではマーチャント市場はあるが、依然としてMERALCO等とPPAを締結し⽕⼒発電所を建設しているのが実態である。そのため、案件開発において重要視される点と
しては、タリフ、オフテーカーを確保することおよび地元企業との連携である。

[2] パートナーの選定⽅針
▶
▶
▶
▶

▶

発電所建設国の地場企業において、パートナーには技術的な知⾒を求めていることが共通している。
それに加え、財務体質についても選定にあたっては慎重な判断が必要と考えられている。
国内外における実績が豊富なこと、さらには協業による将来的な事業展開も期待できることも重要視される。
フィリピンでは資⾦は豊富にあるので、協業先に資⾦⼒を求めるケースはあまりない。やはり技術移転とノウハウの提供が重要であり、例えば、協業相⼿からの専⾨エンジニアの
派遣によって知識を吸収することができた事例もある。
開発の検討開始から案件の合意形成に⾄るまで⻑時間を要するため、建設的な対話を続けられる相⼿である必要がある。アクションと期限を設定、コミットメントし、それを実
践するという姿勢を有していることは、協業するにあたり⾮常に⼤事と考えられる。

[3] 本邦ユティリティの強み・弱み
▶
▶
▶

本邦企業は、他の外国企業と⽐べて技術的な知⾒を有していると考えている。
品質の観点からいえば、発電所寿命も⻑く、熱効率性も海外企業に⽐べて優れている。ただし、価格⾯では、中国や韓国製に⽐べて⾼く、欧⽶と拮抗している。
⽇本のユティリティ企業の強い点は、信⽤⼒である。⼀度決めたことについては、きちんと仕事を⾏う。⼀⽅、弱い点は、他国の企業の意思決定のスピードに⽐べ、社内の意思
決定に時間がかかることである。

出所：各社へのインタビューに基づきEY新日本作成
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5.5 ケーススタディの目的および対象プロジェクト一覧
▶ 本ケーススタディは、個別のプロジェクト実施の背景、入札や受注の経緯の情報収集を行い、競争力に関する考察を深めると
ともに、各プロジェクトにおける勝因や課題を明らかにし、本調査の分析に役立てることを目的として実施したものである。
▶ 本章では、次のプロジェクトに対してWEB調査および現地調査の結果を示す（選定基準については次ページを参照のこと）
① インドネシア：Tanjung Jati B 石炭火力発電所 【ブラウンフィールド拡張】
② インドネシア：Muara Laboh 地熱発電所 【グリーンフィールド】
③ インドネシア：Cirebon 2 石炭火力発電所【ブラウンフィールド拡張】
④ インドネシア：JAWA1ガス火力発電所 【グリーンフィールド】
⑤ インドネシア／フィリピン：Chevron地熱権益 【グリーンフィールド途中参加】
⑥ フィリピン：Pagbilao石炭火力発電所 【ブラウンフィールド拡張】
⑦ フィリピン：Puting Bato石炭火力発電所 【グリーンフィールド途中参加】
⑧ フィリピン：Atimonan石炭火力発電所 【グリーンフィールド】
⑨ フィリピン：Ilijanガス火力発電所 【グリーンフィールド】
⑩ ベトナム： Nghi Son 2 石炭火力発電所 【グリーンフィールド】
⑪ ベトナム： Phu My 2.2 ガス火力発電所【グリーンフィールド】
▶ プロジェクトタイプは、新規（グリーンフィールド：GF）と既存（ブラウンフィールド：BF）に分けることができる。前者は、
事業開発時からの参加と、途中参加のパターンがある。後者は、ここで取り上げたのはすべて拡張案件である。
▶ また、この情報を踏まえて、第7章における競争力の評価軸に考察の基礎情報とする。
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5.6 プロジェクト選定基準
▶ Inframationデータベースを用いて、調査対象国において、火力発電、水力発電或いは地熱で、かつ、日本企業が現地国企業あ
るいは第三国企業とアライアンスを組んで受注した案件を中心に抽出したものである。
表5-4 プロジェクト選定基準
現地調査国

調査対象

ベトナム

落札事業者

●

Muara Laboh

地熱

80 ENGIE、Supreme Energy、住友商事

Central Java

石炭

2,000 J-Power、伊藤忠商事、Adaro Energy

●

Cirebon

石炭

●

Cirebon 2

石炭

1,000 丸紅、JERA、Indika Energy、Samtan、Korea Midland Power

Java 7

石炭

2,000 China Shenhua Energy Company Limited

Rajamandala

水力

JAWA 1

ガス

Paiton 3

石炭

Rajamandala

水力

Rantau Dedap

地熱

240 ENGIE

Riau

ガス

275 ENGIE

Sumsel 1

石炭

700 China Shenhua Energy Company Limited

Chevron

地熱

N/A AC Energy、Star Energy、EGCO

●

2,000 住友商事、関西電力、United Tractor

660 丸紅、Indika Energy、Korea Midland Power、Samtan

47 関西電力、PLN
1,760 丸紅、双日、Pertamina
825 ENGIE、三井物産、JERA、PT Batu Hitam Perkasa
47 関西電力

Mindanao

石炭

200 ENGIE

●

Pagbilao (Expansion)

石炭

400 TeaM Energy、Aboitiz Energy

●

Puting Bato

石炭

270 丸紅、AC Energy、PHINMA

●

Atimonan

石炭

1,200 選定中 (EGCO、Ratchaburi)

●

Ilijan

ガス

1,200 丸紅、JERA、韓国電力

Nam Dinh 1

石炭

1,200 ACWA Power、Taekwang

●

Nghi Son 2

石炭

1,200 丸紅、韓国電力

●

Phu My 2.2

ガス

出所：各社公表資料およびInframationのデータに基づきEY新日本作成
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容量（MW）

石炭

●

フィリピン

電源種別

Tanjung Jati B 5&6

インドネシア

インドネシア／フィリピン

案件名

●

715 EDF、住友商事、JERA

5.7 現地調査対象国の電力市場概要
▶ 本ケーススタディでは、個別プロジェクトの国際競争力にかかる情報収集を行うため、調査対象国のなかでも我が国企業や海
外ユティリティ企業による進出実績が比較的豊富なインドネシア、フィリピン、ベトナムの３カ国を現地調査対象国とした。
▶ ３カ国における電力市場の概要および現地調査を通じて明らかになった重要視される競争力は、以下のとおりである。
表5-5 現地調査対象国の電力市場概要
現地調査対象国

現状の電源構成
6% 1%
5%
7%

インドネシア
26%

市場の特⾊
⽯炭
ガス

62.3GW

油

(2017年) 56%

再エネ
⽔⼒
その他
⽯炭

17%

フィリピン

16%

35%

21.4GW
(2016年)

17%

42%

油
再エネ
⽔⼒

16%

42.7GW

その他
⽯炭

3%

ベトナム

ガス

34%

(2015年)

ガス
油
再エネ
⽔⼒

3% 17%

その他

（注1）赤字は現地調査のインタビューを通じて明らかとなった項目である。
出所：BMI等Web調査や現地調査でのインタビュー結果に基づきEY新日本作成
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・PPA公共調達型市場。既設の拡張に限り
Direct Appointmentの制度が適⽤される。
・電⼒需要の低下を受けRUPTL2018では、今
後10年間の新設計画を20GW近く引き下げた。
・⽯炭⽕⼒が電源の5割超を占める。今後も⽯
炭⽕⼒を中⼼に新設が計画されている。
・省令変更によりタリフ上限が設定され価格競
争が激化、PPA等PLNからの要求も⾼まる。

・マーチャントはあるが、PPAが主流の市場。
・⼤型発電所を新設するには、MERALCOを
はじめとする売電先の確保がカギ。
・売電リスクはあるもPagbilaoの拡張をはじめ
安定しつつあるWESM*を活⽤する動きあり。
・地場の発電事業者は強く、地場企業（地
場銀⾏含）との連携が事業展開のカギ。

重要視される競争⼒（注1)
・価格競争⼒
・事業形成⼒、交渉⼒
・燃料調達⼒
・超々臨界圧等の実績/技術⼒

・事業形成⼒、交渉⼒
・マーケティング⼒
・フィリピン市場の理解・実績
・ファイナンス組成⼒
・超々臨界圧等の実績/技術⼒

* The Wholesale Electricity Spot Market

・PPA⺠間提案型市場。公共調達の事例は、
Phu My2.2/3、Nghi Son2に限られる。
・EVNを唯⼀の売電先とするスポット市場があ
るが、IPPは参画対象外となる。
・電源構成は、⽔⼒、⽯炭、ガスと続き、今後
も堅調な需要が⾒込まれている。
・超々臨界やGTCC案件では、輸⼊炭やLNG
が必要であり、燃料調達も案件組成のカギ。

・事業形成⼒、交渉⼒
・発電所の技術性能
・スポンサーの信⽤⼒
・ファイナンス組成⼒

5.8 プロジェクトの概要とインプリケーション

5.8.1 インドネシア：Tanjung Jati B 石炭火力発電所 【BF】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：2,000MW
(1,000MW x 2Units)

►

・種別：⽯炭（超々臨界圧）
・現況：建設中 (2021年運開予定)
・出資者：住友商事、関⻄電⼒、
United Tractors
・EPC：セントラルジャワパワー
・オフテイカ－：PLN

►

►

・取引額：USD 4,194M
・D/E Ratio：80/20
・レンダー：JBIC、⺠間銀⾏団

►

住友商事が参画していた既設1〜4号
機の隣接地に、5、6号機を増設するも
の。

►

既設1〜4号機で採⽤していたリース⽅
式から変更となり、 5、6号機ではBOT
⽅式が採⽤された。

►

エ ネ 鉱 省 令 に 準 じ て 、 Direct
Procurementが適⽤された案件であ
る。

►

JBICおよび⺠間銀⾏団（NEXIによる
保証も付保）から25年間の融資を得
た。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション

►

►

「超々臨界圧発電所の運転実績・技術」は、本邦電⼒会社が海外案件
に参画する武器である。この点は、United Tractor、住友商事両者から、
本邦電⼒会社の優れた点、および協業理由として挙げられた。
地場企業の⾒解としては、技術に加えて「⾼いガバナンス」を共有できる点、
尼国で「優れたO&Mの実績」を有している点も、協業の決め⼿として挙げ
られた。
発電事業だけでなく、「他の事業を通じた関係構築（今回は、上流とな
る⽯炭事業)」も、アライアンス組成のきっかけとなりうる。
頻繁な制度変更に柔軟に対応するために、現地に⼈を張り、PLNをはじ
め「ネットワークを構築」することが重要。
JBICやNEXIの保証により、オールジャパンの体制を組むことで、総合的な
価格競争⼒が⾼まっている。

5.8.2 インドネシア：Muara Laboh 地熱発電所 【GF】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：80 MW

►

・種別：地熱
・現況：建設中
・出資者：住友商事、ENGIE、
Supreme Energy

►

・EPC：PT Rekayasa Industri、
住友商事
・オフテイカ－：PLN

►

・取引額：USD 586M
・D/E Ratio：75/25
・レンダー：JBIC、ADB、ADB CTF、
MUFG他

►

住 友 商 事 、 ENGIE 、 Supreme
Energyの３社でプロジェクト会社である
Supreme Energy Muara Labohを
⽴ち上げ、案件を開発した。
PLNと30年間のPPAを締結するとともに、
BVGLで20年間の尼財務省からの保
証が⾏われている。
JBICやLEAP、ADBのクリーンテクノロ
ジーファンド(CTF)、⺠間銀⾏による協
調融資が⾏われた。
⻄⽇本技術開発が技術サービスアドバ
イザーとして掘削戦略の策定等において
側⾯⽀援する。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

