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はじめに 
 
 

株式会社九電工（以下、九電工という）は、日本国内において再生可能エネルギー発電施

設の施工実績を豊富に有している。一方で九州インドネシア経済友好協会の幹事会社も務

めている他、弊社社長は在福岡インドネシア総領事を兼ねているなど、インドネシアとの縁

が深い。 

 
 九電工が日本国内で培った再生可能エネルギーの技術で途上国の電力安定化、ひいては

低炭素化に貢献できないか、という想いから、2016 年よりインドネシア東部のスンバ島に

実証施設を設け、再生可能エネルギーの安定供給に関する取組みを行ってきた。 

 今般、本技術をベースに事業化フェーズに移行する上で、「平成３０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事業」に採択をいただき、九電工が開

発したエネルギー・マネジメント・システムを活用するマイクログリッド向け発電設備の導

入について事業実施可能性調査をはじめとする調査を実施した。今後、同国国営電力会社

PT PLN（以下、PLN という。）との事業化を中心に目指していく。 

 
 さらに本調査では特に PLN からのニーズが大きい「技術面」及び「ファイナンス面」に

も焦点を当てて調査を実施した。 

「技術面」について、PLN はマイクログリッド関連分野の知見を豊富に有しているもの

の、設計・運用の経験が乏しいため、本調査では PLN との共同事業、もしくは入札事業の

案件形成につなげるため、基本設計から提案を実施した。また、「ファイナンス面」につい

ては、PLN の事業予算確保に期待するだけではなく、民間投資を呼び込む事を念頭に、金

融機関によるファイナンス組成など、投資スキームを整理し、その活用可能性を検討した。 
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1.1.2 再生可能エネルギーの導入計画 

インドネシアにおける再生可能エネルギーの導入目標を含むエネルギー政策は、2014 年

に国会承認された 新の国家エネルギー政策（NEP：National Energy Policy、Government 

Regulation No.79/2014）及び国家エネルギー総合計画（RUEN：Rencana Umum Energi Nasional, 

RUEN）により基本方針が示されている。再生可能エネルギーの導入目標は 2025 年時点で

23％であり、一次エネルギー使用量は 92.2MTOE（原油換算トン）である。更に、電力セク

ターにおいては、地熱 7.2GW、大規模水力 17.9GW、小水力 3GW、バイオマス・バイオガ

ス 5.5GW、太陽光 6.5GW、風力 1.8GW、その他 3.1GW で合計 45.2GW の再エネ電源開発の

目標を設定している。 

 

図 1-1 再生可能エネルギーの導入目標 

出所）エネルギー鉱物資源省「Low Carbon Development On Energy Sector –Overview of the EC and NRE 

Sector in Indonesia-（2018 年 11 月 15 日講演） 

国営電力会社 PLN による 2018～2027 年の電力供給事業計画（RUPTL）においても、再生

可能エネルギーの電源開発についての計画が立案されている。 

 

図 1-2 PLN の再生可能エネルギー電源の開発計画 

出所）PT PLN「Renewable Energy Penetration: Challenges for Indonesia」 (2018 年 11 月 15 日講演資料) 
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講演)で述べられた内容を整理すると以下の通り。 

 

＜再生可能エネルギーの開発戦略＞ 

 再生可能エネルギー発電所の開発に際しては、需給バランス、当該システムの即応性、

費用効率性を考慮しなければならない。 

 PLN は水力、地熱、バイオ燃料、風力、太陽光、バイオマスおよび廃棄物その他による

再生可能エネルギーを活用し、RE-BID（再生可能エネルギーによる産業開発）を創造

するあらゆる取組を支援する。 

 とりわけ太陽光発電については、既存系統から比較的遠い孤立した地域を電化するた

めに、集中型太陽光発電を整備する。これらの地域は、未開発地域、国境周辺および島

嶼部を想定する。ハイブリッドシステム（太陽光と他の再エネおよびディーゼル発電）

についても、（1 日当たり）12 時間未満の電力供給地域で、一般的にはインドネシア東

部での開発を行う。 

 PLN は、出力が不安定な再生可能エネルギーの導入増加のために、スマートグリッド

システムを整備し、電力システムの信頼性を向上させる。PLN は今後 2～3 年間は配電

線が敷設されない地域のために、（通常は太陽光発電を利用した）マイクログリッドを

整備する。 

 PLN は HSD（High Speed Diesel）および MFO（Marine Fuel Oil）の使用を削減し、バイ

オ燃料の利用を促進する。 

 

＜再生可能エネルギー導入比率向上の必要項目＞ 

 負荷周波数制御（LFC：Load Frequency Control） 

 自動発電制御（AGC：Automatic Generation Control） 

 気象監視システム（Weather Monitoring System） 

 （高速応答）調整発電（Flexible（Fast Response）Generation） 

 揚水貯蔵／蓄電池貯蔵（Pumped Storage/ Battery Storage） 

 ベースロード電源のための技術的 低負荷運転（Technical Minimum Loading（TML）for 

base-load unit） 

 低圧運転継続機能（LVRT：Low Voltage Ride Through）、負荷周波数変動運転継続機能

（LFRT：Load Frequency Ride Through）、電力半値幅周波数制御（”Half” Frequency Control） 

 
＜新・再生可能エネルギー（NRE：New and Renewable Energy）に係る投資＞ 

 RUPTL2018-2027 での NRE への総投資金額は約 300 億 USD で、全体の投資金額の 32％

を占める。 

 PLN は民間企業による NRE 開発を奨励する。NRE の 77％は IPP によるものであった。 

 将来的に NRE 投資はより安くなり、発電コストが低下することが期待される。 

 政府や金融機関は、より安価な NRE への投資のために、ファイナンスコストを低下さ

せるための重要な役割を担う。 

 PLN と民間事業者は、NRE 開発を支援するために、安価な Green Climate Fund への容

易なアクセスをしなければならない。 

 PLN は電力システムにおける NRE の機会を提供できるように、系統強化を続けていか

なければならない。  
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1.2.2 調達メカニズム（製品・サービス） 

PLN は Regulation No.0620.K/DIR/2013 に基づき、調達ガイドライン（PEDOMAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)）を策定している。 新版は 2016 年に発

行されており、PLN 事業における製品・サービス・業務における物流事業者等を含む全ての

事業者からの取得プロセスについて、本ガイドラインの対象としている。 

 

図 1-4 PLN の調達サイクル 

出所）PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)（2016）より調査団作成 

PLN の調達では Value for Money（VfM）の概念を重要視しており、6 指標の 適な組み

合わせでの調達を目指している。VfM 原則では、常に 低価格で調達することはできない

が、決定された評価基準を考慮した場合での 適な投資収益率を上げることを念頭におい

ており、6 指標の内で「適切な価格」に係る指標は他の 5 つの指標に大きく依存するため、

後に考えるべきとされている。また、社会経済的な目標は、社会的、環境的及び国内製品

の使用を奨励する等の他の戦略的目標との整合を意味する権利である。VfM 原則は、市場

競争、契約や契約様式を含む革新的な調達方法、効果的なリスク管理の 適な組み合わせに

立脚するとされている。 

 

図 1-5 VfM（Value for Money）における 6 指標 

出所）PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)（2016）より調査団作成 
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PLN ガイドラインでは、調達対象の価値・量と供給リスクを勘案した供給ポジション

マトリックスが示されている。この中で、「戦略ターゲット」のカテゴリでは、高リスク

で比較的支出が大きい製品・サービスがあり、当該カテゴリに含まれる契約は僅かである

が、全体支出の 6～7 割程度を占めることもあるため、極めて重要なカテゴリとして認識さ

れている。本事業が対象とする EPC も当該カテゴリに該当しており、明確な履行合意や契

約を持つ事業者の 適な管理を焦点としている。 

 
図 1-6 PLN の供給ポジションマトリックス 

出所）Asian Development Bank, “PROCUREMENT ASSESSMENT OF INDONESIA’S STATE ELECTRICITY 

CORPORATION (PLN) FOR A POSSIBLE RBL OPERATION”, JUNE 2015 

 

