


• 当社は、収支・財務体質を改善し、競争力の強化を図るためには、調達価格低減が不可欠な状況であ
ることから、社長を議長とする「経営効率化推進会議」の下に、企画担当役員を委員長とする「調達
改革委員会」を2013年７月に設置し、以下の3つの切り口から各種施策を進めております。

競争発注の拡大、発注の集約・均平化、外部との共同調達、
海外サプライヤーの拡大 等

「買い方」を変える

設備維持メンテナンス基準の見直し、業務水準の見直し 等「買う量」を変える

設計・仕様の見直し 等
（独自仕様や高スペック、工事仕様や工程見直し 等）

「買うモノ」を変える

• 現在、第Ⅱ期（2016年6月～2019年５月）の取り組みを進めており、持続的効率化を可能にする
組織能力・体制・インフラ整備とともに、コスト競争力の一層の強化に向けたさらなる効率化施策
の深掘りを行っております。

• 今後も引き続き委員会による取り組みを継続し、安全確保と安定供給を前提に、構造的なコスト低
減に取り組んでまいります。

3つの
切り口
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発注施策 内 容

新規取引先開拓 競争環境の活性化のため国内外から新規取引先を開拓

まとめ発注 契約時期を合わせて調達量を増やしスケールメリットを得る（共同調達を含む）

早期発注 取引先の生産計画平準化を目的として概略設計の状態で早期に発注

シェア配分競争 複数の案件をまとめて提示し、競争の結果により取引先にシェアを配分

コスト低減提案の募集 技術提案に限定せず、調達方法など調達全般に関するコスト低減提案の募集

複数年契約 通常の契約期間を長期化することで優位な条件にて契約

• 他の一般送配電事業者と連携し、送配電設備の仕様を新たに事業者間で統一するとともに、それら
の調達にあたり様々な工夫を講じることで、調達コストの低減を図る取り組みを進めております。

• 例えば、送配電設備のうち「架空送電線（送電設備）」「遮断器（変電設備）」「地中ケーブル
（配電設備）」の3品目については、2019年度末を目途に仕様統一に向けて事業者間で検討・調
整を進めるとともに、具体的には、以下のような調達の工夫を講じることで更なるスケールメリッ
トの拡大、コスト低減を図ってまいります。
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• なお、送配電部門における「経営効率化の取組み」および「今後の仕様統一化・調達の工夫に関す
るロードマップ」について、別途当社ホームページでご紹介しております。

送配電部門における経営効率化
の取組みについて

送配電部門における今後の仕様統一化・調達の工夫
に関するロードマップについて

HP掲載個所
（リンク）

http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/setsuzoku/9-1.htm
http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/setsuzoku/9-2.htm


強制空冷燃焼器システム採用次世代ガスタービン

• 三菱日立パワーシステムズ株式会社と共同開発した「強制空冷燃焼器システム採用次世代ガスタ
ービン（以下、次世代ガスタービン）」が、一般社団法人日本機械工業連合会による「平成30年
度優秀省エネ機器・システム表彰」の最高位である「経済産業大臣賞」を受賞しました。

• 今回受賞した次世代ガスタービンは、2023年6月に営業運転開始予定の上越火力発電所1号機に
導入することとしており、ガスコンバインドサイクル発電設備として世界最高水準となる熱効率
63％以上の実現を目指し、さらなる燃料費削減に取り組んでまいります。

【上越火力発電所1号機 営業運転開始】 2023年6月（予定）
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• 東日本大震災後の早期の供給力確保を目的とした緊急設置電源である、秋田火力発電所5号機（出
力33.3万ｋW）と東新潟火力発電所5号機（出力33.9万ｋW） については、今後の需要見通しや
新規火力電源の開発計画などを踏まえた供給力確保の見通し、設備の維持費用の見通しなどを踏ま
え、2019年3月をもって廃止いたしました。

• 廃止した秋田火力発電所5号機および東新潟火力発電所5号機のガスタービンについては、設備の
有効活用を図る観点から、東新潟火力発電所4-1号系列に転用※し、熱効率の向上による燃料消費
量やCO２排出量の削減に繋げることとしております。

※ 廃止する両機のガスタービンは、現在、東新潟火力4-1号系列で使用しているタービンの後継機種であり、転用により運用性や発電効率の向上が見込
まれる。

【工事期間】 2019年10月から1年程度
＜ガスタービン転用のイメージ＞
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• 能代火力発電所3号機は、2016年1月より工事を進めてまいりましたが、各種試験・調整項目の
精査により試運転期間の短縮を図り、営業運転開始を当初計画より3ヶ月前倒しすることとし、
2020年3月といたしました。

• 営業運転開始の前倒しにより、工期短縮による新設工事費の低減が見込まれます。

• 引き続き、安全第一で工事を進めてまいります。

【工事期間】 2016年1月から2020年3月

能代火力発電所全景（手前が3号機）
［2019.3撮影］

※3号機の熱効率は、既設1・2号機平均に比べ、燃料使用量、CO2排出量とも年
間約3％程度の減に相当します。

1号機 2号機 3号機（計画）

発電機出力 60万ｋW 60万ｋW 60万ｋW

主燃料 石炭 石炭 石炭

主蒸気温度（℃） 538 566 600

再熱蒸気温度（℃） 566 593 600

主蒸気圧力（Mpa） 24.5 24.1 24.5

熱効率（LHV：％） 約43.5 約44.0 約44.8
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モザンビーク
LNGプロジェクト