►

►

►

►

►

地熱の開発にあたっては、CTFのようなノンリコース型のソフトローンは有⽤
であり、事業者⽬線からすれば、我が国としても、⽀援内容を拡充するの
が望ましい。
掘削が外れた場合のリスクを担保する保険マーケット状況下、我が国政
府、或いは多国間連携の⽀援策として、検討することはできないか。
所定のタリフでは事業性が担保できない場合には、PLNとの「タリフの交渉
⼒」が求められる。
地熱の附帯インフラの整備費⽤は多いため、附帯インフラも含めた⽀援に
ついても、我が国政府の⽀援策として検討できないか。
IPP事業だけでなく、「他の事業を通じた関係構築（今回は、EPC事
業)」も、アライアンス組成のきっかけとなりうる。
⻑期間にわたる事業開発に耐えうる財務的な体⼒や企業としての取り組
み姿勢が必要。

5.8.3 インドネシア：Cirebon 2 石炭火力発電所 【BF拡張】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：1000MW

►

・種別：⽯炭（超々臨界圧）
・現況：建設中 (2022年運開予定)
・出資者：丸紅、JERA、Samtan、
Indika Energy、KOMIPO

►

・EPC：MHPS、東芝、Hyundai
・オフテイカ－：PLN

►

・取引額：USD 2,028M
・D/E Ratio：80/20
・レンダー：KEXIM/JBIC/ING/邦銀

►

2012年7⽉、丸紅、Indika Energy、
KOMIPO 、 Samtan で 開 発 し た
Cirebon 1が商業運転を開始。
2015年10⽉、Cirebon 2の開発事
業に中部電⼒（当時）が参画し、25
年間のPPAがPLNと締結された。
2016 年 11 ⽉ 政 府 か ら Business
Viability
Guarantee
Letter(BVGL)を取得した。
2017年11⽉にファイナンス・クローズを
迎え、建設⼯事に着⼿した。

本調査に対するインプリケーション
►

►

►

Indika Energyの⾔葉を借りれば、尼におけるIPP事業の競争⼒は、
①ファイナンス組成⼒、②技術⼒、③O&M能⼒、④燃料マネジメント⼒、
⑤ステークホルダーのマネジメント⼒に集約される。参画事業者の連携によ
り、上記５つの競争⼒が確保された。
超々臨界圧ボイラ技術は、Cirebon2で新たに求められた技術⼒であり、
本PJにおいても、本邦電⼒会社に対して期待された役回りであった。
出⼒変更を伴う既設拡張は省令改訂が必要であった。省令改訂にかか
る働きかけには、以下のような能⼒が必要とされる。
u

u

u

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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頻 繁 な 制 度 変 更お よ び PLN の 意 向 を 正 確 に 把 握 する こ と
（情報収集⼒）
PLNのニーズと事業者側の期待を踏まえ、利害関係者と交渉・
調整すること（交渉・調整⼒）
キーパーソンを把握しており、本⾳で話せる関係性を有すること
（ネットワーク⼒）

5.8.4 インドネシア：JAWA1ガス火力発電所 【GF】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：1,760MW

►

(880MW x 2Unit)
・種別：ガス（GTCC)
・現況：建設中

►

・出資者：丸紅、Pertamina、双⽇
・EPC：Samsung C&T
・オフテイカ－：PLN
・取引額：USD 1,800M
・レンダー：ADB、JBIC、NEXI

►

尼国初の⼤型ガス焚き⽕⼒発電および
LNG貯蔵・再ガス化(FSRU) の国際⼊
札案件である。
2016年8⽉に⼊札が⾏われ、韓国電
⼒組、Sembcorp組、三菱商事組、
丸紅組の4つのコンソーシアムが応札し
た。
2016年10⽉、丸紅/Pertamina/双
⽇のコンソーシアムが優先交渉権を獲
得し、PLNとのPPAを締結した。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

►

►

FSRU付帯の発電事業であり、「燃料部分にも強みを有する実施体制」
を組むことができた事業者が結果として落札した。
⼤型ガス焚き⽕⼒案件で、最新式のGTCCも導⼊されたが、本事業では
本邦電⼒会社の参画はなかった。ひとつの理由として、本事業ではGE製
の主機が採⽤されており、本邦電⼒会社の運転経験が豊富な⽇本製の
主機が採⽤されず、技術的な知⾒が得られにくかったことが挙げられる。
インドネシアにおける電⼒事業への⽇本の政府⽀援は厚く、PLNとの厳し
い契約条件下でもJBICからの融資、NEXIからの保証を得た。

5.8.5 インドネシア／フィリピン：Chevron地熱権益 【GF途中参加】
案件概要
・出⼒：N/A
(尼側:402MWの地熱権益、
⽐側:692MWの地熱権益４割等)
・種別：地熱
・現況：稼働中
・出資者：AC Energy、
Star Energy、EGCO
・OEM：NA
・取引額：USD 3,000M
・レンダー：NA

背景・経緯
►

►

►

2016年、Chevronによりインドネシア、
フィリピンにおける地熱にかかる権益を売
却する⼊札が⾏われた。
Medco Energi、PLN、Pertamina、
Star Energy/AC Energy/EGCO等
の6組が応札した。
結 果 と し て 、 AC Energy 、 Star
Energy、EGCOの3社によるACEHISTAR Holdingsが優先交渉権を獲得
し、インドネシア、フィリピンにおける権益
を 取 得 し た 。 そ の 後 、 ACEHI-STAR
Holdings は 、 権 益 の 99% を AllFirst
Equity Holdingsに売却した。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

►

►

►

本案件は、インドネシアとフィリピンの⼆カ国にまたがる事業権益の⼊札であり、
結果として両国の地場企業が参画していたコンソーシアムが落札した。
AC EnergyおよびStar Energyともに、本国においては豊富な発電事業の
実績を有しており、地熱開発にかかる技術的な知⾒も有していた。
こうした国際競争⼊札においては、複数企業間のアライアンス形成が不可⽋
である。本事業に参画した海外事業者からは、本邦電⼒会社は「意思決定
のスピードが遅い」という指摘があった。意思決定のスピードを加速することによ
り、勝ち⾺となるような地場企業との提携にプラスに働く可能性がある。
結果として失注した海外事業者からは、資産価値を正確に知りすぎていたが
ゆえに、結果として勝てる⼊札価格を設定できなかった、との振り返りを得たが、
落札者が⾼値掴みをしていなかったどうかは、検証が必要である。

5.8.6 フィリピン：Pagbilao石炭火力発電所 【BF拡張】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：388MW (Unit3)

►

・種別：⽯炭（亜臨界）
・現況：稼働中
・出資者：TeaM Energy

►

、Aboitiz Power
・EPC：MHPS、Daelim Industrial
・オフテイカ－：基本WESMで売電
・取引額：USD 1,010M
・D/E Ratio：75/25
・レンダー：地場銀⾏団

►

2007年にTeaM EnergyがMirantの
権益を取得し、1/2号機の所有・運転
を開始した。
1/2号機では、NPCとの契約に基づき
Aboitiz Powerが燃料調達および電
気 供 給 を 担 っ て い た 。 2011 年 9 ⽉ 、
TeaM Energy は 3 号 機 の 開 発 を
Aboitizと共同で⾏う覚書を締結した。
1/2号機では、政府保証付きでNPCと
のECAが締結されていた。3号機では当
該契約の拡張はできなかった為、スポッ
ト市場（WESM）で売電することを前
提に開発された。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

►

本案件は、スポット市場への売電を前提に開発されたエポックメイキングな
案件である。MERALCOや⼯業団地、地場の財閥との⻑期PPAを締結
していない場合においても、地場の銀⾏からの融資が得られたものである。
本事例を通じて、以下の２点がインプリケーションとして挙げられる。
u

u

►

フィリピンにおいても、今後スポット市場への売電を前提とした案
件開発の可能性はある。
ただし、融資を得るためにもフィリピンにおける実績やフィリピン市
場（特にWESM）の理解、あるいはファイナンスを組成する⼒
が必要である。

Aboitiz Powerは、1/2号機で燃料の調達や電気の供給で参画してい
た。他⽅、TeaM Energyは発電およびメンテネンスを担っていた。3号機
の拡張においても、既存事業での協業を通じて互いの役割分担は明確で
あり、協業するメリットがあった。

5.8.7 フィリピン：Puting Bato石炭火力発電所 【GF途中参加】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：244MW

►

(122MW x 2 Unit)
・種別：⽯炭（CFB焚）
・現況：稼働中

►

・出資者：PHINMA、AC Energy、
丸紅
・OEM：Dongfang(Boiler)、

►

Harbin(ST,Gen)
・オフテイカ－：PHINMA
・取引額：USD 46M
（丸紅による出資参画）
・レンダー：NA(丸紅による⾃⼰資⾦)

►

2015年4⽉に初号機が運開し、2016
年2⽉に次号機が運開。中国製であっ
たためか、技術的な問題を抱えていた。

►

売電先として PHINMAとの 15年 間の
PPAを締結しており、売電さえすれば、
安定的な収益が⾒込める案件であった。
2016 年 12 ⽉ 、 丸 紅 が 、 Putting
Bato発電所を保有・運転するSouth
Luzon Thermal Energyの権益を、
AC Energy か ら 15% 、 PHINMA
Energyから5%取得した。
丸紅による権益取得後、技術協⼒を
⾏った結果、運⽤改善につながった。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成

Page 47

本調査に対するインプリケーション

►

►

出資参画の決め⼿となった要素は、以下のとおり、協業、特にブラウンフィール
ドでの出資参画にあたっては、買い⼿のウリと売り⼿のニーズが⼀致することが
重要である。
u

フィリピンにおける豊富な実績

u

フィリピン市場の理解

u

技術的な知⾒

u

EPC・IPP事業の知⾒

u

将来的な競業可能性

フィリピンでは、スポット市場が存在するなかで、⼀定規模の⻑期PPAが締結
されていることは、魅⼒的な案件といえる。したがって、出資参画にあたっては、
⾒返りとなる付加価値要素が必要である。
ACエナジーからの説明では、技術的な知⾒、将来的な協業可能性の２点が、
丸紅との協業の決め⼿として語られた。

5.8.8 フィリピン：Atimonan石炭火力発電所 【GF】
案件概要
・出⼒：1,200MW
(600MW x 2 Units)

背景・経緯
►

・種別：⽯炭（超々臨界圧）
・現況：計画中 (2021年運開予定)
・出資者：MGen/パートナーを選定中
・EPC：選定中

►

・オフテイカ－：MERALCO
・取引額：USD 3,000M
・D/E Ratio：70/30
・レンダー：地場銀⾏団

►

当初、MGenは中 部電⼒ との共 同で
1,500 MW規模のガス焚き⽕⼒発電
所の建設を検討していた。2014年7⽉、
経済性を理由として⽯炭焚き発電所と
する⽅向で舵が切られた。
MERALCOとの⻑期PPAが締結されて
おり、売電さえすれば安定的な収⼊が
保証されている。
MGenは、IPPパートナー、EPC、ファイ
ナンス、それぞれを独⾃に調達中。IPP
パートナーには、EGCOやRatchaburi
等が、優先交渉権者として残った。(最
終選定中)