戦略的な製品・サービスに係る調達では、調達リスクの分析が重要であり、通常よりも

包括的なリスク評価が PLN 本社の企画調達計画部を中心に実施されている。また、リスク

管理という視点に加えて、調達プロセスの簡素化のために DPT（Daftar Penyedia 

Terseleksi：List of Selected Providers：有資格者リスト）と呼ばれる仕組みを適用している。

DPT では、適格性評価やデューデリジェンス評価を伴うものであり、PLN の要件を満たす

調達先に対してのみ調達が行われることを保証するものである。一方で、PLN 調達計画担

当者は REOI（Request for Expression of Interest）として活用することも可能である。DPT は

国全体レベルもしくは地域レベルで作成され、資格要件も当該レベルにおける地場調達先

の能力に合わせて調整され、当該レベルの外での経験が豊富な調達先（例：国外サプライ

ヤー等）にも機会が与えられている。なお、PLN 本社調達担当者が作成する国全体レベル

の DPT では、本社からの調達のみに対象を限定せずに、地域拠点が主導する調達でも使用

することが可能である。 

留意点としては、PLN は DPT が参入障壁にならないように具体的な戦略を持つ必要が

あり、地域レベル、国内レベル、国際レベルでの調達先候補を拡大し、製品・サービスの

供給を確保することが重要である点が PLN ガイドライン上では示されている。DPT は認

定評価に合格し、かつ、 新のパフォーマンスを出すことができる調達先を特定するため

に定期的に更新されることが想定されており、1 年間から 3 年間程度が有効期間として定

められている。 

 PLN の一般的な調達プロセスを以下に示す。 
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図 1-8 再エネ電源の調達方法と管轄部署 

出所）PT.PLN「PLN Regulation & Process of Procurement」(2018 年 9 月 20 日講演)を基に調査団作成 

 

 

図 1-9 再エネ電源の調達プロセス 

※DPT：DAFTAR PPL TERSELEKSI（有資格者リスト）、KKP：プロジェクト実現可能性調査、KKO：

運用実現可能性調査、KKF：ファイナンス実現可能性調査 

出所）PT.PLN「PLN Regulation & Process of Procurement」(2018 年 9 月 20 日講演)を基に調査団作成 

(2) 調達プロセスにおける実施フロー 

PLN の調達プロセスにおける基本的な実施フローは以下の通り。 

 

① 有資格者リスト（DPT）にある事業者の招待 

② 事前入札説明会の開催 

③ 入札対応（提案提出） 

④ 提案の第一次評価 

⑤ 提案の第二次評価 

⑥ 交渉 
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⑦ 第一ランクとなる事業者の通達（※複数候補の場合あり） 

⑧ 実現可能性調査及び系統接続調査の準備 

⑨ 落札者（入札勝者）候補の通達 

⑩ 関心表明書（Letter of Interest）及び任命書（Letter of Appointment） 

⑪ エネルギー鉱物資源相による買取価格の承認 

⑫ PPA の 終化 

⑬ PPA の発効 

⑭ ファイナンス（Financial Date） 

⑮ 運開日（COD） 

 

直接選定を行う 3 種類の調達プロセスの詳細について以下に示す。 

 容量割当・本社で行われる直接選定のフロー 

 本社で行われる直接選定のフロー 

 メインユニット（地域拠点）で行われる直接選定のフロー 
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図 1-10 PLN の企業組織図 

出所）PT PLN, “asElectricity infrastructure development and investiment opportunity in Indonesia” (2017),  

(1) PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) 

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB, ジャワ・バリ発電会社) は、国営電力会社である PLN の

子会社として、1995 年に設立されたジャワ・バリ島地域を中心とする発電会社である。PJB

は、石炭火力発電所、ガス火力発電所、水力発電を中心とした発電所を管理している。 

2018 年 3 月時点で、合計 15,646MW の発電設備が運転されており、合計 10,512MW の発

電設備が開発段階にある。 

 

図 1-11  PJB のポートフォリオおよびパイプラインプロジェクト 

出所）PJB, “Building New Edge Synergy between PJB& Public Participation for Indonesia electricity development” 

(2018 年) 
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また、PJB は再エネ電源開発に係る戦略的パートナーシップのための EoI 募集（Request 

for Expression of Interest）を開始している5。これは、出資者（プロジェクトスポンサー）、

EPC 及び O&M の請負事業者、金融会社（レンダー）、設備等のメーカー、ビジネスコンサ

ルティング等のいくつかの分野の企業を対象として、潜在的なビジネスパートナー発掘を

目指している。 

(2) PT Indonesia Power (IP) 

1) IP の概要6 

PT Indonesia Power（IP、インドネシアパワー社）は、国営電力会社である PLN の子会社

として、1995 年に PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I)という名称で設立された後、

2000 年に現在の社名に変更した。IP は、発電事業を通じた電力の供給と、インドネシア全

土に広がる発電所の O&M を提供する。 

2) IP の発電設備 

IP 所有の発電所は以下の通り。石炭火力、水力、ガス火力、地熱、石油火力を所有する。 

 

図 1-14 IP の運転中プロジェクト 

出所）IP, sustainability report (2016) 

                                                        
5 PT PJB「REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR PARTNERSHIP IN RENEWABLE 

ENERGY BUSINESS DEVELOPMENT」https://www.ptpjb.com/request-for-expression-of-interest-eoi-for-

partnership-in-renewable-energy-business-development/ （閲覧日：2019 年 2 月 22 日） 

6 出所）Indonesia Power 社 https://www.indonesiapower.co.id/en/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx （閲

覧日：2019 年 2 月 22 日） 
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3) IP 子会社7 

IP 傘下には、子会社 5 社、ジョイントベンチャー2 社、関連会社 1 社、孫会社 3 社が存在

する。IP 子会社のうち、再生可能エネルギーを所管するのが PT INDO TENAGA HIJAU で

ある。PT INDO TENAGA HIJAU の前身である PT Tangkuban barhu Geothermal Energy (TPGP)

は、2009 年に設立された。 

 

図 1-15 IP の子会社および関連会社 

出所）Indonesia Power「Company Group Structure」https://www.indonesiapower.co.id/en/profil/Pages/Sekilas-

Indonesia-Power.aspx（閲覧日：2019 年 2 月 22 日） 

(3) PLN 子会社による再生可能エネルギープロジェクトの動向 

1) PJB による主な再生可能エネルギープロジェクト8 

PJB は、2017 年 11 月に UAE の再生可能エネルギー事業者であるマスダール社と、世界

大規模である 200MW の水上太陽光発電の建設に合意している。 

設置場所はインドネシア西ジャワ州のシラタ貯水池（6,000 ha）のうち、225 ha を占有す

る。なお、シラタ貯水池は、1GW の水力発電所に電力を供給している。 

インドネシアのような熱帯性の国における水上太陽光発電の優位性は、従来型の太陽光

発電には不適な森林地帯で再エネ発電を行えることにある。計画中の 200MW 水上太陽光発

電プロジェクトは、シラタ貯水池の池底に係留された 70 万枚のフロートの上に設置され、

ケーブルによって陸上の高圧変電所と接続される。クリーンな電力供給だけでなく、この発

電施設は太陽光を遮り、貯水池の蒸発を抑え、藻の発生を抑制する。森林で囲まれた地域で

は、貯水池や湖沼の水面上の太陽光発電が代替的に実現可能であることを示す事例。貯水池

の蒸発を抑える点は、水利の点でも利点がある。 

                                                        
7 出所）PT INDO TENAGA HIJAU 社 https://www.indonesiapower.co.id/id/produk-dan-layanan/anak-

perusahaan-dan-perusahaan-patungan/Pages/PT-TANGKUBAN-PARAHU-GEOTHERMAL-POWER.aspx 
8 出所）Poyry 社プレスリリース（2018 年 12 月 3 日）、http://www.poyry.com/news/poyry-awarded-with-a-

three-year-framework-agreement-for-pt-indonesia-power-s-renewable-power-project-developments  
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2) IP による主な再生可能エネルギープロジェクト9 

