
東京電力グループが持続的成長を実現するために、今後、特に注力していく取り組みを7つの｢バリューアップ plan｣　として 定めました。

7 つのバリューアップ plan 

● 熱効率約61%※1を実現する1,600℃級コン
　バインドサイクル発電（MACCⅡ※2）を、今後2地
　点（計355万kW）に導入するなど、熱効率のさら
　なる向上に努めます。

● 高効率な石炭火力発電技術である IGCC※3の商
　用化に向けて、クリーンコールパワー研究所※4 にお
　いて、他電力会社と共同で実証試験を進めます。

● 石炭火力へのバイオマス燃料導入※5、CCS※6 等
　の技術開発に積極的に取り組みます。

※ 揚水式発電は除く。

【原子力発電推進の考え方】

【多様な火力電源の低炭素化】

● 人材育成プログラムの構築・運用とともに、個人のスキルやマネジメント力向上により、現場力を強化する
● 業務プロセスの標準化・簡素化や、原子力保全業務の革新を進める

以上の取り組みにより、2020年度までに、安全と品質に関する世界トップレベルのパフォーマンス

「WANO指標※で 世界上位1/4以内 」を目指す
※ WANO（世界原子力発電事業者協会）が定めた原子力発電プラントのパフォーマンス指標。運転中の計画外出力損失率、設備利用率、総被ばく線量等、複数の
 　指標が設定され、世界のWANO会員（原子力発電事業者）が測定し、会員間で情報を共有しています。

ゼロ・エミッション電源を積極的に導入する －電気を“つくる”側の取り組み－

●東京電力グループは、電力供給の安定性・環境性・経済性の同時達成に向けて電源のベスト
　ミックスを推進しつつ、さらなる電源の高効率化・低炭素化に取り組みます。

● 2020年度までに、非化石エネルギー発電電力量
　 比率50%以上を目指します。
● ゼロ･エミッション電源の中核を担うのは原子力
　 発電です。既設プラントの利用拡大とともに､新増
 　設計画を、地域のみなさまのご理解を得ながら
　 着実に推進します。

● 再生可能エネルギーの開発・利用も積極的に行
 　い、あわせて、火力発電の高効率化・低炭素化に
　 も努めます。

● なお、低炭素化に向け、電源・流通システムをあわ
 　せて、今後10年間で2兆5,000億円 規模 の
 　設備投資を行います。

【ゼロ・エミッション電源の拡大】

50%以上
●原子力パフォーマンス
　の向上
●福島第一、東通の
　新増設計画の推進
●再生可能エネルギーの
　利用拡大

1）原子力発電の推進

2）再生可能エネルギーの利用拡大

3）火力発電の高効率化・低炭素化

安全で合理的なプラント運営とリス
クの未然防止により、既設プラント
の安定した高稼働運転に取り組む

安全で合理的な建設プロセスの遂行
により、計画どおり新増設を推進する
(福島第一7･8号、東通1･2号 )

合理的な高経年化対策により、
既設プラントの安全かつ長期
間の運転に取り組む

原子燃料の安定調達、バックエンド事業の推進により、原子燃料サイクルを確立する

地域のみなさまとともに歩み、信頼していただける発電所になる

原子力発電の利用拡大

原子燃料サイクルの確立

地域のみなさまの信頼確保

【東京電力のメガソーラー導入決定済み案件】
開発案件
浮島、扇島
米倉山

出力 (kW)
20,000
10,000

運転開始年月
2011年 8月～
2012年 1月

【東京電力グループの水力発電開発見通し】

事業者
東京電力（7地点）
東京発電

合計出力※（kW）
4,790
520

● 時々刻々と変化する電力需要への対応が可能な火力発電は、低炭素時代においても安定供給を支える重要な電源です。

● 世界最高水準の高効率発電設備を導入するなど、火力発電のさらなる高効率化・低炭素化（ミニマム・
　エミッション）に取り組むと同時に、安定性・環境性・経済性・運転特性等を総合的に考えた設備形成・
　 運用を推進します。