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

►

►

►

当初は、ガス焚きの発電所建設を検討していたが、経済性を理由に頓挫
したもの。現地の複数関係者から聴取したところでは経済性の⾒地からは、
ガス焚き発電所の実現は困難であり、フィリピン政府による政策的な意志
が必要である。
フィリピンの超々臨界圧ボイラー市場には、タイの事業者やアイルランドのエ
ンジニアリング企業が参画しているなかで、超々臨界圧技術を、本邦企業
唯⼀の差別化要素として打ち出すことは難しい状況にある。
1,000MW規模の発電所で⻑期PPAが確保されること稀であり、故に、
出資⽐率に上乗せしたプレミアムを⽀払うことをパートナーに求めている模
様。Mgenは51%の出資⽐率を占めるなかで、本邦企業としてもマイ
ナー出資に制約されるのであれば、参画意義が⾒出しにくい状況にある。
MERALCO以外の地場企業でも、超々臨界圧の発電所の建設には前
向きであり、今後、超臨界、或いは超々臨界の技術をウリに、地場企業と
協業し開発していく可能性はあると⾒られる。

5.8.9 フィリピン：Ilijanガス火力発電所 【GF】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：1,250MW

►

・種別：ガス（GTCC）
・現況：運開中
・出資者：韓国電⼒、
TeaM Energy

►

・EPC：Raytheon E&C
・オフテイカ－：MERALCO
・取引額：USD 750M
・D/E Ratio：80/20
・レンダー：US/Korean Exim、JBIC、
⺠間銀⾏団

►

1996年10⽉、韓国電⼒、丸紅、三菱
商 事 、 Alsons Power 、 Enron
Power等7社が応札し、結果として韓
国電⼒が最安値で落札した。
韓国電⼒は出資パートナーを募り、三
菱商事と九州電⼒、⽶国のMirant社
が参画した 。 これにより、 US Eximや
JBICからの融資も得た。
2007年6⽉Mirant社が保有していた
20%の権益を、東京電⼒、丸紅が出
資する事業会社であるTeaM Energy
が取得した。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

►

►

►

当時⾼い技術性能を有する⽇本のガスタービンを採⽤したことに加えて、
主機およびEPCのコストを抑えることができた点が、厳しい競争下、韓国
電⼒が落札できた理由として挙げられた。
資⾦調達が困難ななか、韓国のECAだけでなく、⽇本や⽶国のECAから
融資が得られたことも、案件実現の重要な要素であった。
今後のフィリピンにおいて⼤規模なガス焚き⽕⼒発電所を開発しようとする
場合、⼀般にタリフは⽯炭⽕⼒が有利な為、売電先が⾒つからないリスク
がある。
売電先確保のため、地場の有⼒な発電事業者と組むことが案件形成の
カギとなるが、地場企業にとっても、ガス焚き⽕⼒において直⾯する状況に
変わりはない。今後、フィリピン政府の施策として、事業性が担保されるよ
うにガス焚き発電の容量⽬標を掲げることが必要、との⾒解が、複数の事
業者から聴取された。

5.8.10 ベトナム： Nghi Son 2 石炭火力発電所 【GF】
案件概要
・出⼒：1,200MW
（600MW x 2 Unit)

背景・経緯
►

・種別：⽯炭（超臨界）
・現況：計画中

►

・出資者：丸紅、韓国電⼒
・EPC：⽃⼭重⼯

►

・オフテイカ－：EVN
・総⼯費：USD 約2,670M
・D/E Ratio：80/20

►

2008年にベトナム商⼯省（MOIT）
により、公共⼊札（BOT⽅式）が発表
された。

►

►

公共⼊札に応札した理由として、⺠間提案型よりベトナム政府との交渉
が少なく、早く契約締結できる可能性があることが挙げられた。
ベトナムにおける公共⼊札案件においては、以下の要素が重要になる。

2013年3⽉、丸紅と韓国電⼒のコン
ソーシアムが優先交渉権獲得した。

u

より競争⼒のあるEPC企業の起⽤

u

発電所の性能

2017年11⽉、ベトナム政府と建設のコ
ンセッション契約締結。

u

スポンサーの信⽤⼒

u

ネットワーク⼒

丸紅と韓国電⼒のコンソーシアムは、
2018年3⽉までに融資契約の締結を
⽬指している。

・レンダー：JBIC、KEXIM、⺠間銀⾏

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション

►

ベトナムにおけるBOT／IPP事業に参画するためには以下の要素が⽇本
の電⼒会社にも求められる。
u

IPP／BOT事業に精通した⼈材

u

リスクテイク能⼒

5.8.11 ベトナム： Phu My 2.2 ガス火力発電所 【GF】
案件概要

背景・経緯

・出⼒：715MW

►

・種別：ガス (CCGT)
・現況：稼働中
・出資者：EDF、住友商事
、東京電⼒

►

・EPC：EDF／COFIVA
・オフテイカ－：EVN
・取引額：USD 400M
・D/E Ratio：71/29
・レンダー：JBIC、ADB、
PROPARCO、⺠間銀⾏

►

1997年10⽉に、ベトナム初の100％
外資によるBOT⽅式の⺠間発電プロ
ジェクトとして、国際競争⼊札が実施さ
れた。
EDF組と三井物産、Engieが⼊札に参
加した結果、EDF組が落札し、2001
年9⽉に契約を締結した。
2005年に完⼯ 、運転が開始された。
20年間の運転期間の後、発電施設を
ベトナム政府に譲渡する契約となってい
る（BOT⽅式）。

プロジェクトスキーム

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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本調査に対するインプリケーション
►

⽇本の電⼒会社の中でも、アセットマネジメント、技術⽀援に留まらず、海
外IPP事業開発に取り組み始めている会社もある。ベトナムにおけるIPP
事業への参⼊には、下記のような項⽬が重要。
u
u

⽇本政府によるファイナンス⽀援
ベトナムは⺠間提案型市場であるため、電⼒会社の案件開発
段階からの関与、参画

u

経営、開発営業の⼈材育成・投⼊

u

総合商社との協業

第6章 調査対象国における電源計画と参画機会

► 6.1

調査対象国における電源計画構成見直し

► 6.2

調査対象国における石炭火力電源容量の見通し

► 6.3

調査対象国におけるガス火力電源容量の見通し

► 6.4

調査対象国における水力電源容量の見通し

► 6.5

調査対象国における再生可能エネルギー電源容量の見通し

► 6.6

現地調査対象国における我が国企業の参画機会【インドネシア】

► 6.7

現地調査対象国における我が国企業の参画機会【フィリピン】

► 6.8

現地調査対象国における我が国企業の参画機会【ベトナム】
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6.1 調査対象国における電源容量と電源構成
► 今次調査対象国における将来計画および現状の電源容量と電源構成は以下のとおり、国ごとに特色を有している。
図6-1 調査対象国における電源容量と電源構成
国
インド
インドネシア
メキシコ
ミャンマー
フィリピン
サウジアラビア
⽶国
ベトナム

電源構成

電源容量
640GW(2027年)

39%

5%

302GW(2016年)

68GW(2015年)

20%

36%

31GW(注1)(2025年)

35%

120GW(2032年)

24%

1,009GW(2016年)

26%

5%

18%

2%

38%

17%

16%

17%

16%

17%

45%

15%

49%

16%
17%

26%
14%

3%

19%
13%

⽯炭の需要は堅調に推移し、52％を占める。
再エネ・⽔⼒が増加し、計17%を占める。
ガスは40%を占め、需要は堅調。
再エネが伸⻑し、28%迄増加する⾒込み。

公表データないため詳細不明だが、⽯炭を中
⼼に16年から9GW程度、増加する⾒込み。
ガス・⽯油の構成は、計40%迄減る。
再エネ・原⼦⼒が伸⻑し、計60%迄増加。

40%
14%

⽯炭の構成は、39%迄(16年:61%)減る。
再エネが伸⻑し、43%迄増加する⾒込み。

⽯炭需要が伸⻑し、34%を占める。（注2）
ガスも継続需要有り、20%を占める⾒込み。

16%

2%

10%

2%

10%

21%
42%

出所：各種資料に基づきEY新日本作成
⽯炭
ガス
⽯油
再エネ
(注1)フィリピンのみ電源構成の公表値が得られなかったため、2016年の構成比で記載。
(注2)ミャンマーは電源計画を見直し中であり、石炭電源の構成については、2017年6月時点の計画値であることを留意されたい。
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6% 1%

17%

29%

34%

5%

16%

30%

96GW(2025年)
43GW(2015年)

8%

60%
18%

7% 2%

60%

16%

66GW(2016年)

2%

20%

8%

2%

35%

21GW(2016年)

10%
7%

19%

34%
2%

4%

28%

43%

24GW(2030年)

1,070GW(2025年)

2%

2%

14%

26%

40%

10%

14%

26%

56%
5%

11%

8%

52%

62GW(2017年)

5GW(2016年)

43%

61%

118GW(2027年)
115GW(2030年)

電源構成の特⾊

[上段] 計画
[下段] 現状

[上段] 計画
[下段] 現状

再掲

⽯炭は減るが、ガスは堅調で3割を占める。
再エネが増加し、26%を占める⾒込み。
1%

3%

⽔⼒

その他

⽯炭、ガスが堅調に推移し計65%を占める。
再エネは、13%迄伸⻑する⾒通し。

6.2 調査対象国における石炭火力電源容量の見通し
► 今次調査対象国における石炭火力の電源容量見通しは以下のとおり。
► インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナムにおいて、今後も継続的に新設需要がある見通し。
► 国際的な環境意識の高まり受け、石炭火力の新設リスクが高まるなか、各国施策を踏まえた事業展開が必要になる。
図6-2 調査対象国における石炭火力発電の容量見通し
国

今後10年間の⽯炭⽕⼒発電容量の⾒通し（注）

⽯炭⽕⼒にかかる施策・トレンド

インド

57.6GW

建設中の約50GWの案件で需要を満たす⾒込み。
計画案件がキャンセルとなり、当⾯新設需要は無い。

インドネシア

26.8GW

RUPTL2018では電⼒需要の低下を反映し、新設
需要も低迷するも、⽯炭需要は依然として堅調。

メキシコ

-0.7GW

ガス⽕⼒が主軸であり、⽯炭⽕⼒については、⽼朽
化プラントの廃炉により、減少する⾒込み。

ミャンマー

5.6GW

MEEによる現計画では、今後、⽯炭⽕⼒を⼤幅に新
設する⽅針。ただし、現状計画を⾒直し中である。

フィリピン

3.5GW

Mgenによる開発案件をはじめとして、⽯炭⽕⼒の需
要は今後も堅調な⾒通し。

サウジアラビア
⽶国
ベトナム

0GW

既設含め⽯炭⽕⼒プラントは無し。

-70.0GW

⽼朽化プラントが廃炉となる⼀⽅、新設需要は⾒込
めないことから、⽯炭⽕⼒は⼤幅に減少する⾒通し。

32.7GW

改訂PDP VIIでは⽯炭⽕⼒を増設する⽅針なるも、
環境意識の⾼まりを受け不透明な状況。

出所：各種資料に基づきEY新日本作成
（注）各国の電源計画に基づき、年間の発電容量増減を算出し、2017年～2026年までの発電容量増減見通しを算出したもの。
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6.3 調査対象国におけるガス火力電源容量の見通し
► 今次調査対象国におけるガス火力の電源容量見通しは以下のとおり。
► いずれの国においてもガス火力の新設需要は堅調であり、半数の国で年間1GW以上の新設需要がある見通し。
► 需要は堅調なるも、アジア諸国を中心にLNG受入施設の新設・拡張が課題となっている。
図6-3 調査対象国におけるガス火力発電の容量見通し
国
インド