2018 年 12 月、オーストリアの Poyry 社は、IP とともにインドネシア全土で再生可能エネ

ルギープロジェクトを実施する 3 年間の契約に合意したことを公表した。この中には、風力

発電、太陽光発電、蓄電池、ディーゼルやガスエンジンとのハイブリッドプロジェクトも含

まれる。まずは 4 件の再生可能エネルギープロジェクトを開始する予定である。 

本合意は、Poyry 社と IP 社の 2 回目の合意であり、1 回目では、2016 年 4 月に IP 社とと

もに石炭火力プロジェクトを実施している。 

1.3 PLN 調達プロセスを踏まえたアプローチ手法の検討 

1.3.1 PLN 担当部署 

PLN は従業委員 5 万名を超える大組織であり、本社（Kantor Pusat）と各地域拠点（Unit 

Induk）で 2 分されている。 

本社は、経営計画（Corporate Planning）、戦略調達 1 及び 2（Strategic Procurement）、人

材資源管理（Human Capital Management）、ファイナンス（Finance）にディレクター級を配

置し、その配下に関連部署を配置している。戦略調達 1 部では土地・許認可、サプライチェ

ーン、工事等の各バリューチェーンに基づいた体制とし、戦略調達 2 部では石炭、石油・ガ

ス、IPP（主に火力発電）のセクター別に基づいた体制で組織化されている。また、その他

に法務、広報等を実施するコーポレート部門が存在する。 

地域拠点は、地域ブロック別にディレクター級（経営層）を配置し、その配下に地域開発

部（Regional Development Division）、地域建設部（Regional Construction Division）、地域オ

ペレーション部（Regional Operation Division）が位置する。更にその下の組織体系は各地域

ブロックで異なっているが、発電、送電、配電、ディスパッチセンター等の機能別ユニット

にて構成されている。本事業において、関連する PLN 担当部署を整理すると以下の通り。 

  

                                                        
9 出所）マスダール社プレスリリース（2017 年 11 月 28 日）、https://masdar.ae/en/news-and-

events/news/2018/11/21/13/06/pt-pembangkitan-jawa-bali-and-masdar-sign-pda-for-200mw-floating-solar-

pv-plant 





 

25 
 

1) PLN 組織体制 

図 1-16 PLN 組織体制図（本社：Kantor Pusat） 

※）2017 年 12 月 31 日時点。上位の青色部分は役員級（Board of Director） 

出所）PLN, “Annual Report 2017” 
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図 1-17 PLN 組織体制図（地域拠点：Unit Induk） 

※）2017 年 12 月 31 日時点。上位の青色部分は役員級（Board of Director） 

出所）PLN, “Annual Report 2017” 
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1.3.2 製品・サービスに係る調達へのアプローチ 

(1) 現状の課題認識 

PLN 予算（国際機関の融資案件等除く）によるミニグリッド型の太陽光システムの 新

入札（※2018 年後半に実施）では、太陽電池モジュール、インバーター、バッテリー、双方

向インバーター、その他補助機器の個別設備単位での技術性能を基に技術評価が行われて

いる。これら個別設備の性能評価が全体評価の大部分を占めており、パフォーマンス評価と

して唯一挙げられているシステム効率は全体評価 100 点分の内 12 点分しか占められていな

い。なお、 低基準として 80％は設定されている。 

 
＜発電システム全体の性能比の算定式＞ 

PR（Performance	Ratio：性能比）	 %
実発電量	 kWh

太陽光日照時間	 h 設備容量	 kW
 

 

全体システムの重要な設備として構成される蓄電池については、パフォーマンス評価は

されておらず、蓄電池単体の性能比として 95％の 低基準が設定されているのみである。

なお、蓄電池設備単体の評価基準としては、DoD80%で 3,000 サイクル、設計設備耐用年数

10 年、性能保証期間 5 年が基準値となり、この基準の高低により加点・減点される仕組み

となっている。 

 

＜蓄電池の性能比の算定式＞ 

PR（Performance	Ratio：性能比）	 %
放電震度 DoD 到達時の電力供給量	 kWh

蓄電池容量	 kWh
 

 

このような入札仕様を踏まえると、システム全体のパフォーマンスが評価に占める割合

が 1 割程度に過ぎず、個別設備の性能評価に焦点が当たった評価システムと言える。そのた

め、パフォーマンス部分以外の設備単体の性能について費用対効果が高い設備を選択する

ことで入札において競争力を有することができることが想定される。これにより、結果とし

てシステムを導入したが数年で蓄電池が劣化する等の影響により、システム全体が機能し

なくなるという現在の状況が発生していることが推察される。 

設備の EPC 契約における EPC 受注者の義務としては、知識移転とトレーニング、及び 1

年間の品質保証（Inspection & Maintenance）が含まれている。現地ヒアリングによると、既

存発電所については O&M の予算が個別発電所で獲得できておらず、複数の太陽光発電所を

対象に、包括的な O&M サービス契約がローカル事業者と締結されていたとのことである。

他方で、故障が発生し部品交換が必要となっても、高額な部品である場合には交換が認めら

れず、発電所が故障した状態のままになっている点が課題として挙げられていた。 

また、系統側への接続で求められる電力品質の要件については以下の規定がされている。 

 系統電圧幅：310～450 V 

 系統周波数：50 Hz、系統周波数幅：45～55 Hz 

 力率幅：＋0.9～－0.9 
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2.1.3 オフグリッド型、オングリッド型の概要 

➀オフグリッド型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.3-A  オフグリッド型の構成図イメージ 

 
 

2.1.3-A のオフグリッド発電は、未電化地域で、太陽光や、風力等の再生エネルギーを

有効に電力に変換し、デマンドの変化に対して、停電なく安定して電力を供給する。 

特徴として 

・化石燃料を使わない、完全オフグリッドハイブリッド発電制御システムである。 

・ハイブリッド発電制御は、直流回路（ＤＣＢＵＳ）で行っており、交流制御に比べ、周波

数、力率等の制御が簡単である。 

・風力発電、太陽光発電、蓄電池を個々の監視制御装置（ＳＰＭ＋ＢＭＵで分散管理し、交

流出力（電圧、力率、周波数）の 24 時間安定供給を可能としている。 

・ＥＭＳでスマートメータからのデータと、ＢＭＵ（バッテリーモニタリングユニット）  

 からの数値化された電池残量データを取得し、需要と供給のバランスを計算し、入出力指

令をスマートメータから行う。 

・鉛蓄電池の寿命を延ばす、チェック・ローテーション制御をシステムに盛り込み、その他

機器類の更新時期（約 15 年）まで、延命できるサイクルユース用鉛蓄電池を搭載。 

 鉛蓄電池は、6 ブロックに構成され、内部、コントロール機器が 少電力使用で制御可能

なように、内部ロジックで制御をする節電システムとしている。また、長期間性能を維持

するため、1 週間に 1 度、回復充電を各ブロックごとに行う。 

・発電環境に応じ、機器の冗長、拡張をフレキシブルに行うことができる。 

・通信網は、すべて無線を活用し、広域監視を可能にしている。Ｗｉｆｉ 2.4GHz 帯（国

内、海外向）、Ｗｉｆｉ 5GHz 帯（海外向） 

・オフグリッド発電所間を同期管理し、電力の融通が図れるシステムとしている。 
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図 2.1.3-C EMS を 2 系統で動かすイメージ図 

 

2.1.4 特許等の出願、取得 

 ①特許番号：特許第 6235061 号 平成 29 年 11 月 2 日（オフグリッド用） 

       発明の名称：再生可能エネルギー利用発電設備を用いた電力供給システム 

  ＰＣＴ（国際特許）中国特許願第 201680019187.7 号 

           インドネシア特許願第 P-00201707416 号 

 

 ②特許出願番号：特番 2018-201935 平成 30 年 10 月 26 日（オングリッド用） 

       発明の名称：再生可能エネルギーを用いた電力供給設備 

  ＰＣＴ（国際特許）：特許取得後、中国、インドネシアに出願予定 
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2.1.5 ＥＭＳを使うメリット 

 ①再生可能エネルギーの不安定な入力を、安定した波形で出力できる。 

  図 2.1.5-A 黄色曲線が送電電力量、紺色の曲線か日射量 

 
          図 2.1.5-A  スンバ島実証施設の実際の波形 

 

②全システムの動きがＥＭＳにより、統合監視制御と統合管理を可能とした。 

 ③どこからも遠隔監視制御が可能となる。（操作レスポンスは海外からでも 3 秒） 

 ④Ｏ＆ＭもＳＭＣ、ＳＰＭ、ＢＭＵ、ＥＭＳ等各セクションから自由に遠隔操作ができる。 

 ⑤重要な鉛蓄電池のＢＭＵ情報が細かく入手でき、適切な制御指示が可能となる。 

 ⑥蓄電池寿命維持のためのＳＯＨ（劣化率）、ＳＯＣ（充電率）、セル温度等が管理でき

る。 

 

 ⑦ＥＭＳメリット比較表 

 