発電電力量
構成 kWh
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風況観測タワー

波浪観測装置

風車

千葉県銚子市沖に
着床式風車１基を
設置し実証研究を実施
（2010～14年）

【洋上風力発電実証研究設備の完成予想図】

※1 低位発熱量（LHV）。総合エネルギー統計(2004年度版 )の換算係数を用
　　いて、高位発熱量実績より推定。　
※2 More Advanced Combined Cycle ( 高効率コンバインドサイクル )。　
※3 Integrated coal Gasification Combined Cycle（石炭ガス化複合発電）。
※4 IGCC の実証試験を目的に設立された研究開発会社。　
※5 常陸那珂火力発電所において、木質バイオマス燃料を、約3%の割合で
　　石炭と混焼する計画を進めています。
※6 Carbon dioxide Capture and Storage ( 二酸化炭素回収・貯留 )。

1
【国内での利用拡大】

【海外での利用拡大】

● 2020年度までに、グループ全体で再生可能エネルギー 40万kW程度の新規開発を目指します。
● 北海道・東北地域内で、風力発電の利用拡大のため、既設連系線の活用と風力出力制御技術を組み
　合わせた実証試験を行うなど、再生可能エネルギーの利用拡大を後押しします。

● 太陽光・風力・水力・バイオマス等の再生可能エネルギーの利用拡大を進めます。

● グループ会社のユーラスエナジーグループを核として、風力・太陽光発電事業を積極的に展開し、2020
 　年度までに175万kW※程度の新規開発を進めます。　　　　　　　

【再生可能エネルギー技術の開発】
● さらなる再生可能エネルギーの利用拡大を目指し、洋上風力発電の研究開発を進めます。

● 世界最高の安全・品質を有し、エネルギーセキュリティの確保や低炭素化のみならず、経済性向上にも
　 最大限貢献する、｢頼りになる原子力｣を目指します。

● 原子力発電推進の基盤となる、地域のみなさまからの信頼確保に、引き続き取り組みます。

● 安全・品質に優れた運営方法の確立、高い技術力・組織力を有する現場の実現により、原子力発電の
 　パフォーマンス向上と新規開発を同時に進め、原子力発電の利用拡大に取り組みます。

● 同時に､バックエンド事業を着実に推進し､原子燃料サイクルの確立を目指します。

【火力発電の熱効率の推移】
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※開発案件の総設備容量ベース。

2020年度のCO2排出原単位は
0.28kg-CO2/kWh程度
（1990年度比 25%以上削減）になる見込みです。

（実績）
（年度）



● 住宅新築、マンション購入のお客さまに加え、
　 リフォームや太陽光発電設置のお客さま、集合
 　賃貸住宅のオーナーさま等へ､より積極的に
　オール電化を提案します｡

● 太陽に暖められた空気の熱という再生可能エネ
　ルギーを利用するエコキュート等のヒートポン
　プ機器をおすすめし、お客さまの低炭素なライ
　フスタイルをサポートします。

● オール電化のお問い合わせから、ご採用後の
　アフターサービスまで、長きにわたってお客さ
　まにご満足いただけるよう、より迅速・丁寧に
　対応できる体制の整備等を行います。

● これまで電化を進めてきた用途に加え、従来、
 　電化が困難であった生産工程を含め、より幅広
　 い用途において電気をご使用いただけるよう、
 　ヒートポンプ等を活用した戦略的な商品開発
　 を進めます。

● お客さまの設備状況や用途にあわせ、エネル
 　ギー利用効率の向上や、低炭素化につながる
　 最適な提案を行います。

● 電気自動車の普及に必要不可欠なインフラの
 　充実を後押しするため、 ｢CHAdeMO（チャデモ）
　 協議会｣※(2010年3月設立）を通じて急速充
　 電器の設置箇所拡大や充電方式の標準化等に
　 取り組みます。

2009年度は、
310台を
導入しました。

● 2020年度までに、東京電力の業務用車両約8,000
　 台のうち、4割程度にあたる約3,000台を電気
 　自動車にします。

※自動車会社、充電機器メーカー、
　電力会社等で構成される協議会。
　｢CHAdeMO｣は協議会が標準化を
　進めている急速充電器の商標名。

● 関東圏において、電化の可能性がある市場の規模は、1,000億kWh以上と考えています（下図）。

● ヒートポンプを活用した高効率な機器をおすすめすること等により、あらゆる分野の需要を深耕し、
　 2011～15年度の5年間で100億kWhを電化していきます。

● さらに、お客さまのニーズにあった商品開発を進めるとともに、電気自動車の普及を促すこと等により、
 　2011～20年度の10年間では、300億kWhの電化を目指します。