今後10年間のガス⽕⼒発電容量の⾒通し（注1）
5.0GW

インドネシア

14.3GW

メキシコ

11.5GW

ミャンマー

2.0GW

フィリピン

1.6GW

サウジアラビア
⽶国
ベトナム

ガス⽕⼒にかかる施策・トレンド
新設需要は⾒込まれるも、LNG施設が整備されてい
る⻄部に⽐べ、東部のLNG施設の整備が課題に。

5.0

JAWA3以降の新設計画は不透明も、⻑期的には
堅調な需要⾒通しとなっている。

14.3

北⽶からの安価なシェールガスと⽯油精製の随伴ガス
を活⽤したガス焚き⽕⼒の需要は堅調に推移。

11.5

LNGターミナルの新設計画も進⾏中であり、今後、
LNG焚き⽕⼒の増設が⾒込まれる。

2.0

LNGターミナルの新設計画も進⾏中。ただし、⽯炭に
⽐べてタリフが⾼いガス⽕⼒の売電先確保が課題。

1.6

12.8GW

⻑期的には、再エネ・原⼦⼒が伸⻑する⾒通しも、
中期的には、ガス⽕⼒需要は堅調に推移する⾒通し。

12.8

（（（注2）

24.8GW

24.8

7.5GW

新設需要は今後も堅調なるも、将来的にLNG施設
容量が不⾜する⾒通しであり、施設の拡張が課題。

7.5
0.0

5.0

10.0

国内産の豊富なガスによる新設需要は、堅調に推移
する⾒通し。

15.0

20.0

25.0

30.0

出所：各種資料に基づきEY新日本作成
（注1）各国の電源計画に基づき、年間の発電容量増減を算出し、2017年～2026年までの発電容量増減見通しを算出したもの。
（注2） 2026年までの中期的な予測はBMIデータに基づく。
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6.4 調査対象国における水力電源容量の見通し
► 今次調査対象国における水力発電の電源容量見通しは以下のとおり。
► インド、メキシコ、インドネシア、ベトナム、フィリピンでは、水力発電容量が増加する見通しとなっている。
図6-4 調査対象国における水力発電の容量見通し
国
インド

今後10年間の⽔⼒発電容量の⾒通し
26.4GW

インドネシア

4.0GW

メキシコ

6.9GW

ミャンマー

4.0GW

フィリピン

1.7GW

⽔⼒にかかる施策・トレンド

(注1)

26.4

豊富な⽔資源が存在し、複数の開発計画が進⾏す
るも、環境保護区の規制が開発の課題となっている。

4.0

6.9

4.0

1.7

公営事業者を中⼼として、複数の⼤規模計画が進
⾏中。

SENERの計画では需要は堅調という⾒⽴てだが、現
状のパイプラインはCFEによる開発に限られている。
⽔⼒はミャンマーにおける最⼤の電源であり、今後も
複数の開発が計画されている。
豊富な⽔資源を活⽤して、中国の事業者を中⼼に
複数の開発計画が進⾏中。

サウジアラビア

0GW

0.0

既設含め⽔⼒発電プラントは無し。

⽶国

0GW

0.0

⽔⼒発電プラントの新設計画は無い⾒通し。

ベトナム

2.3GW

2.3

⽔⼒発電に依存する電⼒供給構造からの脱⽪を図
るも、資源は豊富故、複数の開発計画が進⾏中。

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
出所：各種資料に基づきEY新日本作成
（注1） 各国の電源計画に基づき、年間の発電容量増減を算出し、2017年～2026年までの発電容量増減見通しを算出したもの。
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6.5 調査対象国における再生可能エネルギー電源容量の見通し
► 今次調査対象国における再生可能エネルギーの電源容量見通しは以下のとおり。
► 各国ともに、再エネの電源容量は大幅に伸長する見通しであるが、インド、米国の規模が突出して多く、以降、サウジアラ
ビア、ベトナム、メキシコ、インドネシア、フィリピン、ミャンマーの順で続く。
図6-5 調査対象国における再エネ発電の容量見通し
国
インド
インドネシア
メキシコ

今後10年間の再エネ発電容量の⾒通し（注1）

再エネにかかる施策・トレンド
211.0

211.0GW

既存の地熱や⼩⽔⼒に限らず、今後は、太陽光、⾵
⼒、バイオマスを中⼼に需要が拡⼤する⾒通し。

8.8

8.8GW

政府は再エネ電源を急速に普及させる⽅針であり、
⺠間投資を促進するための各種施策を実施中。

17.9

17.9GW

環境意識の⾼まりを受けて、再エネを急速に伸⻑させ
る⽅針。26年迄に電源⽐率を43%まで⾼める⽬
標。

ミャンマー

1.4GW

1.4

太陽光、⾵⼒、地熱を中⼼に再エネの普及に向けて、
⺠間事業者と連携し、複数の計画を開発中。

フィリピン

1.6GW

1.6

複数の地場発電事業者が、⾵⼒や太陽光、地熱を
はじめとする再エネの開発に注⼒している状況。

サウジアラビア

33.7GW

⽶国

93.2GW

ベトナム

20.2GW

2032年までに54GWの再エネ(太陽光41GW/⾵
⼒9GW、WTE3GW、地熱1GW)を開発する計画。

33.7

環境意識の⾼まりを受け、再エネ電源を急速に普及
させる施策を取っている。

93.2

改訂PDP VIIでは、⼩⽔⼒、太陽光をはじめとする
再エネを普及させる⽅針を明記している。

20.2
0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

出所：各種資料に基づきEY新日本作成
（注1） 各国の電源計画に基づき、年間の発電容量増減を算出し、2017年～2026年までの発電容量増減見通しを算出したもの。
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6.6 現地調査対象国における我が国企業の参画機会【インドネシア】
► 今後も堅調な電力需要が見込まれる現地調査対象国において、本邦電力会社による参画機会の検討を行った。
► インドネシアにおける事業展開の可能性として、以下のような事業展開メニューが聴取された。
表6-1 インドネシアにおける我が国企業の参画機会
事業展開メニュー

市場分類

現地調査による
情報収集結果

発揮される
本邦電⼒会社の強み

PPA

超々臨界圧のプロジェクトへの応札にあたり、資格要件として超々
臨界圧プラントの運転実績が求められており、そうした技術および
実績を有する本邦電⼒会社と組む必要があった。

超々臨界圧ボイラ
の技術的知⾒・実績

【⽯炭⽕⼒】
超々臨界圧発電所の
技術⽀援による事業参画

フィリピン
【⽔⼒】
⽔⼒発電事業の地場
ユティリティ企業との開発

【地熱】
地熱発電事業の地場
ユティリティ企業との開発

PPA

PPA

豊富な⽔源があり、⽔⼒発電を開発するには適している。本邦電
⼒会社としても実績がある発電⽅式であり、既に開発を進めようと
している案件もあり、事業展開が有望な分野ではないだろうか。

今後の新設計画が乏しい状況ではあるが、政府からの安定的な
⽀援があれば、本邦電⼒会社としても実績がある発電⽅式であり、
事業展開が有望な分野ではないだろうか。

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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⽔⼒の技術的知⾒・
他の事業を通じた関係構築

地熱の技術的知⾒・
他の事業を通じた関係構築

6.7 現地調査対象国における我が国企業の参画機会【フィリピン】
► フィリピンにおける本邦電力会社による事業展開の可能性として、以下のような事業展開メニューが聴取された。
表6-2 フィリピンにおける我が国企業の参画機会
事業展開メニュー

市場分類

【⽯炭⽕⼒】
超臨界・超々臨界圧発電所
の技術⽀援による事業参画

PPA
(⼀部マーチャント)

現地調査による
情報収集結果

発揮される
本邦電⼒会社の強み

超臨界圧や超々臨界圧の案件が開発され始めている。最
新技術には関⼼があり、機会があれば取り組みたい。

超臨界・超々臨界圧
ボイラの技術的知⾒

O&Mの技術的知⾒
& ⽐における運転実績*

GTCCの技術的知⾒
＆⽐市場への理解*

フィリピン
【⽯炭⽕⼒】
既設⽯炭焚き発電所への
事業参画による運⽤改善

PPA/マーチャント

フィリピンの地⽅では、古い⽯炭焚き発電所も多く、運⽤
改善の余地がある。本邦企業が事業参画することで運⽤
改善する可能性はあるのではないか。

【ガス⽕⼒】
ガス焚き⽕⼒発電所の開発
（含Gas To Power）

PPA
(⼀部マーチャント)

ガス焚発電所であれば、需給変動に応じて、柔軟に発電
でき、フィリピンのマーケットに適した電源である。また緊急⽤
の予備電源としても有益である。

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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* 本邦電⼒会社ではJERAのみ該当

6.8 現地調査対象国における我が国企業の参画機会【ベトナム】
► ベトナムにおける本邦電力会社による事業展開の可能性として、以下のような事業展開メニューが聴取された。
表6-3 ベトナムにおける我が国企業の参画機会
事業展開メニュー

市場分類

現地調査による
情報収集結果

発揮される
本邦電⼒会社の強み

PPA

改訂PDP VIIに掲載されている案件（2027年運開迄）以降
の新規開発は不透明な状況であるが、電⼒計画容量からは開
発の可能性はある状況。本邦電⼒会社による、開発の余地は
ある。

技術開発⼒

PPA

JBICの融資を取り付けることを⽬的に、本邦電⼒会社に参画を
呼びかけた。⼊札での勝因は、JBICの融資があったことだと思う。

GTCCの技術的知⾒
＆ファイナンス⼒

【⽯炭⽕⼒】
⽯炭⽕⼒の新設或いは
既存開発事業への参画

フィリピン
【ガス⽕⼒】
ガス焚き⽕⼒発電所の
開発事業への参画

出所：各社公表資料、WEB情報、インタビュー結果等に基づきEY新日本作成
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第7章 競争力の評価軸に関する考察と政府支援に関する示唆