表 2.1.5-A  メリット比較表 

 九電工 

ＥＭＳ 

ＥＭＳ 

無し 

他社 

ＥＭＳ 

ＥＭＳがない場合の考察 

発電管理  ◎  △  ○ 数値化した出力指令ができ

ない、 

ＳＭＣ管理  ◎ 個々監視  ○ 制御指令ができない 

ＳＰＭ管理  ◎  単独  単独 制御相互指令ができない 

ＢＭＵ管理  ◎  単独  単独 ＢＭＵ情報を制御に活用で

きない 

ユーティリティ  ◎  △  △ メンテナンス管理が不可能 

遠隔管理  ◎  ×  △ 遠隔端末の選択が必要 

通信監理  ◎  ×  ○ 通信機能機器の選択が必要 
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2.2 候補サイト 

2.2.1 インドネシアの離島における太陽光発電所の現状 

・ 2013 年から 2014 年頃にかけてエネルギー鉱物資源省（ESDM)は、インドネシアの離

島等に太陽光発電所を建設したが、2019 年現在、その殆どがバッテリーの劣化等によ

り稼働していない。 

 

(特記) 

・ 2018 年 4 月に、九電工は PLN から、スンバ島に隣接したサルーラ島の改修依頼があ

り調査した事例がある。 

・ 現地の設備は太陽光パネル出力が 150KW、鉛蓄電池が 920KWh、DC/AC コンバータ

2 台、インバータ 2 台で構成されているが、鉛蓄電池が劣化しており、夜間の電力供

給が不可能な状態であった。 

・ 島には約 100 世帯が住居しているが、EMS を設置する費用対効果が認められないの

で対象から除外した。 

 

2.2.2 政府及び PLN 幹部による視察状況 

・ PLN はこれらの問題の解決策を必要としており、九電工がインドネシア東部の NTT

州スンバ島に設置した太陽光発電 EMS（400kWp）に対する PLN の関心度は高まっ

てきている。 

・ 本事業の期間中、スンバ島 EMS サイトへは PLN の幹部達が相次いで視察している。  

PLN 本部東ジャワ・バリ・ヌサトゥンガラ局 

PLN 本部スラウェシ局 

PLN 本部再生可能エネルギー局（２回） 

PLN 南部・中部・西部・東南スラウェシ地区ゼネラル・マネージャー他 

PLN-NTT 州支局ゼネラル・マネージャー他 

南スラウェシ州エネルギー鉱物資源局長 

 

（特記） 

・ 2018 年 11 月に、南スラウェシ州知事の指示により、スンバ島太陽光 EMS 実証サイ

トを訪れた、南スラウェシ州・エネルギー鉱物資源局長、PLN 南部・中部・西部スラ

ウェシ支局の GM、スライヤル県担当他、合計５名の視察団は、九電工 EMS を評価

し、南スラウェシ州の太陽光発電計画に採用すべきであると州知事に報告した。 

・ PLN 南部スラウェシ支局は PLN 本部に対し、スライヤル島の入札スペックを EMS に

変えるよう上申した。 

・ PLN 本部はこれを受け、2018 年 12 月中旬に PLN 本部スラウェシ局の技術担当者（課

長クラス）、及び EBT(新再生可能エネルギー)担当者（課長クラス）が調査のためス

ンバ島に来島した。 

・ しかしながら、スライヤル島の入札公募開示の時期が１２月下旬ということで、入札
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スペックを EMS に変更するまでには至らなかった。 

・ 一方、EBT 担当からは九電工に対し、PLN の入札リストに社名を残す意味はあるの

で、スライヤル島太陽光発電事業に応札するようアドバイスを受け、現在、準備中で

ある。 

 

(特記) 

・ 2018 年 10 月に開催されたエネルギー鉱物資源省の再エネ本会議では、PLN-NTT 州支

局のゼネラル・マネージャーがスンバ島における九電工 EMS の安定性・効率性を評

価した内容を発表したところ、同席したエネルギー鉱物資源省の次官及び再エネ局長

に評価され、それ以降、再エネ局長の九電工へ対する態度もかなり好転してきた。（九

電工インドネシア駐在員事務所の永山顧問は同会議に招聘され参加した） 

 

2.2.3 本事業における候補サイトの一覧 

 

  

地域名 方式 容量 事業方式 予想時期 

NTT 州スンバ島ベース

ロード電力 

太陽光 

＋バイオマス

10MW+5M PLN による新設計画、 

もしくは IPP による新設 

19 年度提案 

20 年度アセス 

21 年度着工 

NTT 州スンバ島 

オフグリッド 

太陽光 約 500KW PLN による新設 可及的速やかに 

NTT 州スライヤル島 

オングリッド 

太陽光 1.3MW PLN 新設、ADB 融資案件 2019 年 

南スラウェシ州 

マカッサル近郊の島 

太陽光 未定 未定 確度低い 

 

北マルク州モロタイ島 

 

太陽光 

 

約 2.1MW

PLN 既設改修、 

ESDM 既設改修、 

民間 IPP 

 

未定 

北スラウェシ州 要調査 未定 未定 新規案件 
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2.3 事業性検討 

九電工 EMS 事業をインドネシアで実施していく上で、事業方式の大分類として「EPC＝

工事での受注」と「IPP＝電力卸事業」を想定している。同国の離島エリアに広く導入され

ている既存の太陽光＋蓄電発電設備（主に中国製が多い）が導入後数年で稼働に問題が出て

いる現状から、設備を長期間健全に運営するには、販売元である当社がオペレーション＆メ

ンテナンスサービスを提供する必要があると考えている。 

 

図 2-1 写真設置後３年で蓄電機能を喪失した鉛バッテリー 

（NTT 州サルーラ島の例） 

 
 

 

 図 2-2 事業方式とメンテナンスサービス提供の概念図 

 

次に、九電工 EMS の事業体制について述べる。 

インドネシア向けに展開する EMS は、以下の事業体制で実施する。 



 

50 
 

 

図 2-3：事業体制図 

  

現地での施工については、上述の現地協力会社が行う。 

前項で述べた候補サイトのうち、10MW 級の大規模案件については、現地ゼネコンもしく

は電設会社とのコラボレーションが必要になるが、1MW 級あるいはそれ以下の容量におい

ては、現地協力会社で十分な施工能力を有する。 

施工とメンテナンスを同一企業が行う事により、技術への専門性を高め、施設を長期間 

健全に運営できると考えている。 

 
 
 

2.3.1 事業採算性の検討 

 

① ターゲット市場 

  九電工 EMS の特長である「再エネ発電の 大効率化」の観点から、系統全体の補完 

 電力としてではなく、ディーゼルをはじめとする内燃力発電の焚き減らしを第一目標と 

 している。さらに、もう一つの特長である「昼夜連続安定供給」のメリットを活かし、 

 バイオマス等のバックアップ発電との組合せによる「再エネ発電のベースロード化」を 

 終目標としたい。 

 そのためのターゲット市場の要件としては、 

 a. 内燃力発電の比率が高く 

 b, 電化率も低い 

 c. さらには売電単価が比較的高い 

 地域がターゲットエリアとなる。 
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 図 2-4 九電工 EMS のターゲットゾーン（イメージ） 

 
 
 

② 市場の分析 

 インドネシアには 14,572 か所の島があり、そのうち有人の島は 2,869 島である（海洋水産

省調べ）。ジャワ島やスマトラ島はじめ、都市が存在する主要な島が 100 内外あるとして

も、残りの 2,700 島以上はいわゆる離島であり、電力としては幹線系統が届かない、内燃力 

発電をベースとする島々である。 

 ディーゼル発電を駆逐するには、CO2 削減効果などの環境政策への適合だけでも再エネ 

導入の理由になり得るが、やはり既存のコストを打ち破る事が も導入理由としてインパ

クトが出る。ディーゼル発電のコストについては、なかなか PLN のデータに出てこないが、 

下記の資料により、原価としては概ね 3,000 ルピア/kW（約 25 円程度）とみられる。 

しかし、このコストに加えて、本土から重油を輸送する運搬コストが相当のレベルで発生 

しているが、この部分には政府の補助金がつぎ込まれているとみられるが、その実態が 

ブラックボックスとなっており、なかなかコスト構造の分析に至らないのが実情である。 

 運搬コストをある程度加味しても、kW あたり 30～35 円程度のランニングコストを実現 

できるかどうかが、EMS による再エネ発電導入の分岐点になると思われる。 
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図 2-5 PLN 発電単価の一例 

