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トピックス１ “利益創出力”の徹底強化

お客さまの声にお応えする提案活動

東北・新潟エリア外での電力販売

　当社は，くらしのトータルサービス「より、そう、ちから。
+ＯＮｅ」のもと，東北6県および新潟県のシニア世代，子育
て世代の今年の冬のくらしを応援する「東北電力	冬のくらし
全力応援！＋ＯＮｅキャンペーン」や，家庭用太陽光発電設備の
固定価格買取制度※の買取期間が満了するお客さま向けサー
ビス「ツナガルでんき」など，お客さまの生活に「プラス・ワン」
のご提案をお届けしています。
　また，法人のお客さまに対しては，当社が独自に開発したエネ
ルギーマネジメントシステム「エグゼムズ」のご提供や，石油・ガ
スから電気への熱源転換のご提
案を通じて，お客さまの省エネ・
コスト低減につながる提案活動を
展開しています。

　首都圏のご家庭のお客さま向け料金プラン「より
そう、でんき」のご提供や，株式会社シナジアパワー
を通じた，関東圏の高圧・特別高圧のお客さまへの
積極的な提案活動に加え，株式会社東急パワーサ
プライへの卸供給などにより，小売・卸売両面から
販売電力量の拡大に取り組んでいます。
　さらに，東北電力エナジートレーディング株式会
社による積極的な卸電力市場取引を通じて，収益力
のさらなる強化を図っています。

※再生可能エネルギーにより発電された電
気について，一定期間，電力会社に固定価
格で買い取ることを義務付けしている国の
制度。２０１９年１１月以降順次，買取期間の
満了を迎える。

電気をおトクに使いたい

ふるさととつながっていたい

東北と新潟を応援したい

首都圏にお住まいのお客さま向け料金プラン

■「より、そう、ちから。＋ＯＮｅ」の一例

～家庭用太陽光発電で余った電気を上手に使う～

余剰電力の買取サービス
ご家庭で使いきれずに余った
電気を当社が買い取り

でんきお預かりサービス
ご家族とのシェアや蓄電池の
ような使い方などをご提案

家庭向けＶＰＰプロジェクトモニター募集
再生可能エネルギーの有効活用に
つながる取り組みを体験

エコキュート・蓄電池リースサービス
リース契約のご提案で
機器の導入をサポート

シンプル買取 でんき お預かり

エコキュートリース
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原子力発電所の再稼働に向けた着実な取り組み

　当社は，女川原子力発電所２号機について，２０１３年１２月以降，原子力規制委員会より，新規制基準に係る
「原子炉設置変更許可申請書」の審査を受けてまいりましたが，今年9月，これまでの審査内容を反映した同
申請の補正書を同委員会に提出しました。
　引き続き，審査に適切に対応していくとともに，発電所の安全性向上や理解活動にもしっかりと取り組んで
まいります。

最適な電源構成によるコスト競争力の強化

　当社は，経済性や環境性などに優れた火力発電所の開発等を進める一方，経済効率性の低い火力発電所に
ついては計画的に休廃止を行い，電源の競争力向上に向けて取り組んでいます。
　具体的には，今年8月に試運転による発電を開始した能代火力発電所３号機（60万 kW）や，最新鋭ガス
タービンを採用し，世界最高水準の熱
効率を目指した上越火力発電所１号機
（57.2万 kW）の開発を進める一方
で，今年9月には，秋田火力発電所3号
機（35万 kW）を廃止しました。
　今後も，低廉で安定した電力供給に
向けて，最適な電源構成の実現に取り
組んでまいります。