► 7.1

海外ビジネス戦略

► 7.2

情報収集力

► 7.3

事業開発力

► 7.4

実績

► 7.5

技術力

► 7.6

価格競争力

► 7.7

付加価値提案力

► 7.8

政府支援
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7.1 海外ビジネス戦略（Global Business Strategy）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
1-1 ビジネス領域
1-2 海外部門の売上
1-3 発電事業実施国数
1-4 人材多様化
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①企業のトップ・マネジメントが、海外事業を積極的に展開していくビジョンと、その領域（国やマーケット）、或いは戦い⽅（⾃らの強み・武
器）を明確にしていることが重要である。
②海外事業に関する数値⽬標については、海外の⼤⼿企業は⽰しているが、本邦企業からは具体的な数字が得られなかった。
③世界的にトップクラスの企業となると事業実施国数は多い。しかし、特に成⻑過程においては、戦略的に事業実施国を絞り込んで取り組む
というアプローチも有効である。
④マネジメント層に、外国籍⼈材や他社からの移籍者がいるというだけで企業の強みが増すということはない。⼀⽅で、マーチャント市場におけ
る市場分析のプロフェッショナルのように、適材適所に経験豊富な外国⼈等を登⽤することは有効である。
⑤ビジネス領域については、特に広い、狭いということ⾃体で競争⼒は影響されない。例えば、垂直統合型のビジネスモデルを形成できるからと
いって、ただちにそれ⾃体が強みになるわけではない。⼀⽅で、燃料調達⼒が問われる市場においては、それが強みになることもある。
⑥指標として取ることは難しいが、各種インタビューからは、企業として「リスクを積極的にとっていく姿勢」も、実際の競争⼒には⼤きく影響しうる
ことが確認された。
⑦発電市場はすでにプレーヤーが多く、競争がし烈化している。⼀⽅、今後開拓ポテンシャルのある送配電の市場を検討する価値がある。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ ユティリティ企業による中⻑期海外戦略策定や⽬標設定の後押し（サポート）
・ 送配電やGTPといった、⽐較的新しいビジネス分野の政府イニシアチブによる開拓（解放）⽀援および案件形成
・ 企業がより積極的にリスクを取れるようにするためのECA（NEXI）の保険の充実（信⽤リスクてん補範囲を拡⼤等）
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7.2 情報収集力（Intelligence）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
2-1 エネルギー関連分野の海外連結子会社数
2-2エネルギー関連分野の海外関係会社数
2-3 技術支援（TA）またはコンサル実施件数
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①特に⽇本のユティリティ企業の競争⼒が相対的に低い分野である。⽇本のユティリティ企業は、⾃ら情報収集する具体的かつ有効な施策が
打てていない状況にある。
②連結・⾮連結を問わず、⼦会社を有していることは情報収集を⾏う上で⾮常に重要であることが分かった。特に、当該国での⼈的ネットワーク
や情報網を有する有能な現地スタッフを擁していることは有効である。
③単に⼦会社数が多いだけでなく、⽇頃からクライアントやアライアンス先とコミュニケーションを適宜とり、信頼関係を構築、維持していくことも⼤
切である。（これにより相⼿先からの引き合いを受ける機会も増加する。）
④総合商社のように、単に発電事業のみならず、エネルギー分野やその他の分野で、地場企業や第三国企業と接点を有し、常に情報の交換・
共有ができる体制を有していることも有効である。
⑤ただし、多くの企業にとって、⽀社や⼦会社を急に増やすことは難しく、戦略性を持って地域や国を絞り、段階的にそうした⼈脈やネットワークを
構築していく必要がある。また、情報収集⼒を有する総合商社等と戦略的な連携を組んでその機能を補完していくことも有効である。
⑥データからは、⽇本企業のTAやコンサル実績が多いことが分かった。⼈脈やネットワークを形成する上で有効だが、技術者間⼈脈が中⼼であり、
相⼿組織のトップマネジメント、あるいは事業計画部⾨や調達部⾨のキーパーソンとの接点は少なく事業獲得に直結していない。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ 本邦ユティリティ企業と、情報収集⼒を有する企業（本邦企業／現地企業／第三国企業）のビジネスマッチングの場の提供
・ 政府による情報収集⽀援（⼤使館アタッシェやJICA専⾨家等を通じた情報の収集と共有、電⼒会社職員を専⾨家として（単なる技術
専⾨家でなくポリシーアドバイザー等として）派遣する機会を増やす等）
・ JICAのTAの戦略的活⽤（TAの内容に、相⼿国政府のキーパーソンとのネットワーク形成を促進する要素を含む等）
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7.3 事業開発力（Project Development）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
3-1 海外単独受注案件数
3-2 海外JVリーダー数
3-3 海外JVリーダーの割合
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①特に⽇本のユティリティ企業の競争⼒が相対的に低い分野である。多くの場合、⽇本のユティリティ企業は、他社が開発するプロジェクトに参
画する形をとっており、⾃らイニシアチブをとるモデルは確⽴されていない。
②⽇本のユティリティ企業が、総合商社等のように、事業開発領域にも進出していくか否かは個別企業のビジョンや戦略にもよる。しかし、いず
れにしても、良い案件を発掘し、川上から携わって強いアライアンスを形成し、受注につなげる「⽬利き」の⼒を付けていくことは重要。
③特に、PPAをベースとする国際競争⼊札では、質は最低基準を満たしながら、いかに（EPC費⽤等のコストダウンを図り）競争的なタリフを
提案できるかという点が重要。ユティリティ企業も、事業開発領域を開拓するのであれば、そうした技術やスキルを⾝に付けることが必要。
④PPA型市場においては、⼀案件の開発に⻑い時間を要する（新興国においては4~5年を要することも珍しくない）。そのため、⻑期的なビ
ジョンを持ち、具体的な⽬標値を設定した上で案件開発に取り組むための⼈材や資⾦を確保する必要がある。
⑤⽇本のユティリティ企業の海外リソースは、発電事業の開発やアライアンス形成等の経験を豊富に有する（あるいは⻑年携わってきた）スペ
シャリストが少ない。
⑥既存事業への途中参加も含め、中⻑期的な観点に⽴って、事業開発⼈材を戦略的かつ計画的に育てていく必要がある。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ 本邦ユティリティ企業と、情報収集⼒を有する企業（本邦企業／現地企業／第三国企業）のビジネスマッチングの場の提供
・ 企業がより積極的にリスクを取れるようにするためのNEXIの保険の充実（例：出資対象の信⽤リスクてん補の拡充等）
・ 送配電やGTPといった、⽐較的新しいビジネス分野の政府イニシアチブによる開拓（解放）⽀援および案件形成
・ JICAのTAの評価と戦略的活⽤（JICA資⾦を⽤いて新規案件形成や、既受注案件の拡張事業形成を⾏うなど）
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7.4 実績（Credentials）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
4-1 海外部門売上
4-2 海外発電所数（運転中）
4-3 持分発電容量（運転中）
4-4 市場シェア（母国における発電容量のシェア率）
4-5 持分発電容量（建設中）
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①全世界的な実績も重要であるが、特に個別案件で重視されるのは、その国、その電源での実績があるかという点である。他国で多くの実績
や⺟国で⾼い技術があるからといっても、同国、同市場の実績が少なければ、オフテイカーやパートナー候補からあまり評価されない。
②単にEPCの受注実績でだけでなく、安定稼働、パフォーマンス信頼性、低事故率といった点も、実際は⾼く評価される。運転の⾯で評判の
悪い企業は、結果的に候補からふり落とされる可能性もある。
③増設等の拡張案件の実績も重要。新規案件の成功裏の実施を通じて、オフテイカーおよびパートナー企業の⾼い評価を得ることにより、拡
張案件への（事実上の）随意契約の機会が得られ、さらに実績を積み上げる好循環が⽣まれる。
④既に⼀定の案件数を有する国においては、海外企業に対する⼀定の評価が出来上がっている場合も多い。例えば、某メーカーの某製品は
⾮常に性能が⾼い、⼀⽅で、某メーカーの某製品は性能が低い、或いは買いたくない、など。
⑤⽇本企業の信頼性や技術の⾼さ、或いはそれらに基づくブランドを⾼く評価している発注者や企業が⾒られることも事実である。ただし、必
ずしもすべての関係者が、アプリオリに⽇本企業の技術の⾼さを認めているわけではない。
⑥また、技術の⾼さは、常に価格との兼ね合いで⾒られる。最終的に、後者（価格）が前者（技術）より重く評価される傾向にある。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ ⽇本企業の実績やパフォーマンス（EPCのみならず運転・運営実績を含む）を紹介するイベント（セミナー等）の開催
・ APEC電⼒ガイドラインのように、質を保つために適切な公共⼊札が⾏われるための枠組みやガイドラインの整備
・ ⽇本企業が既に受注を果たしている事業（発電所）の拡張や更新事業の積極的⽀援
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7.5 技術（Technology）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
5-1 熱効率
5-2 環境性能（CO2, NOX, SOX 排出量）
5-3 安全性（LTIレート）
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディを踏まえて得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①ユティリティ会社の技術は定量的な評価が難しい。熱効率は、電源や製品によって数値が異なり単純⽐較はできない。環境性能も同様。
②多くの途上国では、最⾼⽔準の技術は求めておらず、⼀定の技術⽔準を満たした上で、最低のタリフ提⽰が求められている。（その意味で
は、)必要なスペックを満たしつつ、如何にコストを下げれるかという点も技術の1つと⾔える。
③超超臨界圧や煤塵防⽌等の技術に対する関⼼は⾼く、⽇本の技術を⾼く評価し、技術移転を受けたいと考えている者も少なくない。
④安全性（LTIレート）については、今回得た指標では、必ずしも⽇本のユティリティ企業の優位性は確認できなかった。
⑤今回の指標ではデータは得られなかったが、各種インタビューにおいては、計画外停電の発⽣率や、安定的な運営を確保するための停⽌復
旧能⼒や可⽤性に関する技術や経験知を重視する者も多いことも確認された。
⑥上記に関連し、季節ベースあるいは⽇ベースの需要変動にフレキシブルに応じた安定的かつ効率的な送配電・⼩売りを可能とする技術に対
する潜在的なニーズもあると考えられる。
⑦GTPについては、本邦企業は、燃料調達⼒、ターミナル建設、パイプライン、EPC等の要素技術は⾼いものを持っている。今後、それらを統
合した形で強みを発揮していくことが期待される。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ 燃料開発を含む垂直統合型事業の形成におけるイニシアチブの発揮
・ 送配電やGTPといった、⽐較的新しいビジネス分野の政府イニシアチブによる開拓（解放）⽀援および案件形成およびスペック・イン
・ 価格競争⼒を意識した上での本邦企業のEPC競争⼒の強化⽀援
・ 本邦電⼒会社の運転効率性、安定性、安全性等に関する積極的な情報発信
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7.6 価格競争力（Pricing）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
6-1 財務状況（総売上高, EBITDA Margin, 流動比率）
6-2 入札案件の受注率
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①価格競争⼒を議論するに当たり、まず何の価格なのかを明確にする必要がある。例えば、タービン等の個別プロダクト、EPC（発電所建
設）、タリフ（LCCおよび資⾦調達コストを含む）等がある。当然に、それによって求められる能⼒、技術、競争⼒も異なる。
②PPA公共⼊札型の場合、価格が、最終的な決め⼿となる最も重要なファクターである。施設のスペックや初期性能については、所定の（最
低の）技術⽔準を満たせばよく、あとは事実上の価格勝負というケースが多い。
③PPA公共⼊札型のタリフの競争⼒と捉えた場合、タリフ決定においては、①EPC価格、②燃料価格、③資⾦調達コストを如何に抑えること
ができるかという点が特に重要なポイントである。
④上記の3つの要素のうち、本邦企業は、特に②（例えばガスの⻑期調達）および③（強い財務体質やJBIC融資の利⽤可能性）で他
国企業に対して強みを持つ。⼀⽅で、EPC価格の競争⼒という点では、EPC企業の国際的な価格競争⼒はそれほど⾼いわけではない。
⑤本邦ユティリティ企業の参加対象としては、既存案件（既に優先交渉権者として特定された案件）への途中参加の形態が多く⾒られる。
開発コストがかからず、打率が⾼いということで1つのアプローチとして有効だが、その分、⾼い収益性は⾒込めない。
⑥競争的なタリフを提⽰するためには、企業として「リスクを取って腹をくくる」、「リスクを回避するのではなく、取ってそれをなんとかマネジメントす
る」という認識や姿勢も⾮常に重要である。また、リスクの過⼤評価を避ける意識を持つことも重要。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ APEC電⼒ガイドラインのように、質を保つために適切な公共⼊札が⾏われるための枠組みやガイドラインの整備
・ 価格競争⼒を意識した上での本邦企業のEPC競争⼒の強化⽀援
・ ケーススタディや定量分析をしっかり⾏うことによる、⽇本企業の製品やサービスが常に⾼いという偏⾒の打破
・ JBICやNEXIといったECAの活⽤を通じた事業者負担リスクの軽減
・ 燃料費を低く抑え、安定的に調達するためのG2G外交（新規調達国・ルートの開拓や、ODAを通じたLNG輸⼊基地の整備等）
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7.7 付加価値提案力（Value Added Proposal）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
7-1 環境保護活動の有無
7-2 地域貢献活動の有無
7-3 技術移転の有無
► データ分析、企業インタビューおよびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①発電施設は、多くの地域や⼈々から「迷惑施設」として、捉えられている。発電施設の建設においては、地元住⺠やNGOからも受け⼊れら
れるような提案・対策・活動が求められている。具体的なものとしては、(i) 環境・⾃然保護、(ii)教育・啓蒙活動、(iii) 地域貢献、(iv)
技術移転・職業訓練、(v) イベントの実施、(vi) インフラ整備、(vii) 寄付等がある。
②新興国では、⽇本や欧⽶等からの、発電所のEPCや運転に関する技術移転に対する潜在的なニーズがある。こうした要素をプロポーザルに
適切に織り込んでおくことも重要である。
③⽇本企業は、⼀般に、下記のような⾯で定評があり、間接的ではあるが競争⼒の向上に寄与している。
・勤勉である（時間を惜しまずきっちり仕事をする）
・約束は守る（コミットしたことは確実に実施する）
・逃げない（⼀度コミットしたら、中⻑期にわたってその事業に携わる）
④⼀⽅で、意思決定が遅い、過度にリスク回避的である、⾔語能⼒が低い等の理由で組みにくい⾯があるという声も複数聞かれた。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ 本邦ユティリティ企業と、対地元への影響⼒を有する現地企業のビジネスマッチングの場の提供
・ 地元住⺠やNGOとのコミュニケーション⽀援（とくにODA関連の案件の場合）
・ JICA等のTA等との有効な関連付け（無償援助の提供や技術協⼒の実施）
・ 企業がより積極的にリスクを取れるようにするためのECA（NEXI）の保険の充実
・ 本邦企業の環境・社会配慮のグッド・プラクティスに関する世界的、積極的な情報発信（国際会議でのプレゼン等）
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7.8 政府支援（Government Support）
► 本項目に関しては以下の指標を用いた評価を行った。
8-1 ECAによる融資総額
8-2 電力マスタープラン策定支援の有無（国として）
8-3 エネルギー対話実施の有無
8-4 公的な電力調査・研究機関の有無
► データ分析、企業インタビュー、およびケーススタディより得られた情報・示唆は、下記のとおり。
①多くの国やパートナー企業にとって、特にJBICの低利融資が魅⼒的であることが確認された。また、それが最終的に競争的なタリフ提案に寄
与しているケースが多くみられる。
②インタビューによると、極端な意⾒としては、「⽇本のユティリティ企業が、特に他国企業に⽐べて技術や価格の⾯で優れているわけではないが、
コンソーシアムメンバーになるとJBIC融資がついて価格的に有利になるので、そのために加わってもらうこともある」という意⾒もある。
③⼀⽅、JBICによる融資は、⼿続きが煩雑であり融資締結までに時間を要するため、事業のスピード感にマッチしないことがあるという意⾒も
聞かれた。
④JICA資⾦によるマスタープラン策定⽀援やJICA専⾨家派遣により、情報・知識が蓄積されたり、⼈脈・ネットワークの構築が促進されるのは
事実である。しかし、それが具体事業の受注に直接的に結びついているという実感は企業側にはない。
⑤⽇本ユティリティ企業は、⼀般的に「Intelligence」や「Project Development」の分野が弱く、その部分を国が補完することに対する期
待感がある。
⑥リスク管理に関しても同様。すなわち、政府による「真⽔（キャッシュ）」による⽀援よりも、企業の⼿ガネで実施し、失敗やリスクが顕在化し
た場合に、その損失をカバーする保険の存在も重要であるとの声も聞かれた。
► 競争力強化にかかる日本政府の支援策に関する示唆（検討価値のある事項）は、以下のとおり。
・ 政府対話やODA等の外交ルートを通じた市場開拓（GTPや送配電事業の形成等）および投資環境整備
・ 政府ルートを通じた情報収集および個別事業の案件形成促進（METI／JICA調査による案件形成等）
・ JBICやNEXIの機能強化を通じた企業のリスクのさらなる負担軽減策の検討
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第8章 本調査の成果と今後の課題等