● これらの取り組みを進めることで、2020年度には、1,000万トン程度 のCO2 排出量削減※に
　 貢献できると考えています。

● あわせて、電化をおすすめするにあたり、サービス品質のさらなる向上に努めます。

● これまでの電気のイメージを超え、ご家庭のライフスタイル全体から工場の生産工程まで、従来、電化が
　困難であった用途も含め、商品開発を進めながら、効率のよい低炭素な電気をおすすめしていきます。

● それぞれのお客さまのニーズを、これまで以上にお聞かせいただき応えていく、といったお客さまとの
　絆を、何より大切にします。

【あらゆる分野での電化推進】

あらゆる分野で電化をおすすめする －電気を“つかう”側への働きかけ－
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2 家庭用（生活）分野

業務用・産業用（法人）分野

運輸分野

【関東圏のエネルギー使用状況・市場規模】
凡例：濃い色＝電化済み 　薄い色＝電化可能な市場規模 　白色＝電化困難

（注）%値は当該分野全体に対する当該
　　　用途の割合。
　　　円の大きさは、各分野における総
　　　エネルギー量の大きさのイメージ。 
　　　2007年度の各種データをもとに
　　　東京電力算出。

※ 他熱源から電気への移行や、ヒートポンプを活用した高効率機器のご採用等による、CO2排出削減量の合計。

家庭用

照明・動力等

40%給湯・厨房

40%

空調
20%

14%

37%

業務用・産業用

照明・動力等

25%

給湯・厨房・
生産工程等

60% 空調等

15%

12%

22%

運 輸

25%

自動車

25%

その他
（トラック等）

鉄道

2%

【電化推進用途の拡大】

新しい
用途に
電化展開

空調需要 給湯需要 厨房需要

これまでの用途における電化深耕

【生産工程における電化のイメージ】

【あらゆる場面での満足獲得】

※オール電化の
　体験型ショールーム

お客さまの
ライフステージの
全てにおいて、

電化で満足いただくよう
努めます

　電化を
ご理解

電化の
　採用を
　　ご検討

 電化の
ご採用

電化を
ご利用

電化の
 よさを
  ご認識

アフターサービス

プロモーション

電話・Web

コンサルト体験イベント

Switch! 
Station

電化パートナー
住宅メーカー､
ビルダー､
リフォーム店､
デベロッパー､
機器メーカー
等のみなさま

系統
電力

ガス
等

生産工程の温熱需要等、新規用途においても
商品開発を進めご提案します。

電
化

温熱

温熱需要

洗
浄

加
温

乾
燥

殺
菌

そ
の
他

●東京電力グループは、あらゆる分野における一層の電化推進、お客さまのエネルギー利用の
　さらなる効率化といった、これからの時代にふさわしいサービスの提供を通じて、お客さま満足
　の向上と社会全体の低炭素化に取り組むとともに、収益の拡大をはかります。

※
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※今後は国内の電気事業に加え、海外事業、エネルギー関連・その他事業の3つの領域にて事業を展開。国内の電気事業以外にも成長を求めていくことから、海外
　事業とエネルギー関連・その他事業を｢成長事業｣と定義。

●情報通信技術（ICT）を活用し、｢①再生可能エネルギーの大量導入を可能とする電力ネット
　ワーク構築｣、｢②お客さまの省エネルギー支援｣、｢③電力流通システムの効率・信頼性向上｣
　を一体的に進め、電力ネットワークのさらなるスマート化に取り組みます。

●社外の実証試験※等に積極的に参画し、ネットワークのスマート化に向けた技術を開発します。

●お客さまの省エネルギー支援の中心となる、新型電子式メータを活用した新たなビジネスの
　可能性を検討していきます。

●東京電力グループは、国内の電気事業以外にも、これまで培ってきた人材・技術・ノウハウ
　を活かして、成長事業を積極的に展開し※、収益拡大のみならず、事業基盤のさらなる強化
　や社会・環境貢献に幅広いフィールドで取り組みます。

● 海外を中心とした事業展開のため､2020年度までに8,000億円規模 (案件やキャッシュフローの状況
　に応じ、最大1兆円）の投資を行い、国内の電気事業以外で2015年度に 700億円（うち海外事業
　が半分程度 )、2020年度に1,200億円（うち海外事業が2/3程度）の経常利益獲得を目指します。

● 目標達成に向けて、事業推進体制を改編・強化するとともに、コーポレートスタッフ部門における審議・
　管理体制も再整備します（→P15）。
　アジア地域における新規案件の事業化等を推進するための戦略拠点の一つとして、中国に北京事務所
　を開設します。あわせて、海外事業を担う人材を育成・確保します（2020年度時点で、海外事業に従事
　する人員数は、現在の2倍以上に増加する見込み）。