 

③  競合他社分析 

  EMS の概念を持つ再エネ発電システムについては、九電工以外にも参入事例があるが、 

 その多くは①家庭用にリチウムイオン電池を備えた小規模システム ②同じくリチウム

イオン電池を使って、電力ピークシフト対応に主眼を置いたプラント向けシステムが大勢

であり、九電工 EMS の特色である「系統の安定化」や「設備の長寿命化」を目指している 

技術は他に見られない。 

一方、上述のように、インドネシアの離島には主に中国製の太陽光＋蓄電発電設備が多数 

採用されており、一般的な PLN の入札価格で 2,000～2,500US ドル/kW のレンジで発注され

ている（PLN 本部再エネ部ならびに NTT 州支局 GM からの聞き取り）。 

インドネシア離島エリアにおいて EMS 事業の採算性を確保するには、まずはこの価格帯に 

近づけていくコストダウンが肝要であるが、一方では現行設備には発電をマネージする 

機能がなく、充放電技術も貧弱な事から、変動の激しい電力をそのまま出力し、数年後には

蓄電池が「へたって」しまって蓄電機能喪失の状態になるものが多い。 

これに対し、高効率かつ長寿命運転を実現する「EMS」という価値を 

現行設備の構成は以下の通りである。 
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④ 事業収益性の評価 

 事業として実施する場合の評価モデルとして、現在南スラウェシ州政府が進めている 

スライヤル島への太陽光＋蓄電発電システムの入札案件を例にしたい。 

前項で述べたように、九電工 EMS の事業形式としては、EPC 受注と IPP 事業を想定してい

るが、インドネシアにおける IPP 案件組成には相当の時間を要すると考えており、まずは 

EPC での受注がメインとなる事から、PLN からの発注を前提として、従来型太陽光＋蓄電

システムとの比較において事業収益性を比較する事が重要だと考えた。 

【前提条件】 

 ・太陽光パネル容量 ： 1,300Kw 

  ・蓄電池     ： 電池容量は制限されない 

 ・発電時間     ： 4h/日で仮定 

 ・イニシャルコスト ： 事前に PLN からの聞き取りで把握している上限金額を基準 

に、上記容量を満たせるコストを試算した結果、1,608USD/Kw 

となった。これは弊社が想定する既存システムの単価 2,000～ 

2,500USD/Kw に比べてかなり厳しめだが、あえてこのコスト 

を比較対象とした。 

一方、九電工 EMS の単価は、スンバ島実証施設構築時のコス 

トである約 40 万円/Kw を根拠とし、110JPY=1USD の換算で 

3,636USD/Kw とした。スンバ島実証中のコストダウン成果に 

ついては、この場では割愛する。 

 
 

           図 2-8 九電工 EMS vs 既存方式のコストトレンド 

 
 



 

55 
 

上記条件でのトレンドをみると、導入コストの差により、発電コストは既存方式が有利で

あるが、その後の発電効率の差で、稼働 10 年目で年間発電コストが逆転する。 

その理由は EMS の発電出力の高効率がもたらす。 

既存の太陽光発電（EMS なし）の場合、容量に対する変換効率ロスで、出力量は 大でも

80%である。一方、九電工 EMS は内部を直流で統一しており、変換ロスが少ない事から、 

容量に対する出力量は 90%に達する。 

 

 

      図 2-9 EMS と既存方式の変換効率と送電量のちがい 

 
 

また、EMS は系統への直送と蓄電をバランスよくマネージするが、既存方式の場合、直

送機能がないものが多く、全て蓄電池を経由するために、電池の充放電回数が激増し、結果

２～３年後には蓄電機能を喪失する。直送方式がある設備でも、今度はパネルが受けた不安

定に変動する電力をそのままダイレクトに送電してしまうため、系統側の周波数が乱れ、停

電の原因になる事が多い。 

このように、既存システムは寿命の上でも、送電品質の上でもリスクを抱えており、上表

の変換効率は考え得る 高の数値を想定している。一方で九電工 EMS は長期間健全運転を 

実現する観点で設計されており、少なくとも 10 年以上は機器・電池の交換リスクがない 

事から、 長でも 10 年目に発電コストに優位に立つ事を訴求できる。 

 
 
 
 

 
 

  

容量(kWp)
CAPEX

(USD/kW)
変換
効率

発電時間
(h/Day)

発電量
(kWh/Day)

送電量
(kWh/Day)

EMS 1,300 3,636 0.9 4 4,680 4,680

Conventional 1,300 1,608 0.8 4 4,160 4,160
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2.3.2 事業実施可能性の評価 

今回の調査で抽出できた事業実施可能性のある候補サイトは、一部地域等の違いはある

にせよ、公募提案時に想定した案件モデルから大きく逸脱していない。 

今回、候補案件に対して、入札・調達の仕組みを深堀できた事、ファイナンスの道筋が見え

てきた事から、今後、以下のスケジュールで案件の事業化を進めていきたいと考えている。 

 

  図 2-10 九電工 EMS 事業実施ロードマップ 

 

① 事業実施ロードマップについて 

まず A の JCM については、導入コストの相当部分を補助金でカバーできる事から、パイ

ロット案件として取り組むべきと考えている。但し、採択後すぐに事業開始する必要がある

事から、PLN 等の国営企業向けビジネスとしては対応が難しく、むしろ民間案件でメリッ

トを発揮するものと考えている。 

Ｂの PLN 新設工事については、オングリッド型・オフグリッド型ともにインドネシアの離

島・遠隔地、すなわち電力系統が弱い地域では、おしなべてニーズがあると推定される。 

九電工 EMS の実証施設があり、なおかつ島嶼部である NTT 州での展開が第一候補と考え

ているが、スラウェシ地区やマルク、パプア州等での事業展開の可能性もある。 

PLN 本部との折衝を経て、確度の高い案件に注力していきたい。 

後にＣについては、インドネシア政府の再生可能エネルギー政策に直結した全島構想へ

のプラン提示であり、九電工 EMS の技術を中核としつつ、系統部分では九州電力の協力も

得るなど、九電グループとしての提案力が問われる案件だと考えている。 

また、弊社とパートナリング関係にある BPPT（技術評価応用庁）からの支援も得ながら、

全島再エネ供給の実現に向けて取り組んでいく。その際に九電工が工事として受けるのか、

それに加えて電力卸事業者として参入するのか（EPC への部分出資も含む）、進捗によって

判断が必要になる。 
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2.5 環境改善効果・環境社会面への影響等 

2.5.1 環境改善効果 

インドネシアにおける環境影響評価制度は、事業内容に応じて実施事項が以下の 3 種類

に区分がされている。10 

 AMDAL：環境影響評価報告書 

 環境影響評価（EIA）審査手続及び、環境影響評価報告書及び環境管理とモニタリ

ング計画書（UKL-UPL）の作成・審査手続実施、住民協議の実施等が必要。 

 UKL-UPL：環境管理とモニタリング計画書 

 環境管理とモニタリング計画書（UKL-UPL）の作成・審査手続実施が必要。 

 SPPL：環境管理計画書 

 環境管理計画書（SPPL）の提出のみで審査手続不要 

 
図 2-11 環境影響評価制度における手続フロー 

出所）Asian Development Bank「Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia—Power Generation Sector 

Project (RRP INO 49203)」 

 インドネシアの環境影響評価において、電力部門の再生可能エネルギー事業（太陽光、風

力、バイオマス等）全般は、一地点当たりの出力 10MW 以上は AMDAL、出力 10MW 未満

は UKL-UPL が適用される。 

 本事業で想定する発電所は、太陽光発電で一地点当たり数百 kW～十数 MW 程度である。

そのため、上記の環境影響評価制度においては、事業規模に応じて分類される AMDAL、

UKL-UPL の対象になる可能性が高く、AMDAL のような詳細な環境影響評価には時間を要

する点と、外部からの審査が必要となる点に留意する必要がある。 

 

なお、環境影響項目としては、以下に示すような項目が想定される。 

 大気環境：大気汚染、騒音、振動 

                                                        
10 環境省令 No.5/2012「Type of Business Plan/Activity Required Environment Impact Assessment」 
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3. 案件化過程におけるファイナンス可能性の検討 