► 8.1
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本調査の成果と今後の課題

8.1 本調査の成果と今後の課題等
► 本調査項目を通じて得られた主な成果は次のとおりである。
・各国における電力市場によって、競争のタイプやゲームルールの違いがあることを確認した。
・電力産業における企業の競争力の要素について検討を行った。
・国内外の電力事業者およびメーカーについて情報収集を行い、競争力の評価および分析を行った。
・インタビュー調査およびケーススタディを実施し、データだけでは確認できない、背景事情、参画経緯、チーム編成にお
ける考慮事項、勝敗の決め手、教訓等に関する情報を得た。
・日本企業の比較優位（強み）や弱みを確認し、その競争力をさらに高めるために政府支援を検討する上での示唆を得た。
► 以上を踏まえ、今後の検討を進める上での課題等として次の事項を挙げることができる。
・市場により競争のゲームルールや必要とされる競争力は異なりうる。対象国および市場（および電源）を限定することに
より、さらに詳細な情報収集および分析を行うことが可能になる。
・今回の調査対象企業は限定的であったが、調査対象企業（特に外国企業）を広げることにより、日本企業の比較優位（強
み）や弱みをより的確に把握できる可能性がある。
・今回の調査の主たる手法は、WEB情報、データベースの活用、および限られた数の企業等へのインタビュー調査であり、
得られた情報やデータは限定的であった。より多くの企業へのインタビュー調査またはアンケート調査を実施することに
より、より多くの種類や細かい粒度の情報やデータを入手することが可能となる。
・本調査で得られた示唆の1つとして、企業単体での競争力に加えて、コンソーシアムや連合を組んだ場合の競争力も重要な
視点であることを確認した。日本企業のコンソーシアム形成、或いは外国企業のコンソーシアム形成における、基本的な
考え方、戦略、実績について情報収集・分析を行うことにより、競争力強化に係る現実的かつ効果的な検討をすることが
可能になる。
・政府支援策については、今回の調査では、今後の検討のための示唆を整理した。具体的な支援策の検討は、今後の課題であ
る。
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別紙1：調査対象国の市場タイプ分析
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A1.1 分析の方法と手順
► 国際競争力といっても、市場タイプや、そのタイプごとの競争のゲームルールによって、求められる競争力が異なりうる。
► そのような考えに基づき、ここでは、市場タイプの分析および類型化を行った。
► 市場タイプの分析は、次の手順で実施した。
ステップ①：市場タイプの設定
ステップ②：世界銀行のPPIデータベースによる受注タイプ（Award Method）の分析（米国・サウジアラビア除く）
ステップ③：文献・WEBリサーチ（米国・サウジアラビア含む）
ステップ④：企業等インタビュー
► 市場タイプは、既存文献調査等により、次の3タイプに分類した。無論、一国の中にもこれらの複数のタイプが存在する可能
性があり単純ではない。しかし、ここでは各国の市場を概観するための1つのエクササイズとして分析および類型化を行う。
表A1-1 市場タイプの分類（ステップ①）
対象市場タイプ

説明

PPA公共調達型

PPA締結のパターンが多いが、⺠間事業者は公共⼊札過程を経て決定される。

PPA⺠間提案型

PPA締結のパターンが多いが、⺠間事業者の提案に基づく官⺠交渉過程を経て決定される。

マーチャント型

電⼒売買市場が存在し、発電事業者は市場に販売、もしくは相対で電⼒を販売する。

出所：EY新日本作成

► 世銀のPPIデータベースには、受注タイプ（Award Method）や入札型・提案型（Solicited/Unsolicited）の情報があり、市場
タイプを分析するために有益である。しかし、その内容は必ずしも網羅的或いは正確ではない。また、データベースの対象
国は途上国であり、米国とサウジアラビアは含まれない。さらに、入手できる情報は基本的にPPAベースのものであり、
マーチャント市場のデータはとれない。（よって、同データベースによる分析結果はPPA型のいずれかになる。）
► このため、上記③の文献・WEBリサーチと④企業インタビューを実施し、それらを総合的に勘案し、分析の補正を行った上
で各国の市場タイプを決定するというプロセスを取った。
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A1.2 調査対象国と市場類型
► 前頁のステップ①②に、ステップ③④の検討を踏まえた結論（国毎の市場タイプ）を以下に示す。
表A1-2 本調査の対象国と選定理由
国
インド
インドネシア

世銀DBによる分類
（ステップ②）

⽂献・WEBリサーチ・企業インタビューに基づく実情
（ステップ③・④）

PPA⺠間提案型

発電容量は計画的に進められているが、計画を構成する個別案件は、⺠
間企業のPPA⺠間提案が多くを占めていた。しかし、2011年以降は政府
の⽅針により競争過程の導⼊が義務付けられた。

PPA⺠間
提案型

PPA公共
調達型

発電事業者は広くPPA契約に基づく電⼒取引を⾏っている。特に、新規
案件に関しては、原則国際競争⼊札が実施される。ただし、既存発電所
の増設案件など、⼀部の条件下においては直接指名が可能である。

メキシコ

PPA公共調達型

伝統的にはPPA公共調達型である。しかし、2016年の取引市場創設に
伴い公共調達型から本格的なマーチャント型へ移⾏しつつある。

ミャンマー

PPA⺠間提案型

援助機関案件以外は⺠間提案型である。制度整備、調達能⼒不⾜下、
海外企業の提案合戦が繰り広げられている。

フィリピン

サウジアラビア
⽶国
ベトナム
出所：EY新日本作成
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PPA⺠間
提案型

PPA公共
調達型

多くの発電事業者はPPA契約に基づいて電⼒取引を⾏っている。ただし、
オフテイカーが⺠間企業のため公共⼊札は適⽤されない。なお、近年、マー
チャント市場が育ちつつある（国内市場の約20％程度）。

最終分類
（補正後）
PPA⺠間
提案型

PPA公共
調達型

PPA公共調達型
PPA公共
調達型

マーチャン
ト型

PPA⺠間提案型
PPA⺠間
提案型

マーチャン
ト型

－

PPA公共調達型が⽀配的。再⽣可能エネルギーへの転換⽅針があるもの
の、当⾯は公共主導型の⽕⼒IWPP開発が中⼼的に進められる⾒込み。

PPA公共調達型

－

⾃由化が進み、マーチャント市場が⽀配的である。商社が既に参画してい
る卸売市場への売電事業の経験をいかし、本邦電⼒会社も同形態事業
への参画が⾒込まれる。

マーチャント型

PPA⺠間提案型

外資の発電事業は、PPAに基づくものしか認められていない。⼀⽅、実態と
して発電事業のほとんどが⺠間提案型（しかも⻑期にわたり契約交渉
中）であり、公共機関がイニシアティブをとって⼊札を⾏うことは稀である。