※東京電力が参画する計画・実施中の社外実証試験（2010年7月現在）：｢分散型新エネルギー大量導入促進系統安定対策事業｣、｢次世代送配電系統最適制御技術
　実証事業｣、｢負荷平準化機器導入効果実証事業｣、｢次世代エネルギー・社会システム実証事業（横浜市）｣

● 電力需要の変動に柔軟な対応が可能な火力・水力発
　 電の運用性の向上をはかり、太陽光発電の普及を後
 　押しします。

● 次期配電自動化に取り組み、太陽光発電普及時の
　電力品質維持、配電線稼働率の向上、事故復旧時間
　の短縮等をはかります。 ※東京電力グループが提案するオール電化のスマートコミュニティ。電力ネット

　ワークからの供給をベースに、再生可能エネルギー・未利用エネルギーを最大
　限活用するとともに、エネルギー使用状況の見える化やエネルギーマネジメン
　トシステムの導入等も検討します。

【発電設備の運用性向上、次期配電自動化】

● 自動検針、インターネットによる電気使用状況の見え
　 る化サービスの提供、停電時の復旧時間短縮等が可
 　能な、多機能新型電子式メータの実証試験を、2010
　 年度下期より行います。

● 新型電子式メータの活用を視野に入れた、新たな ICT
 　サービスの可能性を検討します。

【新型電子式メータの導入・活用】

● 電力ネットワークからの供給をベースに、地域内の再
　 生可能エネルギーを最大限活用するとともに、ヒート
 　ポンプ等の高効率機器を積極的に採用した都市の低炭
　 素化について、東京都江東区豊洲地区での開発※等を
 　検討していきます。

【都市の低炭素化に向けた検討】

● 蓄電池の信頼性・利便性向上のため、各種蓄電池
　の性能を評価するとともに、利用技術を開発して
　いきます。

【蓄電池の普及支援】

電力ネットワークをさらにスマートにする－“つくる”と“つかう”を“つなぐ”取り組み－ 事業の｢場｣を拡げる
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【東京電力グループの取り組み】

【東京電力グループの｢場｣の拡がりのイメージ】

①再生可能エネルギーの大量導入を
　可能とする電力ネットワーク構築

②お客さまの省エネルギー支援

ICT を活用し、太陽光発電の普及を後押しする
電力ネットワークを構築

電化推進に加え、新型電子式メータを活用した
お客さまの省エネルギー支援、都市の低炭素化推進

③ 電力流通システムの効率・信頼性向上
ICT や蓄電池を活用した電力流通システムの効率・信頼性向上により、

安定的に低炭素な電気をお届け

国内事業
(エネルギー関連・その他)

    エネルギー供給（ガス等）

  データセンター

 省エネコンサルティング
エネルギーソリューション
グリーン電力証書

  オール電化関連（不動産等）
   シニア向けサービス

     ビジネスサポート

        その他

【成長事業投資】

2007 08 09 10 15 20 （年度）

最大1兆円

8,0008,000億円8,000億円
2010年度からの
総投資額

【成長事業の条件整備と経常利益】

成長に向けた条件整備

人材の育成・確保

戦略拠点の開設

審議・管理体制の再整備

推進体制の強化

成長事業投資の拡大

2009 15 20 …

利益
成長

1,
2

0
0
億
円

7
0

0
億
円

（年度）

3

【電力ネットワークのスマート化のイメージ】

原子力

変電所

工場

商業
施設

電気
自動車

電気自動車

火力

水力
風力 太陽光 エアコン・冷蔵庫・IH エコ

キュート

宅内モニタ

送電網

給電指令所 情報通信
ネットワーク

通信線

配電線

発 電 送 電 配 電 販 売

太陽光・風力・
蓄電池

海水熱利用
ヒートポンプ

パワーコン
ディショナ

コントローラ
/分電盤

発電設備の運用性向上 都市の低炭素化
新型電子式
メータ

蓄電池

次期配電自動化

新型電子式メータの活用を視野に
入れた、新たな ICTサービスの
可能性を検討します。

国内電気事業

海外事業

燃料事業
上流権益、輸送、トレーディング
燃料調達の安定性・柔軟性・経済性を向上
させるとともに、収益機会を獲得する

発電事業
火力、原子力、再生可能エネルギー
効率のよい低炭素なエネルギーの供給を
通じて、連結利益の拡大を牽引する

ネットワーク事業等
送配電、省エネコンサルティング等
事業の継続性や収益の安定性を高める
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※ 出資比率が最も高い（50%）ティームエナジープロジェクト（下図❶）では、最大限強みを発揮。

