
1970年代から培ったガス田開発～液化～輸送
～受入の一貫したLNG事業への知見と
優良顧客との強固な信頼関係

エネルギー分野と発電分野の組織統合による、
LNG調達～発電までの一貫事業（Gas-To-
Power）への高度な対応力

建設段階から発電所の経営に深く関与する
ことで蓄積された新技術や運営知見

政府機関とのネットワークや、事業の目利き力を
活用した、スピード感のある案件組成能力

高効率なガス火力発電所を含め、持分発電容量の
ほぼすべてが環境に優しいクリーンな電源構成＊1 ●新たなエネルギー需要国におけるカントリーリスク

の増加、及びプロジェクト遅延や計画見直し
●パリ協定に起因する世界的な環境規制の厳格化
（例：炭素税導入など）
●規制緩和や民営化など、取り組み前提となる
各種制度の計画変更・導入遅延

●IT技術の加速度的進化による急激な標準化
（商品や事業ライフサイクルの短命化）

●世界的な環境意識の高まりに伴う、クリーン
エネルギーに対する社会的ニーズの増加

●公共事業・サービスの民営化（PPP・PFI）が加速

●新興国・途上国の経済成長に伴うエネルギー
需要の増加

●エネルギーを中心とする社会インフラ分野に
多大な影響を与えるメガトレンド＊3の進行による、
革命的な事業環境の変化

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

2.5%
21/3期 ROA目標

18/3期

21/3期
（目標）-58

億円

ガス・LNGバリューチェーン事業

●ガス火力発電
●LNG液化（エルエヌジージャパン）

●LNG受入基地

再生可能エネルギー事業

●太陽光発電
●風力発電

社会インフラ事業

●通信事業者向けネットワーク構築
●データセンター（さくらインターネット）

成長戦略
　世界のエネルギー情勢は、「主要な需給地域のシフト」と「脱

炭素化」が相互作用し、大きな転換期を迎えています。

　供給面ではシェール革命を背景とした米国の存在感が急速

に高まっており、需要面では中国やインド、アジア新興国が今後

の成長を牽引する中心となっていく中で、脱炭素化の潮流は、天

然ガス・LNG、及び再生可能エネルギーの急速な導入を促すド

ライバーになっていくと考えられます。

　こうした事業環境の激変に対応すべく、LNG・ガス火力発電・

再生可能エネルギーの各機能を統合し、情報産業の要素も加

えた新本部を2018年4月に立ち上げました。

　特に、アジア新興国のエネルギー需要拡大を支える柱として

期待される「Gas-To-Power」を中核事業に位置づけ、LNGの一

貫事業に伝統的な強みを持つ部隊と、ガス火力発電所の

PPP・PFI事業に強みを持つ部隊の統合効果を最大限に発揮

し、推進力を追求していきます。

　また、エネルギー消費大国アメリカでは、老朽化した石炭火力

からガス火力への切替需要が増加しています。豊富で安価な国

内シェールガスを燃料とする最新鋭の高効率ガス火力発電所

の運営事業を通じて、低炭素化への貢献を強化していきます。

　再生可能エネルギー事業についても、これまでにドイツや日

本の太陽光発電事業で培った知見の幅出しを加速させ、急速な

脱炭素化の流れに確実に対応していきます。すでに、南米での太

陽光発電事業や、欧州での陸上風力発電事業を実現させてお

り、今後も、偏在する適地の見極めと電源の多様化（洋上風力、

バイオマスなど）を軸に、世界展開を推進していきます。

　加えて、社会インフラ開発室を新たに設置し、AI・IoTの進化に

伴う事業モデルの変革に向けて、的確な対応を図っていきます。

　私たちの使命は、「安心・安全・快適」を約束する高度な社会イ

ンフラ整備を進めていくことです。そのために、価値観を共にす

る国内外の優良パートナーと協調し、世界各国の産業社会の発

展に貢献していきます。

外部環境 事業

エネルギー・社会インフラ本部

経済成長と環境負荷低減が両立する
高度な社会インフラの提供により、
豊かで持続可能な地域社会の実現に挑戦していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
エネルギー・社会
インフラ本部長