■現在開発中の火力電源

能代火力発電所３号機（手前）
営業運転開始：2020年3月予定

上越火力発電所1号機（完成予想図）
営業運転開始：2023年6月予定

地域とのコミュニケーション活動「こんにち
は訪問」を実施

原子炉格納容器圧力逃がし装置（フィルタ
ベント系）の設置（女川原子力発電所２号機）

海抜約29メートルの高さの防潮堤
（女川原子力発電所）

■「より、そう、ちから。＋ＯＮｅ」の一例



9

トピックス２ “新たな事業機会”への挑戦
バーチャルパワープラント（VPP※）実証に係るNext	Kraftwerke 社との戦略的な連携

　当社は，今年8月，宮城県とデジタル技術を活用した再生可能エネルギーの有効
活用に向けた実証事業に連携して取り組むこととし，協定を締結しました。　
　2021年3月までの予定で，宮城県の7カ所の合同庁舎に設置されている太陽光
発電設備と蓄電池を活用し，各庁舎が仮想的に電力を融通し合う電力の直接取引
（P2P 電力取引※）の実現可能性や，蓄電池を仮想発電所（VPP）として遠隔監視・
最適制御することによる，電力需給バランス調整機能としての活
用可能性を検証します。
　これらの検証を通じ，余剰電力の融通による再生可能エネル
ギーの有効活用や，新たなエネルギービジネスモデルの検討を
加速してまいります。

デジタル技術を活用した再生可能エネルギーの有効活用に向けた宮城県との協定

※ Peer	to	Peer の略。電力会社を介さず，お客さま同士で直接，電力の取引を
行うこと。

※地域に分散して存在するエネルギーリソー
スを，デジタル技術で遠隔制御・集約するこ
とで，一つの発電所のように機能させること。

　当社は，今年５月，ドイツのＶＰＰ事業者Next	Kraftwerke（ネクストクラフトベルケ）社と，ＶＰＰ実証に係る
基本協定を，国内電気事業者として初めて締結し，戦略的な連携を図ることとしました。	
　本協定に基づく連携期間は2020年度までを予定しており，	同社が保有する独自のVPPシステムによる蓄
電設備等の遠隔監視・制御機能の検証・評価を実施した後，VPP の事業化や新たなサービスの実現可能性
の検証，将来を見据えた戦略的な連携について検討してまいります。
　当社は，情報技術の進展など，事
業環境の変化に先見的に対応し，新
たなビジネスモデルの構築を図る
とともに，今後とも価値の高いサー
ビスを提供することにより，お客さ
ま・地域のご期待にしっかりとお応
えしてまいります。

■基本協定の概要

■本取り組みの概要
宮城県との協定締結の様子

基本協定
締結

◦複数のエネルギーリソースを一
括管理し，設備ごとに発電量の測
定と予測を行うVPPシステム

◦「NEXT	 BOX」経由で，各エネル
ギーリソースに対して自動制御を
指示

◦発電機や蓄電池などのVPPリ
ソースを制御するため，お客さま
の設備に設置する通信・制御装置

電力
放電

充電 電力

P2P実証

気仙沼以外の合同庁舎
(太陽光のみ )

気仙沼合同庁舎
(太陽光+蓄電池 ) VPP実証

オフィス・工場

アグリゲーター

様々なエネルギーリソース

自治体
（公共施設） ご家庭

NEMOCS

NEXT BOX
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　当社は，今年7月より，東日本旅客鉄道株式会社（JR	東日本）の男鹿駅（秋田県男鹿市）に，「非化石証書」
を活用することで，ＣＯ₂の排出量を実質的にゼロとする「ＣＯ₂フリー電気」の提供を開始しました。
　当社は，この「非化石証
書」を活用したサービス
の検討を進め，環境価値
の提供拡大を図るなど，
お客さまのニーズにお応
えするサービスの充実に
取り組んでまいります。

※再生可能エネルギーなどの非
化石電源で発電した電気が持つ
環境価値（ＣＯ₂が排出されない
こと）を証書化したもの。

■ BOCCOを活用したコミュニケーションサポート

ＪＲ男鹿駅への非化石証書※を活用した「ＣＯ₂フリー電気」の提供開始

　当社は，社会福祉法人東北福祉会，日本
ユニシス株式会社，ユカイ工学株式会社と，
今年７月から９月までの間，コミュニケーショ
ンロボット「BOCCO（ボッコ）」を活用した
介護福祉施設向け新サービスの開発に向け
た実証に取り組みました。
　今回の実証を通じて得られた知見やノウ
ハウを活用することで，東北・新潟エリアに
おいても課題となっている高齢化社会の進
展に対応し，地域の課題解決に資するサー
ビスの開発・充実に取り組んでまいります。