3.1  本調査における案件とファイナンスの在り方 

本調査においては、ファイナンスも含め実現性を高めていくことを模索している事業と

して、以下に述べる 2 つの形態を想定している。 

3.1.1 NTT 州 PLN 向けオン／オフグリッドモデル事業 

本モデルは、ディーゼル発電が普及している離島において、太陽光＋蓄電池＋EMS の導

入を検討するもので、オフグリッドモデルは、ジョコ・ウィドド政権の 重要課題である電

化率向上に向け、未電化地域に安定した電力を届けることを目標とする。地域としては、基

本的に NTT 州内に点在する各離島での実施を想定しているが、尼政府のスンバ島 ICONIC 

ISLAND 構想と連携する観点から、対象をスンバ島に絞る考え方も視野にいれている。当事

業では、PLN が事業運営者となり、当該事業資金の借入人を PLN とする国際協力銀行（JBIC）

と邦銀による協調融資及び邦銀単独によるコーポレートローンを軸に、総額事業費用の約

20 億円（1 億円×20 か所）を資金調達しつつ、PLN による離島における電化事業の EPC の

公募への応札をもって、EPC として九電工の EMS 導入を目指す。 

3.1.2 スンバ島 IPP モデル事業 

当該モデルは、島内送電網の整備計画と連携し、スンバ島 ICONIC ISLAND 構想のベース

ロード電源となり得る大型の発電計画としての位置付けを想定し、太陽光 10MW、バイオ

マス 5MW 程度のハイブリッド型にて九電工が IPP 事業会社として計画を推進していくも

のである。スンバ島東部ワインガプ市近郊に PLN が考える立地候補地（約 4ha）があるもの

の、現況は民有地とみられ、今後の用地取得も併せて、尼国における IPP 業者登録及び開発

許認可制度等の調査が必要である。当事業では、九電工等が出資する特別目的会社（SPC）

を設立し、当該 SPC が借入人とする JBIC 等を筆頭としたプロジェクトファイナンスによる

総額事業費用の約 60～70 億円の資金調達をもって、案件形成を目指す。 

 

3.2 PLN 施主型事業 

3.1.1 において借入人となる PLN に対する資金供与スキームの候補として、主に以下の順

に 2 つが想定される。 

3.2.1 JBIC との協調融資（バイヤーズ・クレジット） 

JBIC の支援メニューの 1 つである輸出金融は、日本企業や日系現地法人等の機械・設備

や技術等の輸出・販売を対象とした融資で、外国の輸入者（買主）または外国の金融機関等

向けに供与しているものである。とりわけ、これまで実績対象である船舶や発電設備等をは

じめとするプラントには、多くの高度な技術が導入されており、当該輸出は日本の産業の高

度化にも貢献すると考えられており、本件事業の技術はその目的に合致するとみられる。従
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って、輸出金融の内、外国直接融資（バイヤーズ・クレジット（B/C））を採用することで、

外国の輸入者となる PLN に対し、日本からの設備等の輸入、技術の受入れに必要な資金を

直接融資する以下スキーム図の適用を想定することは、十分に検討の余地があるとされ、案

件形成に資するものと考えられる。 

 
 

 

図 3-1 JBIC の B/C スキーム想定図  

出所）JBIC ウェブサイトを参考に調査団作成 
 

本スキームの推進にあたり、JBIC や協調行として想定される国内金融機関にヒアリング

調査を実施したところ、主に以下のコメントを得た。 

 

① PLN への直接の与信はあり、離島案件として再生可能エネルギーで日本の技術を推

進できることに関心が高い。 

② 与信対象の金額ロットは 10 億円からが検討する上で望ましいものの、1 億円の小型

ロットが 20 か所程度、単発で時期が一部重複を伴うような本ケースの場合でも、組

成・与信形態には工夫余地が残される。 

③ 輸出金融における基準の 1 つである「輸出契約額の 3 割以上が日本の裨益となるこ

と（＝本邦品を 1 割以上確保しつつかつ、本邦品と日系現地法人等において生産さ

れたもの（日系品）との合計で、3 割以上を確保）」を満たす必要がある。 

④ 尼政府による国内資材調達比率の引き上げ傾向に関しては、ファイナンスの観点か

らは、足もとで大きな課題として認識されていない。 

3.2.2 単独コーポレートローン 

JBIC との上記協調融資において、日本の裨益基準や 10 億円の金額ロット等の条件が充足

されなかった場合には、PLN への融資実績を有する国内大手銀行をはじめとした邦銀や現

地地場銀行等のいずれかによる単独でのコーポレートローンの実施可否の検討が想定され

る。PLN との既存貸出等をもとに、新規での長期貸出に向けた融資条件の摺合せ検討がな

されはするものの、本件調査過程において特に以下の点が主要論点となった。 
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① イニシャルコストに関し、現状の実証段階の 3,500USD/KW は、PLN のコスト目線か

らはかけ離れていると言わざるを得ず、PLN が実施する地域ごとの売電単価（タリ

フ）、過去の他社及び近似事業例として見られる地熱発電での 2,500USD/KW や太陽

光＋発電の場合に想定される 2,000USD/KW 台といった水準を検討する必要がある。 

② 九電工のこれまでの PLN に対するアプローチにより、EMS 技術の優位性認知は広ま

りつつあるが、事業実体として具体性を伴った経済合理性に関して比較検討した上

で、改めて PLN へ提示し納得してもらうことが必要な段階に来ており、与信判断を

実施する上でも事業性に係る深掘りが必須となる。 

 

以上から、PLN 向けファイナンスにより事業形成を目指す上では、JBIC の B/C による協

調融資を念頭に、商流の確認による日本の裨益 3 割基準の充足可否と、10 億円以上での公

募落札となるよう応札準備を進めていくとともに、各金融機関による与信判断の前段階と

して、事業主体となる PLN のコスト目線を意識し実事業として成り立つのかの経済性を考

慮した事業計画の作り込みを進め、PLN に納得してもらうことが重要である。 

 

3.3 IPP 型事業 

3.3.1 SPC へのプロジェクトファイナンス（JBIC 等） 

3.1.2 において借入人となる SPC に対する資金供与は、以下の図 3-2 に示すプロジェクト

ファイナンスのスキームによるものとなる。 

 
 

 

図 3-2 プロジェクトファイナンスのスキーム図 

出所）調査団作成 
 

貸出人となる融資銀行団には、JBIC、国際協力機構（JICA）をはじめ民間銀行の組み

合わせによるシンジケートローンの組成が想定される中、「JBIC + 民間銀行」か「JICA + 

民間銀行」の組み合わせが現実的な選択肢として考えられるが、アジア開発銀行（Asian 
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Development Bank（ADB））や世界銀行グループの国際金融公社（International Finance 

Corporation（IFC））を含む各行へのヒアリング等から得られたコメント等を以下に示す。 

 

① 一般的に、石炭・ガス火力発電等より事業規模が小さい中、デュー・ディリジェン

ス11費用は規模に関係なく固定で同程度を要すため、 EPC 案件と比べ経済性の点で

難がある。 

② 原則、採用する技術は、長期の生産を可能とする十分な商業運転実績を有する実証

化された技術であることが求められる。 

③ JBIC の場合は、出資の 3 分の 1 が日系企業からであることと、O&M を日系企業が

担当する必要がある。 

④ JICA については、海外投融資として国内金融機関との条件付協調融資の検討は可能

であるものの、技術側面（上記②）をどこまで厳格に判断するか等は、協調行次第

となる。 

⑤ JICA が出資する ADB の信託基金である LEAP Fund（Leading Asia's Private 

Infrastructure Fund）を検討することも可能だが、基本的には ADB の通常の与信判断

プロセスであり、ADB の判断に依拠する。 

⑥ 通貨をインドネシアルピア建で検討している場合、金額目線が 20～30 億円とはなる

が、ツーステップローンとして IIF（Indonesia Infrastructure Fund）の検討余地もあ

る。（JICA が IIF に低利融資し、同資金を背景に IIF が SPC にファイナンスする仕

組み。） 

⑦ JICA が LP（リミテッド・パートナー）出資している ACP（Asia Climate Partners）

は、出資の可能性は望めない。 

⑧ ADB としては、CAPEX（初期設備投資額）が 10 億円程度だとしても採上げ検討の余

地があるため、各地の担当者と連携をとることが重要である。ただし、（一般の金融

機関も同様の考えだとは思われるが）再エネ案件は単位当たり設備投資額がガス発電

等と比べ高く採算性が悪いこともあり、コストトレンドと、従来型太陽光との収益性

を比較・検討できるデータがないと、現状ではファイナンス案件として採り上げられ

るか判断できないことや、PLN は常に価格（コスト）を気にかけているため、価格競

争力を PLN に示し、認めてもらうことがまず重要である。 

⑨ IFC によれば、インドネシアの地方電化に関して、世界銀行と採上げ案件の優先付等

を含む今後の事業推進方針への提言書作成に向けた調査が進行しており、2019 年 6 月

頃には報告書が公表される予定である。提言書の内容次第では、九電工事業案そのも

のへの強力な追い風となることが期待される。 

3.3.2 SPC に「出資」するプロジェクト・スポンサーへの融資（JICA） 

プロジェクトをより円滑かつ効率的に進める上で、プロジェクト・スポンサーの選定は今

後の検討課題でありながら、現地有力企業等と共同で就任することも考慮した際に、スポン

サーへの融資の点で、JICA より以下の点をヒアリングした。 

 