橋本 政和

本部別レポーティング

発電事業の
再生可能エネルギー

比率

30%

LNGビジネス

50年の知見

発電事業の
高い成長率

年率25%  

＊1 2020年末時点（2020年末までに完工予定の建設中案件を含む）。
＊2 2013年3月期末から2021年3月期末までの年平均成長率（建設中案件を

含む）。

＊3 人口減少（De-population）、脱炭素化（De-Carbonization）、
分散化（Decentralization）、自由化（Deregulation）、デジタル化

（Digitalization）を主に指し、頭文字から「5D」と呼ばれる。
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～受入の一貫したLNG事業への知見と
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LNG調達～発電までの一貫事業（Gas-To-
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エネルギー・社会インフラ本部

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

タングーLNG液化施設 (インドネシア) ムガルドスLNG受入基地（スペイン）

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」

ウアタコンド太陽光発電所（チリ） クリーン・エナジー・ガス火力発電所（米国） さくらインターネット株式会社石狩データセンター
（北海道）

風力
太陽光
ガス
石炭
重油

※ 2018年6月末時点。
※ 建設中案件を含む。

総発電容量（当社ベース）

LNG需要動向

一次エネルギー需要動向

調達から発電まで一貫した社会インフラの整備に貢献
ガス・LNGバリューチェーン事業

　エネルギー需要が飛躍的に高まっているアジアでは、環境

負荷、安定供給、経済効率性のすべてでバランスに優れる

LNGの導入が本格的に進むと予想されます。しかし、その導

入には、LNGの最適調達から、受入基地・大型発電所の長期

安定運営までをパッケージ化したスキーム「Gas-To-Power」

の高度な事業管理力が必要不可欠であり、LNG導入先進国

である日本の国際協力が強く求められています。当社は、IPP

方式による中東やアジア、北米での大型ガス火力発電事業

と、50年にわたるLNGの一貫事業を運営してきた経験を活

かして、環境と経済を両立する社会インフラづくりに貢献し

ていきます。また、公共事業・サービスの民営化（PPP・PFI）

が活発化していく中、「Gas-To-Power」事業で得た知見を、

例えば産業用燃料として天然ガスを供給する事業に応用す

るなど、エネルギー分野における総合的な課題解決を図るこ

とで、社会から必要とされる機能の提供を追求していきます。

脱炭素化の実現に向け、市場と電源の多様化を加速
再生可能エネルギー事業

　エネルギー構成に占める再生可能エネルギーは、脱炭素

化の加速と太陽光・風力発電の発電コスト低下によって、今

後、世界で最も成長する電源になると考えられます。当社

は、国内12か所、海外3か所での太陽光発電事業に加えて、

欧州での陸上風力発電事業にも参画するなど、市場と電源

の多様化を進め、脱炭素化に貢献する事業を世界中で強化

していきます。また、新たに発足させた社会インフラ開発室

では、例えば、ICTによるエネルギーの効率利用化など、

再生可能エネルギーが主電源となるような次世代型電力

システムの実現に向けて、情報通信技術分野からのアプロー

チを推進していきます。これらの取り組みを進めることで、

「安心・安全・快適」を提供する高度な社会インフラづくりに

挑戦していきます。

How We Get There 2

ペルー

チリ

メキシコ

米国

オマーン

スリランカ

インドネシア

ベトナム

カタール

アイルランド

スペイン

サウジアラビア

再生可能エネルギー事業（太陽光）　　　再生可能エネルギー事業（風力）

ガス火力発電事業　　　　LNGターミナル　　　LNGプラント　　　　IT関連事業

日本

※ 建設中案件を含む。
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エネルギー・社会インフラ本部

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

タングーLNG液化施設 (インドネシア) ムガルドスLNG受入基地（スペイン）

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」
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※ 2018年6月末時点。
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欧州での陸上風力発電事業にも参画するなど、市場と電源

の多様化を進め、脱炭素化に貢献する事業を世界中で強化

していきます。また、新たに発足させた社会インフラ開発室

では、例えば、ICTによるエネルギーの効率利用化など、

再生可能エネルギーが主電源となるような次世代型電力

システムの実現に向けて、情報通信技術分野からのアプロー

チを推進していきます。これらの取り組みを進めることで、
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