コミュニケーションロボット｢BOCCO（ボッコ）｣を活用した介護福祉施設向け新サービスの実証

施設利用者個室介護スタッフ
（施設共用スペース）

ご家族

BOCCOを介して
メッセージ送信

センサ反応通知

・利用者の行動把握
・利用者に声かけ
・ご家族に連絡

BOCCOを介して
メッセージ送信

センサ反応通知

人感センサ

BOCCO

入浴の
時間ですよ

・利用者に声かけ
・利用者の生活把握

写真の共有
メッセージ送信

わかりました

※ 「JR秋田下浜風力発電所」など，固定価格買取制度（FIT）の対象となる
　 再生可能エネルギー電源を用いて発電された電気を使用。

東北電力

再生可能エネルギー電源

FIT電気※

JR東日本 男鹿駅

環境価値
（CO₂排出量ゼロ）

電気のながれ
環境価値のながれ

CO₂フリー電気
JR秋田下浜風力発電所

非化石証書
費用負担調整機関

非化石価値取引市場

■電気供給スキームのイメージ
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■設備パトロールのイメージ

トピックス3 “生産性・効率性”のさらなる向上

　当社は，火力発電所の設備パトロールを自動化す
るシステムの構築を目指し，今年５月より，日本ユニ
シス株式会社とロボット（ドローンなど）やＡＩ（人工
知能）技術を活用した本格的なシステム開発に取り
組んでいます。
　このシステムの導入により，業務の効率化が図ら
れることに加えて，設備パトロールの手法が多様化
し，火力発電所の安定運転に資する取り組みが一層
充実することから，生産性向上に大きく寄与するも
のと考えています。
　今後，本格的な実証試験を進め，新設する上越火
力発電所１号機および当社の既設火力発電所での
実用化を目指して開発に取り組んでまいります。
　さらに，将来的には，他の設備産業への展開も見
据えた汎用性の高いシステムの構築を目指してま
いります。

　当社を取り巻く経営環境が大きく変化している中で，多様化するお客さまの
ニーズへの対応力を強化し，会社が成長を続けていくためには，性別，年齢，職
責を問わない多様な人材が能力を最大限発揮することができる職場づくりが
重要です。そのため，当社では，女性の活躍推進や障がい者の雇用などに積
極的に取り組んでいます。
　また，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて，在宅勤務制度および治療
支援勤務時間制度の導入，フレックスタイム制度の適用拡大など，従業員の多
様な働き方の実現に向けた取り組みも実施しています。　

「火力発電所における設備パトロールの自動化」に向けた取り組み

「働き方改革」の推進　～柔軟かつ多様な働き方の浸透・定着に向けた取り組み～

例：サーモビジョンにより，機器の異常な温度上昇の有無を確認

発電所員が各設備を巡視点検
従来パトロール

自動パトロール

自律的に移動するロボットが
自動で各設備を巡りデータ採取

採取したデータを
ＡＩ等を用いて自動的に解析

自動化

異常兆候
発見

在宅勤務の様子

子育てサポート企業認定マーク
（愛称：くるみん／2015年認定）
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送配電部門の法的分離に伴う一般送配電事業の分社化について
　2020年4月から，送配電部門の法的分離が実施され，「東北電力ネットワーク株式会社」が送配電事業を担
うことになります。分社化後も，企業グループが一丸となってグループ全体の企業価値向上に努め，株主のみ
なさまのご期待にお応えしてまいります。
　なお，東北電力ネットワーク株式会社は東北電力株式会社の１００％子会社であるため，分社化に伴う株式へ
の影響はございません。