                                                        
11 デュー・ディリジェンス（due diligence）:技術や法的側面等に関する案件精査 
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プロジェクト・スポンサーへ： 

① 現地国営企業の就任時は、EBF（Equity Back Finance）円借款が検討可能である。 

② 現地民間企業の就任時は、制度改正に伴い、海外投融資として国内金融機関との条

件付協調融資の検討が可能ながら、現実的には、民間のプロジェクト・スポンサー

へのファイナンスではなく、SPC へのプロジェクトファイナンス（上記 3.3.1）が検

討対象となってくる。 

 

以上から、IPP 向けファイナンスにより事業形成を目指す上では、JBIC 等とのプロジェ

クトファイナンスを念頭にしつつも、尼国における IPP 業者登録及び開発許認可制度等の

調査と並行の上、経済合理性や技術の確からしさを審査金融機関に認めてもらうための肌

理細やかな折衝が重要となるが、まず以っては電力購入者となる PLN のコスト目線に釣り

合うような事業計画を提示することが求められる。 

 

3.4 PLN との想定価格の差を解消し得るスキーム等 

上記で検討してきた通り、共通課題事項として、PLN への初期の設備投資金額に対する

想定価格差が挙げられる。EMS 技術の優位性をもって PLN の入札価格水準の向上等を検

討してきたが、実態としては PLN の意向に沿う価格への引下げが求められている。導入す

る蓄電池の一部入替え等によるコスト削減を 大に図るとともに、技術が浸透するための

レバレッジとして、補助金の支援を一部得ることでの導入を目指す方法も考えられ、以下

の UNDP や JCM のスキームの有効活用が期待される。また、長期的な観点では、GCF も

一つの選択肢であり、その機能・役割等を説明する。 

3.4.1 UNDP 

国連開発計画（United Nations Development Programme（UNDP））は、国連の一組織であ

る性格から、無償支援の実施が基本となる。本件調査では、エネルギー関連での取組動向

や本事業での新たな資金提供先の可能性について聴取した。インドネシアでは、同国の経

済成長に伴って生じているエネルギー消費の効率性等の問題に対し、持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals（SDGs））の理念に従い 2026 年までに世界共通水準への

引き上げ目標を掲げている。この中には、インドネシア総人口の内 10%以上を占めるとさ

れている電力へのアクセスが困難な人々への電力供給も含まれている。具体的な SDGs 項

目では、1（貧困）と 7（エネルギー）に特に集中して取り組む方針であり、7（エネルギ

ー）ではインドネシアとしての SDGs プラットフォームとなる「SDG Indonesia One

（SIO）」を、ファイナンス提供を担当する同国財務省の直轄である PT SMI（インフラ投

資銀行）12との共同で 2018 年 10 月に設立した。当該プラットフォームにおいては、通常

                                                        
12 PT SMI は、インフラ投資及び PPP 促進を目的として、インドネシア財務省 100%出資により設立。国

営企業のファイナンスを支援する意味合いが強く、より社会開発的な側面を重視した案件形成・ファイナ
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の与信判断では技術、法制度等でのリスクが高いと金融機関から敬遠されがちな 10MW を

下回る中小規模の再生可能エネルギー案件を支援することを目標としている。PT SMI は一

定の資金を確保している他、ESG 投資（社会的責任投資）の潮流を背景に、ファンドの組

成等によって集めた資金を SDGs の実現に向けて投入していく模様である。 

足もとでは、全容図 3-3 のうち、第 1 段階としての「案件パイプラインの開発（＝

Project Pipeline Development Facility）」として UNDP が中心となってのパイプライン構

築・案件の評価・選定を手掛けており、現在 PLN 関連では 49 件の既存（brown-field）の

再生可能エネルギー案件がノミネートされている。その中でも実現性の高いものが第 2 段

階の「案件構想とファイナンス（＝Project Structuring & Financing）」へ進み、具体的なフ

ァイナンスの実施に向け PT SMI と協議を進めることとなる。 終的には第 3 段階とし

て、実施した案件の SDGs 達成への貢献度合いが UNDP により査定され、報告がなされ

る。 

SDGs に依拠したプラットフォームとなることから、1 年ごとにインドネシア政府から国

連への活動報告義務も課されるため、支援主体となる UNDP、PT SMI はともに一定の成果

を挙げるべく、既存案件のみならず、今後は、新規（新設）案件（green-field）の発掘・組

成を進めていく予定である。新規（新設）案件として、ノミネートされることでグラント

等の支援を享受できれば、PLN の想定価格との差を埋める大きな一助になると考えられる

ため、UNDP との継続的な協議を今後進めていくことを検討する。 

 

 

図 3-3 「SDG Indonesia One（SIO）」プラットフォーム全容図 

出所）UNDP 面談資料より調査団作成 

                                                        
ンスを行う。 
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3.4.2 JCM 

二国間クレジット制度（Joint Credit Mechanism（JCM））は、優れた低炭素技術等を活用

し、途上国における温室効果ガス排出量を削減する事業（JICA や他の政府系金融機関の出

資・融資を受ける事業と連携する事業を含む）を実施し、測定・報告・検証（MRV）を行

う事業であり、日本政府が実施する支援事業の一つである JCM 設備補助事業においては、

事業者（国際コンソーシアム）に対し初期投資費用の 50%を上限として設備補助金が支給

される。技術としては高水準ながらも、価格競争力の点で案件推進が困難となりやすい事

業を、補助金を支給することで後押しするための制度であり、本件においても、補助金と

して受給できることから、PLN にとっては追加コストと見做されかねない EMS システム

のパッケージ提供を、九電工としても一定の利益を確保した上で事業を実現できる可能性

が高まり、双方にとってのコスト低減効果が期待される。 

本件で適用する際のスキームとしては、以下の図 3-4 に示すような形態が想定される

（九電工が利益を確保するには、国際コンソーシアムの外側にいる必要がある）。 

 

 

図 3-4 JCM 活用スキーム図 

出所）調査団作成 
 

当該スキームにおいて九電工は、上記コスト低減効果に加え、代表申請事務の負荷がな

いことや、利益排除の原則が適用されないといったメリットを享受できる。再生可能エネ

ルギー推進を目指す日系商社など、本件への関心が高いと思われる企業が存在するため、

本スキームの実現を目指して今後も大使館経由等で代表事業者候補との対談を継続するこ

とが重要である。 

3.4.3 GCF 

緑の気候基金（Green Climate Fund（GCF））は、気候変動枠組条約（UNFCCC）のも

と、資金供与の制度運営を委託された多国間基金である。気候変動への対処のため、国際

社会によって設定された世界的目標の達成と取組みに対し、意欲的に貢献することを目的

としている。資金供与手段は、グラント（non-repayable grants）、融資（concessional 

loans）、保証（guarantees）及び出資（equity）の 4 つが中心である。 
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GCF では、資金使途が機器調達であることが原則として認められないため、EPC 案件で

の組成は困難であり、IPP 事業として、融資か出資の供与形態が以下の図 3-5 のように想

定される。なお、グラントは技術協力に用いられ、主にソフト面であるため本件での適用

は困難となる。 

 

 

 

図 3-5 GCF 活用スキーム図 

出所）調査団作成 

 