PPA⺠間提案型

A1.3 世銀DBによる個別市場分析（インド）
► 全電源で見た場合のインド電力市場の事業者選定方法は、直接交渉（Direct negotiation）が多い。
► 火力（石炭、ガス、ディーゼル）に絞った場合の事業者選定方法は、直接交渉（Direct negotiation）の割合がさらに高くなる。
► 全体として、競争入札（Competitive bidding）の比率は相対的に低いことが分かる。
► なお、Solicited案件の割合は、50％（火力に限定した場合は31％）である。
► 以上の情報を総合的に勘案すると、世銀のPPIデータベース上はインド電力市場は、PPA（民間提案型）に分類される。
図A1-1 インドにおける電力事業者の選定方法

全電源

火力

20
130

179

10
58

36

Direct negotiation

License scheme

Competitive bidding

Direct negotiation

License scheme

出所：世界銀行PPIデータベース
注１：2000年以降にFinancial Closeを達成したもののみを抽出
注２：上記データベースの事業者選定方法でN/Aと表示されているもの（35件）は上図には反映していない。
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Competitive bidding

A1.4 世銀DBによる個別市場分析（インドネシア）
► 全電源で見た場合のインドネシア電力市場の事業者選定方法は、直接交渉（Direct negotiation）、許認可（License scheme）、
競争入札（Competitive bidding）のバランスが取れている。
► その全体傾向は、火力（石炭、ガス、ディーゼル）も同様。一方で、近年は直接交渉（Direct negotiation）の数は減っている。
► Solicited案件の割合は、48％（火力に限定した場合は29％）である。
► 以上の情報を総合的に勘案すると、世銀のPPIデータベース上はインドネシア電力市場は、PPA（公共調達型または民間提案型）
に分類される。
図A1-2

インドネシアにおける電力事業者の選定方法

火力

全電源

9

9
6

3

10

Direct negotiation

License scheme

6

Competitive bidding

Direct negotiation

License scheme

出所：世界銀行PPIデータベース
注１：2000年以降にFinancial Closeを達成したもののみを抽出
注２：上記データベースの事業者選定方法でN/Aと表示されているもの（9件）は上図には反映していない。
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Competitive bidding

A1.5 世銀DBによる個別市場分析（メキシコ）
► 全電源で見た場合のメキシコ電力市場の事業者選定方法は、許認可（License scheme）が多い。ただし、この多くは再生可能
エネルギーである。
► 火力（石炭、ガス、ディーゼル）に限定した場合は、全ての案件が競争入札（Competitive bidding）で決定している。
► Solicited案件の割合は、56％（火力に限定した場合は5％）である。
► 以上の情報を総合的に勘案すると、世銀のPPIデータベース上はメキシコ電力市場は、PPA（公共入札型）に分類される。
図A1-3 メキシコにおける電力事業者の選定方法

火力

全電源

0
6

14

15
7

Direct negotiation

License scheme

Competitive bidding

Direct negotiation

License scheme

出所：世界銀行PPIデータベース
注１：2000年以降にFinancial Closeを達成したもののみを抽出
注２：上記データベースの事業者選定方法でN/Aと表示されているもの（13件）は上図には反映していない。
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Competitive bidding

A1.6 世銀DBによる個別市場分析（ミャンマー）
► 全電源で見た場合のミャンマー電力市場の事業者選定方法は、直接交渉（Direct negotiation）が多い。
► 火力（石炭、ガス、ディーゼル）に限定した場合は、直接交渉（Direct negotiation）と競争入札（Competitive bidding）が同
率。しかし、サンプル案件数が2件のみであり、これをもって一般化させることには注意が必要である。
► Solicited案件の割合は、25％（火力に限定した場合は50％）である。
► 以上の情報を総合的に勘案すると、世銀のPPIデータベース上はミャンマー電力市場は、PPA（民間提案型）に分類される。
図A1-4

ミャンマーにおける電力事業者の選定方法

火力

全電源

1

1

0

1

3

0
Direct negotiation

License scheme

Competitive bidding

Direct negotiation

License scheme

出所：世界銀行PPIデータベース
注１：2000年以降にFinancial Closeを達成したもののみを抽出
注２：上記データベースの事業者選定方法でN/Aと表示されているもの（0件）は上図には反映していない。
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Competitive bidding

A1.7 世銀DBによる個別市場分析（フィリピン）
► 全電源で見た場合のフィリピン電力市場の事業者選定方法は、競争入札（Competitive bidding）が多い。
► その全体傾向は、火力（石炭、ガス、ディーゼル）にも当てはまる。
► 全体として、フィリピンの電力市場は他国に比べて競争的である。
► Solicited案件の割合は、38％（火力に限定した場合は42％）である。
► 以上の情報を総合的に勘案すると、世銀のPPIデータベース上はフィリピン電力市場は、PPA（民間提案型）に分類される。
図A1-5

フィリピンにおける電力事業者の選定方法

火力

全電源

6
4

13
8
32
3

Direct negotiation

License scheme

Competitive bidding

Direct negotiation

License scheme

出所：世界銀行PPIデータベース
注１：2000年以降にFinancial Closeを達成したもののみを抽出
注２：上記データベースの事業者選定方法でN/Aと表示されているもの（11件）は上図には反映していない。
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Competitive bidding

A1.8 世銀DBによる個別市場分析（ベトナム）
► 全電源で見た場合のベトナム電力市場の事業者選定方法は、許認可（License scheme）が多い。ただし、この多くは再生可能
エネルギーである。
► 火力（石炭、ガス、ディーゼル）に限定した場合は、全ての案件が競争入札（Competitive bidding）で決定している。ただし、
これを良く分析すると、すべて2000年代初頭に実施されたADBの融資案件である。
► Solicited案件の割合は、46％（火力に限定した場合は17％）である。
► 以上の情報を総合的に勘案すると、世銀のPPIデータベース上はベトナム電力市場は、PPA（公共入札型もしくは民間提案型）
に分類される。
図A1-6 ベトナムにおける電力事業者の選定方法

全電源

火力

11

15

2

4

0

30

Direct negotiation

License scheme

Competitive bidding

Direct negotiation

License scheme

出所：世界銀行PPIデータベース
注１：2000年以降にFinancial Closeを達成したもののみを抽出
注２：上記データベースの事業者選定方法でN/Aと表示されているもの（2件）は上図には反映していない。
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Competitive bidding

別紙2：競争力評価指標の収集可否のまとめ
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A2.1 評価指標の収集可否のまとめ（1/7）
► 本調査において競争力分析の評価行うためのデータ収集過程に確認された事項を次のとおり整理する。
① 各企業が公表しているデータの範囲と内容（程度）は異なり、具体の情報を得られない場合がある。
② 厳密には電源毎の比較ができることが望ましいが、必ずしも電源別のデータが得られない。
③ データを公表している場合でも、データの基準年が必ずしも同じとは限らず、横並びに比較可能でない。
④ プラントの性能にかかる数値は、必ずしもその企業の技術水準を表しているとは限らない。
⑤ 製品技術に関するデータは、仕様、年式、製造国、使用国等が異なり単純比較できない。
⑥ 人材情報について、欧米企業は国籍、年齢、雇用形態など多様な情報が公開されているが、日本企業では人材に関する公開
情報の種類が比較的少ない。
⑦ データベースの情報は、必ずしも網羅的または正確とは限らない。
⑧ 地元貢献等の付加価値提案に代表されるように、数値化・定量化しにくいものがある。
⑨今回の調査では、企業の複数国における競争力の評価を試みたが、国を限定することにより、その指標データの入手可能性
や精度が高まる可能性がある。
⑩今回の調査で実施しなかったが、アンケート調査を実施することにより収集できる情報も相当程度あると考えられる。（た
だし、相手によりその協力の快諾が得られるかどうかは保証の限りではない。）
► 次ページ以降では、本調査で収集できた指標と、本調査では収集できなかったが、本来、競争力を評価する上で重要と考え
られる指標または要素について記述する。
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A2.2 評価指標の収集可否のまとめ（2/7）
► 海外ビジネス戦略を評価する指標の収集可否については、次の様に整理される。
表A2-1 海外ビジネス戦略に関する評価指標の収集について（まとめ）
分類

指標

コメント

本調査で収集できた指標

ビジネス領域

本事業ではビジネスセグメントを設定して分析を⾏ったが、実際は1つの企業でも多種の業務を
実施しており簡単にセグメント分類ができるわけではない。さらなる詳細情報を得るためには企業
インタビューまたはアンケート調査が必要。

海外部⾨の売上割合

多くの企業については情報が得られるが、企業によっては必ずしも海外部⾨単独（或いは海外
発電事業単独）のデータを公表していない。データ⾃体は存在する可能性が⾼いが、インタ
ビューでも難しいので収集するとすればアンケート調査が必要。

発電事業実施国数

発電所を保有する国の数は、企業の公表データ、ウェブ情報、有料データベース等を通じて収集
可能である。ただし、事業実施国を絞る戦略を取っている企業もあることには留意が必要。

⼈材多様化

⼤企業であれば、通常取締役員情報については公開されているため、性別や国籍の情報は収
集可能。企業によっては必ずしも海外従業員⼈数のデータを公表しておらず、収集するとすれば
アンケート調査が必要。

本調査で収集できなかったが、 海外展開⽅針
本来、競争⼒を評価する上で
重要と考えられる指標・要素と、
企業成⻑段階
収集⽅法（案）
リスク負担の姿勢

情報・データの性質として、そもそも数値化・定量化することが難しい。ただし、中期計画等におい
て数値⽬標を定めている場合には、その数値を利⽤して定量評価できる可能性がある。
情報・データの性質として、そもそも数値化・定量化することが難しい。収集するとすれば、成⻑段
階を指数化したアンケート調査が必要。
情報・データの性質として、そもそも数値化・定量化することが難しい。収集するとすればリスク負
担の範囲や度合いを数値化したアンケート調査が必要。

出所：EY新日本作成

► 今後の調査・検討に対する示唆
・事業者毎に、海外事業に関するスタンス、ビジネスセグメント、ターゲット地域・国、規模、成長段階等が異なる。比較対象
を具体的に特定した上で比較することが重要である。また、国に特化するとより正確な情報を得られる可能性がある。
・定性的な指標についてはアンケート方式による指標化が有効と考えられる。
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A2.3 評価指標の収集可否のまとめ（3/7）
► 情報収集力を評価する指標の収集可否については、次の様に整理される。
表A2-2 情報収集力に関する評価指標の収集について（まとめ）
分類
指標
評価指標の収集可否のまとめ（情報収集力）

コメント

本調査で収集できた指標

海外連結対象⼦会社数

各社IR資料およびデータベースから⼊⼿可能である。

海外関係会社数

各社IR資料およびデータベースから⼊⼿可能である。

TA数⼜はコンサル実施件数

TAやコンサル実施件数は、ある程度は⼊⼿可能。ただし、企業によってはコンサル事業
に注⼒しておらず、実施件数を公表していない場合もある。詳細に調べる場合は、アン
ケート調査が必要。