● LNGの取り組み事例

米国キャメロン
LNGプロジェクト
《2019年度供給開始予定》

● 石炭の取り組み事例

 主要な調達先である豪州よりも近距離の国からの
調達を拡大することによる輸送コスト削減

 亜瀝青炭などの低灰分炭の調達量拡大による灰処
理関連費用も含めたトータルコスト削減

 専用船、専航船等の活用による経済性や安定性の
確保

 調達弾力性の向上や価格体系の多様化の一環とし
て、豪州・北米・アフリカの3つのプロジェクト
から新たに調達

 従来型のLNG仕向地が拘束される契約とは異な
る、仕向地の変更（転売）が可能な契約を拡大す
ることによる調達弾力性の向上

転売

引取

≪LNG仕向地変更契約の活用≫

転売

《当社初となるアフリカからのＬＮＧ調達》
豪州

インドネシア

中国

ロシア
≪近距離ソース調達拡大≫

• 市況を捉えた調達や価格体系の多様化等を図り、より一層のコスト競争力の強化に取り組んでまい
ります。

• また、調達ソースの多様化等、調達ポートフォリオ全体の最適化を一層推進することにより、経済
性・弾力性・安定性を追求してまいります。
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• ドローンを活用した保守・点検業務の高度化に向けた実証試
験や体制整備を進めており、2019年度以降、送電設備にお
ける測量・点検作業の一部を、順次ドローンに置き換えてい
くこととしております。

• 今後、ドローンの活用拡大を進め、作業時間・コストの削減
とともに作業員の安全確保を図ってまいります。

ドローンの試験飛行

• 2018年度より、変電所の運転・保修業務に「スマートグラス
システム」※（眼鏡型コンピューター）を導入しております。

• 現場作業員への作業支援により、業務の品質向上および効率化
が図られるほか、災害等の有事の際の復旧計画立案や復旧作業
等への活用など、様々な場面での応用が期待できることから、
今後、活用範囲の拡大についても検討してまいります。

※ 東芝エネルギーシステムズ株式会社ならびに東芝デジタルソリューションズ株式会社提供。
作業員が着用し、内蔵カメラが捉えた目線映像や音声を、現場から遠隔地にいる支援者へ
リアルタイムに配信し、支援者があたかも現場にいるかのような映像や音声を共有。 スマートグラスを活用した

保修業務（作業支援）
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 センサー類は電池駆動で数年間駆動
 方式にもよるが通信距離は数km～50km
 動画等の大容量データは取扱不可

大
↑
通信
速度
・

消費
電力

Wi-Fi
携帯電話

（3G、LTE）

Bluetooth
Wi-SUN等

LPWA

通信距離 → 大

事業所内の端末から設備状況を確認

LoRa®

基地局

LTE圏外エリアLTE圏内エリア

LoRa®

LTE

・航空障害灯の点灯状況

・事故点標定装置の動作状況 etc.

○通信方式におけるLPWAの位置付け

• 国立大学法人東京大学、株式会社NTTドコモと共同で、「LoRa®無線通信技術」（以下、LoRa）
を活用した送電設備の監視に係る実証試験を2018年度から実施しております。

※LoRa：IoT時代の無線通信システムとして期待されるLPWA（省電力広域無線通信技術）のひとつ。
「低消費電力」、「長距離通信」、「低コスト」が特徴。

• LoRaの活用により、これまで、コスト面から実現の難しかった山間部等のデータ（航空障害灯の
点灯状況・事故点標定等のセンサー情報）取得が可能となり、送電設備の監視業務の効率化が期待
されます。
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＜ビッグデータ分析技術を活用した設備異常兆候の早期検知の概要＞

＜IoT技術を活用した熱効率の向上の概要＞

• ビッグデータ分析やIoTなど、最先端デジタル技術の導入による「設備異常兆候の早期検知」と「火
力発電所の熱効率向上」について、2017年度より検証を進めております。

• 既存のシステム基盤や、これまで蓄積してきた大量の運転データを活用した検証において、一定の成
果が得られたことから、2019年度は火力発電所への本格的なシステム導入を予定しております。
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データ分析

データ蓄積

建設・保守

• ビッグデータ分析やIoTなど、最新のデジタル技術の活用
による、設備形成の合理化に向けた取り組みを進めてお
ります。

• 例えば、配電系統において計測した膨大なデータの分析
結果を、自動電圧調整器（変電所LRT、SVR）の設定、
設置場所等の最適化に活用し、設置台数の低減を図って
おります。

• 引き続き、設備形成の合理化による設備コスト低減に努
めてまいります。

＜ビッグデータ分析技術を活用した自動電圧調整器最適化のイメージ＞

変電所

LRT

機器１台あたりの電圧調整範囲を拡大し設置台数を低減

分析結果を更新計画等に反映

設定、
設置場所
の最適化

設定、
設置場所
の最適化

SVR① SVR②

変電所LRTの電圧調整範囲 SVR①の電圧調整範囲 SVR②の電圧調整範囲

設置台数低減
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before after

定型・反復
的業務

高度・複雑
な業務

定型・反復
的業務

高度・複雑
な業務

※ RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション）：
定型的なPC作業をソフトウエアのロボットにより自動化する技術

こちらから
ご確認ください

対 話

○○の手続き
方法が知りたい

RPA

AIチャットボット

• 会計伝票の発行・審査、購買業務における納
品書作成・発信などの定型・反復的業務につ
いて、ＲＰＡを活用し自動化しております。

• 今後、働き方改革の一環として、全社への展
開を進めてまいります。

• 社内の労務関係手続きの問い合わせに活用し
ており、従業員の電話問い合わせ対応軽減に
よる効率化を進めております。

• 今後、他業務への活用拡大へ向けて取り組ん
でまいります。
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