当該スキームにおいては、金額ボリュームの上下限がない（特に下限がない）ことや、

低金利・長期間でのファイナンスの検討が可能であり、また、劣後ローンでの貸出形式も

可能であるため融資銀行団（民間金融機関）にとってもメリットがある。また、GCF 事務

局は各国政府への一定の影響力を有しているため、事業者等側からでは容易ではない政府

機関等への働きかけによる事業の推進も期待できる。しかしながら、一方で、複数ある投

資基準のうち、特にパラダイムシフトを起こす事業かどうかといった基準への適合が困難

であることや、通常のプロジェクトファイナンス以上に審査に時間とコストがかかるとい

う課題が存在することから、GCF の活用は容易ではない。ただし、米国が同ファンドへの

拠出の断念を表明している現段階で我が国が 大の拠出国であるため、 GCF の事務局な

ども日本の参加を期待しており、引き続き検討する。 

 

3.5 総括 

文献調査と現地でのヒアリングを進めてきた過程で生じた課題と対応について、改めて

以下に総括をする。 

相応の初期設備投資額が必要とされる中で、主に現地にて PLN 向け貸出実績を有する各

金融機関担当者からのヒアリングにより、まずもって、事業主（借入人）もしくは電力購

入者となる PLN に対するコスト競争面での訴求を実現し、PLN として当該案件へ取り組

む明確な姿勢を引き出すことが重要であると判明した。 
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インドネシア政府は、2025 年時点で、エネルギー消費総量を抑え、2014 年時点で 6%程

度の電力構成である再生可能エネルギーを 17～25%に引き上げることと、離島等の郊外に

おける電化率を高める目標を掲げている。PLN は政府系電力供給機関として同国施策を推

進する立場にあるものの、事業推進に向けた潤沢な資金を有しているわけではないため、

初期設備投資額の低減への意向が非常に強い。当初、九電工 EMS の技術的優位性をもと

に、PLN の入札条件へのスペックインを企図してきたものの、本調査を進めてきた結果と

して、如何に技術が優れていようとも、PLN にとって現状以上のコスト支出は検討し難

く、価格を引き下げてコスト目線を第 1 にクリアしないことには、より具体的なファイナ

ンス条件等の検討も困難な段階であると認識し、どのようにして現状の想定価格差を埋め

ていくかを模索する必要がある。 

九電工が想定している価格は 3,500USD/KW で、現段階では PLN の関心を惹き得るとさ

れている 2,000～2,500USD/KW とは隔たりがあるという共通課題を踏まえ、改めて以下の

図 3-6 にてスキームごとの総括を示した。 

 

 
図 3-6 各スキームの総括 

出所）調査団作成 

 

今後は、本調査を踏まえてのコスト削減の自助努力とともに、現地調査にて判明した

UNDP や JCM 等からのグラント等の支援及びそれらに代替し得る他の政府支援を獲得する

ことで初期設備投資額における想定価格差の低減を図りつつ、経済合理性を踏まえた事業

の実現性を検証し、官民一体となって PLN へと提示していくことが求められる。 
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4. 事業展開可能性の検討 

これまで述べてきたように、九電工 EMS の特長として、「マイクログリッドの安定化」・

「高効率な再エネ発電」・「長寿命かつ健全なシステム」などのキーワードが挙げられる。 

これらのキーワードは、インドネシアのみならず、同じような島嶼国、たとえばフィリピン

であるとか、大洋州の諸国などでのエネルギー課題にそのまま応用が可能である。 

一般的に、幹線の電力があり、かつ電力代が安い地域ではあまりメリットがないが、 

そうではない場所では、離島や遠隔地でなくても、例えばプラント向けのバックアップ電源

や、プランテーション向け分散電源、さらには港湾地区に安定した電気を届ける事で、 

地域振興のみならず、漁業のコールドチェーンといった、新たな産業育成にまでつながる可

能性があるし、インドネシア国内での横展開も十分に考えられる。 

4.1 展開を行う事業モデルの検討 

これまで政府へのプロモーションを行い、政策として再エネ導入を重視するインドネシ

アにまずは展開を行う事が第一義であるが、本技術は目的によって横展開が可能であり、主

なポテンシャルとして下記の案を示す。 

表 4-1 想定できる展開モデルの考察 

ディーゼル発電機の駆逐（インドネシア型） マレーシア（サラワク州など）、大洋州、フ

ィリピンの離島など 

電気代が高い地域への高効率再エネ供給 カンボジア、フィリピン等 

プラントのエネマネ向け導入 各地 

プランテーションや漁業振興 タイ・インドネシア・パプアニューギニア・

ソロモン諸島など 

4.2 インドネシア国内での横展開施策 

現在までの九電工 EMS のインドネシアでの取り組みは、主に離島エリアへの電力安定供

給であるため、インドネシア国内におけるキーパーソンは、エネルギー鉱物資源省において

は再エネ・新エネ総局であり、PLS においても再エネ部、ならびに計画部が主流である。 

しかし、前項で述べた横展開を実施していく為には、さらに多岐にわたるプロモーション 

実施先が必要になると思われる。以下に案を示す。 

表 4-2 横展開施策案 

EMSという概念をインドネシア国内で普及

させる施策 

エネルギー鉱物資源省電力総局 

（電力政策の総本山） 

漁業振興への EMS の活用・応用 水産資源省 

離島・遠隔地での EV（電気自動車・電動三

輪車等）への再エネ由来電力供給 

工業省 

プラントへの安定再エネ補助電力供給 工業団地・民間企業等 
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 九電工 EMS で実現すべき事は、 

① 主に昼間しか発電できない太陽光の昼夜連続供給 

② 不安定な出力を安定的に送り出す技術の一般化 

③ 複数のオフグリッド型分散電源を同期運転させる事による電力の安定化 

④ 不可能だと思われている再エネ発電のベースロード化 

などである。 九電工 EMS によって、これらのイノベーションを起こすことが可能であ 

る。今後は導入障壁を下げていく為に、さらなるコストダウンを実施し、経済性評価を高

めていく取り組みが重要になる。 

 



 

72 
 

5. 将来的に日本の島嶼部インフラにも活用を可能にする観点での技術検討 

近年加速度的に増えてきている各種災害については、北海道胆振東部地震におけるブラ

ックアウトの例をみるまでもなく、非常時のライフラインに対する電源の確保は喫緊の課

題と考えられる。 

EMS 技術は、国内離島における内燃化発電の再エネシフト、あるいは限界集落等におけ

る分散電源の確保などにその応用価値があるものと考えているが、防災の観点からも、

EMS がもつ長寿命の蓄電機能、安定した出力などの機能を活用できるのではないかと、 

現在九州電力との情報交換も進めている状況である。 

 具体的な検討項目は以下の通りである。 

(1) 大規模災害時等における避難所等公共施設への再エネによる電力安定供給の実現 

・ 地域防災計画に避難施設等として位置づけられた公共施設に、再エネ・鉛蓄電池 

と EMS を導入し、機能を確保する。 

(2) 離島やいわゆる限界集落等における再エネによる電力安定供給実現のための検討 

・ 九州電力の幹部 20 名が今年１月にハウステンボス実証施設を見学。離島の内燃力発

電所の更新時期に合わせた再生可能エネルギーと EMS の導入可能性について、今後

両社で検討を進める他、人口が極めて少ない集落への分散電源導入の取組み可能性に

ついても意見交換を実施する。 

(3) 家庭向けＦＩＴ順次終了に伴い（2019 年問題）、家庭用ＥＭＳの開発・普及の検討 

・ 家庭向けに、EMS の機能及び鉛蓄電池の容量のダウンサイジング化によるコスト 

ダウン等を検討する。 

 

       

         以  上 



（様式２）

頁 図表番号
2 1-1
2 1-2
4 1-3
18 1-10
18 1-11
19 1-12
20 1-13
21 1-14
22 1-15

タイトル
再生可能エネルギーの導入目標

PLNの再生可能エネルギー電源の開発計画
2017年平均地域発電コスト[cent USD/kWh]

二次利用未承諾リスト

委託事業名:
平成３０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事業

報告書の題名：
インドネシア国・再生可能エネルギーを安定供
給するエネルギー・マネジメント・システムを
活用したマイクログリッド向け発電に関する事
業実施可能性調査事業

受注事業者名
株式会社九電工

IPの運転中プロジェクト
IPの子会社および関連会社

PLNの企業組織図
Bのポートフォリオおよびパイプラインプロジェク

PJBの子会社および関連会社
PJBおよびPJBIのIPPプロジェクト組織体制