本調査で収集できなかったが、 現地における⼈脈・ネットワーク
本来、競争⼒を評価する上で
重要と考えられる指標・要素と、
事業実施国の政府関係機関の
収集⽅法（案）
OBの採⽤
事業実施国の⼤⼿企業OBの採
⽤またはライバル会社からの引き
抜き

情報・データの性質として、そもそも数値化・定量化することが難しい。⼀つの補法として、
下記のような政府機関・他会社OBの数値で代替する考えがある。
公表されているものはなく、個々の事業者への照会を通じてでなければ情報を⼊⼿でき
ない。ただし、照会してもデータを⼊⼿できる可能性は低いと考えられる。他の⽅法として
は、アンケート調査が考えられる。
公表されているものはなく、個々の事業者への照会を通じてでなければ情報を⼊⼿でき
ない。ただし、照会してもデータを⼊⼿できる可能性は低いと考えられる。他の⽅法として
は、アンケート調査が考えられる。

出所：EY新日本作成

► 今後の調査に対する示唆
・政府機関やライバル企業のOBの実態を把握することは難しい。
・一方で、海外拠点の規模、機能、人材構成を調べることで、情報収集力を大凡把握することができる。ただし、その場合
は国を限定する必要がある。
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A2.4 評価指標の収集可否のまとめ（4/7）
► 事業開発力を評価する指標の収集可否については、次の様に整理される。
表A2-3 事業開発力に関する評価指標の収集について（まとめ）
分類

指標

コメント

本調査で収集できた指標

海外単独遂⾏案件数

各社IR資料およびウェブページから発電所リストの情報が⼊⼿可能。出資⽐率が⾮公表
の案件に関しては、案件名をキーに、データベースおよびウェブニュースから出資⽐率を⼊⼿
した。ただし、データベースの情報は必ずしも網羅的かつ正確とは限らないので、企業の公
表データ等により裏付けを取ることが重要である。

海外JVリーダー案件数
海外JVリーダー案件の割合
本調査で収集できなかったが、 案件への参画過程
本来、競争⼒を評価する上で
重要と考えられる指標・要素と、
提案型プロポーザルの応募件数
収集⽅法（案）
および成約件数

案件開発から携わったか、開発後の案件に途中参画したかの情報は、⼀般情報からは⼊
⼿困難。⼀⽅、個別企業へのインタビューを通じて基礎的な情報を⼊⼿することは可能。
受注案件以上に、応募案件数および失注案件数の情報⼊⼿は困難。正確を期すなら
アンケート調査が必要。

アライアンス先企業数

各社ウェブページから部分的な情報は⼊⼿できるものの、網羅的な情報は⼊⼿できない。
また、アライアンスの内容や程度を明確に定義する必要がある。

海外拠点の意思決定の分権化
体制

ヒアリングによる情報収集を試みたが、原則本社が決裁権限を持つ、という回答が⼤半で
あり、権限移譲されている例は確認できなかった。

意思決定のスピード

具体的な時間で図ることは難しいが、アンケート調査において、速さを5段階評価すること
等によって、相対評価を通じて指標化することは可能と考えられる。

出所：EY新日本作成

► 今後の調査・検討に対する示唆
・企業によって、事業開発を重視している企業とそうでない企業があるという事実を明確に認識しておく必要がある。（企業ご
との方針や事情があるので、リスクを取って上流から参加すべきといった短絡的な思考は避ける。）
・受注が決まってからの途中参加は事業開発力は問われない。一方で、参画過程の違いにより、収益率に差が発生しうることを
認識しておく必要がある。
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A2.5 評価指標の収集可否のまとめ（5/7）
► 実績を評価する指標の収集可否については、次の様に整理される。
表A2-4 実績に関する評価指標の収集について（まとめ）
分類

指標

コメント

本調査で収集できた指標

海外部⾨売上

かなりの程度、⼊⼿が可能である。ただし、企業によっては必ずしも海外部⾨単独（或
いは海外発電事業単独）のデータを公表していない。

海外発電所数

各社IR資料およびウェブページから発電所リストの情報が⼊⼿可能である。持分⽐率は
各案件の出資⽐率をデータベースおよびウェブニュースから⼊⼿し、補⾜した。

持分発電容量（運転中）
持分発電容量（建設中）
本調査で収集できなかったが、
本来、競争⼒を評価する上で
重要と考えられる指標・要素と、
収集⽅法（案）

市場シェア

上記各社の持分発電容量と、各国の総発電容量を⽐較して算出した。

送電線の総距離数

本調査においては発電事業に注⼒したため、送電事業に関する情報収集および分析は
⾏わなかった。ただし、これらについては、基本的に企業の公表資料等で⼊⼿可能と考え
られる。

送電容量
EPC案件実施件数

本調査においてはEPC事業に関する注⼒調査は⾏わなかった。ただし、公表資料からの
情報収集には限界があると考えられ、具体的なデータを⼊⼿するためにはアンケート調査
が必要となる。

出所：EY新日本作成

► 今後の調査に対する示唆
・本調査では発電事業を中心とした分析調査を行うための実績値を収集し、かなりの程度入手可能であることが分かった。
・一方、今後特に新興国において需要が見込まれる送電事業の実績値についても今後収集の価値があると考えられる。
・ある事業におけるEPCで培った経験およびネットワークが、他の発電事業案件の受注に結び付く可能性があり、EPC事業が発
電事業実績に影響を与えているかの調査も有意義であると考えられる。
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A2.6 評価指標の収集可否のまとめ（6/7）
► 技術力を評価する指標の収集可否については、次の様に整理される。
表A2-5 技術力に関する評価指標の収集について（まとめ）
分類

指標

コメント

本調査で収集できた指標

熱効率

各社のIR資料に、各国内発電所の平均熱効率情報が公表されている場合が多い。ただし、
詳細な検討を⾏うならば、国、電源、事業実施年等をできるだけ統⼀することが望ましい。

環境性能（CO2, NOx,
SOx排出係数）

各社のIR資料に、各国内における環境性能情報が公表されている場合が多い。ただし、個
別具体のプラントのデータを取る必要があるが公表されているものはなく、個々の事業者への
照会（インタビュー調査等）を通じてでなければ情報を⼊⼿できない。

安全性（LTIレート）

各社のIR資料にLTIレートないしは労働災害の絶対数が公表されている場合が多い。ただし、
個別具体のプラントのデータを取る必要があるが公表されているものはなく、個々の事業者へ
の照会（インタビュー調査等）を通じてでなければ情報を⼊⼿できない。

本調査で収集できなかったが、 EPC・運営の技術
本来、競争⼒を評価する上で
重要と考えられる指標・要素と、
収集⽅法（案）
⼯期遅延

タービンやボイラー単体ではなく、EPCの技術や運営の技術を指標化することは難しい。ただし、
技術を5段階に指標化して、アンケート調査において、技術の⾼さを5段階評価すること等に
よって、相対評価を通じて指標化することは可能と考えられる。
個別具体のプラントのデータを取る必要があるが公表されているものはなく、個々の事業者へ
の照会（インタビュー調査等）を通じてでなければ情報を⼊⼿できない。

稼働率

同上

計画外停電

同上

プラント別熱効率

同上

出所：EY新日本作成

► 今後の調査に対する示唆
・一般に、技術力を一般化して絶対評価することは難しい。敢えて行うとするならば、指標化した相対評価を行う方法が考えられる。
・また、正確を期すためには、国や電源を具体的に絞ったうえで評価を行うことが大切である。
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A2.7 評価指標の収集可否のまとめ（7/7）
► 価格競争力を評価する指標の収集可否については、次の様に整理される。
表A2-6 価格競争力に関する評価指標の収集について（まとめ）
分類

指標

コメント

本調査で収集できた指標

財務状況

企業のIR指標等から、総売上⾼、EBITDA、流動⽐率等を⼊⼿することは可能。これにより企業
の信⽤⼒を間接的に評価が可能。

⼊札案件の受注率

今回の受注率は、Inframationのデータベースで⼀定基準に基づいて選定した事業のデータを⽤
いた。関連のデータベースは複数あるので、それらを⽐較や補完して精度を⾼めることも考えられる。

本調査で収集できなかったが、 タリフ
本来、競争⼒を評価する上
で重要と考えられる指標・要
素と、収集⽅法（案）
タリフの計算⽅法

個別事業におけるタリフ⾦額のデータを⼊⼿することが困難。また、タリフは⼀定期間ごとに⾒直しさ
れるため固定値でない。⼀⽅、今回の調査によりアンケートによる相対評価を⾏うことはできる。また、
情報収集を図る事業者の⺟数を増やして情報の信憑性を⾼めることも考えられる。
個別事業におけるタリフの計算⽅法（計算式）を⼊⼿することが困難。

LCC

タリフ計算のベースとなるLCCは公表されているものはなく、個々の事業者へのインタビューやアンケー
ト調査を通じてでなければ情報を⼊⼿できない。

信⽤⼒・⾦利

資⾦調達において企業の信⽤⼒は⾦利等の条件設定（結果的にLCCおよびタリフ）において⼤
きな影響を与えうるが、個別事業のデータを⼊⼿することは困難。

電源別プラントの平均
発電単価

電源別プラントの平均発電単価はまれに公表されている例があるが、個々の事業者への照会を通
じてでなければ情報を⼊⼿できない。

⼊札案件の受注率
（網羅的なデータ）

個別企業の応札と受注率に関するデータを得ることは困難。特に、コンソーシアムのリーダーではなく
構成員⼜は再委託先として参加している場合の情報については、公表データでは極めて⼊⼿困難。

出所：EY新日本作成

► 今後の調査に対する示唆
・公共調達型市場においては、価格が事業者選定の最大の要素であることから、複数のデータベースを活用するなどして公共調
達型市場における入札案件受注率の情報の精度を高めることで、事業者の価格競争力を測ることが可能と考えられる。
・具体的なタリフやLCCに関するデータを得ることは困難と考えられることから、指標を使ったアンケート調査の実施が考えら
れる。ただし、その対象母数を増やして、データの一般性や信憑性を高める必要がある。
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の競争⼒分析調査の結果をまとめたものです。
• 貴省や他関係機関から説明を受けた事項や提供を受けた資料等について、その個々の正確性、網羅性、適格性及び真正性についての検証⼿続は実施しておらず、これらの情報を正確かつ完
全なものとして利⽤しております。従いまして、当監査法⼈は本報告書に含まれる情報等の正確性、網羅性、適格性、真正性等に関して保証するものではありません。
• 当監査法⼈は、調査結果を本報告書に記載してありますが、本報告書に含まれる情報等が本件⽬的に照らして⼗分かどうか、適格かどうか、⼜は網羅的かどうか等についての判断について、当
監査法⼈は責任を負うものではなく、依頼者たる貴省が⾃らの責任で判断ください。
• 当監査法⼈が貴省に提出する本報告書は、本報告書の⽇付においてのみ有効なものであり、その後に⽣じた事象や市況等の変化等の影響は反映されておらず、かつ反映する義務を負うもの
ではありません。
• 本報告書は、本件⽬的のもと、参考情報としてのみ使⽤し、本件⽬的以外の他のいかなる⽬的に使⽤することはできないことをご確認ください。
• 第三者に対し、貴省が、当監査法⼈に監査ないし保証業務を委嘱していると誤解を与える内容の⾔明を⾏ってはらないことをご確認ください。
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• 本報告書を使⽤したことにより本報告書の開⽰を受けた者に損失が⽣じたとしても、当法⼈は⼀切責任を負いません。