建柱作業倒木の除去冠水による設備被害

　今年10月に発生した台風19号の影響
で，東北6県および新潟県で延べ約14万
5千戸が停電しました。懸命な復旧作業に
より，停電発生後4日目までには，浸水等
で復旧作業に着手することが困難な地域
を除き，停電を解消しました。

台風19号の被害に伴う電力の復旧対応

電力の安定供給・災害対応力の強化に向けた取り組み

　当社は，今年６月，東日本高速道路株式
会社（NEXCO東日本）と，災害時におけ
る迅速な復旧活動の展開を目的とした協
定を締結しました。本協定を通じて災害発
生時に高速道路の回復と電力の復旧を迅
速に行い，地域社会に貢献してまいります。

■NEXCO東日本との協定の内容
○被害・復旧状況の情報提供
○緊急車両通行の協力
○復旧進出拠点スペースの提供

○電力施設被害状況の情報提供
○移動中に発見した高速道路の被害状況の情報提供

※分社化の概要については，当社ホームページ（トップページ中央の最新ニュース「お知らせ」）をご参照ください。

■分社化の概要（イメージ）

トピックス4 強固な“経営基盤”の確立
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　2015年9月に開催された国連サミットにおいて，2030年までに世界各国が対応すべき「持続可能な開発
目標（SDGs※）」が採択されました。東北電力グループも，責任ある事業主体として SDGs 達成に貢献するこ
とが必要であると考えています。中期経営方針に基づき2019年に進めている各種施策も SDGs 達成に寄
与するものであり，今後の経営戦略や各種計画の立案にあたっても，SDGsに留意してまいります。

当社の SDGsに関する情報の詳細は，「東北電力グループ統合報告書2019」に掲載されています。当社ホームページ（トップページ＞IR・会社情報＞株主・投資
家のみなさま＞IR 資料室＞東北電力グループ	統合報告書／東北電力グループ	NOW）よりご覧ください。

※2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。
　持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成されている。

ＥＳＧ経営の推進

■2019年の経営展開の力点と対応するSDGs
力点 具体的な取り組みの例

①
“利益創出力”
の徹底強化

発電・販売一体の総合力発揮による利益最大化

◦	「	より、そう、ちから。＋One」の展開	
◦	「	エグゼムズ（exEMS）」の提供	
◦	株式会社シナジアパワーを通じた販売や株式会社東急パワーサプライへの卸供給	
◦	能代火力発電所3号機の開発，上越火力発電所1号機の着工

原子力発電所の再稼働に向けた着実な取り組み ◦	女川発電所2号機，東通発電所1号機における安全対策工事の着実な実施

②
“生産性・効率性”
のさらなる向上

コスト削減・効率化の一層の追求 ◦	IoT・AI・ビッグデータ・ドローン等の新たな技術の採用による
　	保守・メンテナンスコストの低減

働き方改革「みな、おす、ちから。」の推進 ◦	フレックスタイム制度の活用等によるワーク・ライフ・バランスの実現
◦	RPAやAIの活用による業務効率化・品質向上

③
“新たな事業機会”

への挑戦

再生可能エネルギー事業の拡大 ◦	風力を主軸に200万kWの再生可能エネルギー発電の開発・参画を目指す

ガス事業の強化 ◦	石巻ガス株式会社と電力・ガス販売の業務提携
◦	新仙台火力発電所LNG出荷設備の活用

デジタルイノベーションの取り組み推進 ◦	バーチャルパワープラント（VPP）実証プロジェクト
◦	よりそうスマートプロジェクト

海外事業の拡大 ◦	北中米や東南アジアを重点エリアとした取り組み

④
強固な

“経営基盤”
の確立

法的分離への対応とさらなる基盤強化に向けた取り組み ◦	東北電力ネットワーク株式会社の事業開始（2020年4月）に向けた諸準備
CSR経営の推進 ◦	ESGの観点からのCSR活動のレベルアップ
安全確保・業務品質向上への不断の取り組み ◦	安全を最優先とする企業文化のさらなる向上
安定供給の確保 ◦	東北・新潟エリアにおける安定供給の確保

対応する
主なSDGs