●海外事業を東京電力グループの事業の柱と位置付け、発電・燃料等の各分野において、 グループの
　力を結集し、積極的に展開していきます。

● 電気事業の付加価値を高め、グループの強みを発揮できる領域において電気事業以外の事業を展開
　するとともに、既存事業の着実な推進により、エネルギー・サービスの向上と、グループの事業成長
　をはかります。

● 国内での世界最高水準の運用実績を活かした発電事業は、連結利益成長の牽引役です。
　 火力･原子力･再生可能エネルギーの各発電に取り組むことにより､ 今後10 年間で海外の持分出力を
　1,000万kW （2009年度実績の約3倍）に拡大します。

● 火力発電事業：当面は、地域を絞らず、各国において事業機会を捉えていきます。中長期的には経済
　発展著しい中国・インドをはじめとしたアジア市場で活躍することができるよう、準備を進めます。
　また、グループの強みをより一層活かせるよう、出資比率の向上※や燃料事業との協業等を検討します。

● 燃料調達の安定性・柔軟性・経済性向上のために、事業を拡大していきます。

● 燃料種別毎に、自社参画プロジェクトからの調達比率の目安を定めます。

● 東京電力グループの技術力を活かした省エネルギー等のコンサルティング事業については、各国で
　の取り組みを強化し、各事業における新たなお客さまとの関係構築にもつなげていきます。

● 事業の継続性や収益の安定性を高めるため、ネットワーク事業等への参画も検討します。

● 官民あげてのインフラ整備支援（原子力発電、高効率火力発電、スマートグリッド等）を通じて、わが国の
　経済発展や、二国間の炭素クレジットの獲得等に貢献していきます。

● 原子力発電事業：先進炉である ABWR※に開発段階から関与し建設・運転実績を持つ強みを活かし、
　事業を展開します。まずは米国（下図❷）をはじめとした原子力発電の導入実績がある国で事業をスタート
　し、ステップバイステップで展開します。ABWRの技術・運転実績を世界に示し、さらなる事業機会の
　確保に加え、国内の発電所の運営基盤も強化します。

● 再生可能エネルギー発電事業：ユーラスエナジーグループを核として、欧米等先進国の制度等を活用し、
　事業を拡大します。また、中長期的には欧米以外の各地域への事業拡大を検討します。

1) 海外事業の展開

2) 国内事業の展開

4

※ Advanced Boiling Water Reactor  ( 改良型沸騰水型軽水炉 )。

● 高い信頼性を誇るデータセンター、省エネコン
　サルティングやソリューションのご提案、電化と
　の組み合わせ等により最適なエネルギー利用
　が可能となるガス販売等、エネルギー関連事
　業の成長をはかります。

● オール電化の普及を後押しする事業や既存の
　ビジネスサポート、シニア向けサービス等の
　事業についても、着実に推進します。

● 中長期的には、お客さまが太陽光発電の出力
　を最大限活用できる家電制御システム等、新型
　電子式メータの活用も視野に入れた、新たな
　 ICTサービスの可能性を検討します。

【事業展開例 （データセンター事業[アット東京]）】

● 設備の改修・増強
● エネルギー利用の見える化によるさらなる効率向上

● サーバ機器の高密度化に対応しうる設備等の構築
● 電力・空調等を一体的に自動制御する｢自律的運用｣の推進

既存センターのリパワリング

世界最先端のフラッグシップセンター※の建設

クラウドコンピューティングを実現するオープンネット
ワーク化への対応

2020年度までの10年間で売り上げを約2倍に拡大

強みの再構築

新ビジネスの推進

※2012年度中運用開始予定。

発電事業

燃料事業

その他の事業

具体的な取り組み

【海外持分出力】事業を行っている地点
（準備中含む）

2007

200

0

400

600

800

1000

08 09 10 15 20 （年度）
（実績）

（万kW） 1,000万kW 火力発電事業

原子力発電事業

再生可能エネルギー発電事業

LNG上流事業

ウラン事業

LNG船事業
353

【燃料バリューチェーンのイメージ】

バリューチェーン全体に関わることで調達の安定性･柔軟性･経済性の向上をはかるとともに、収益機会を獲得します。

発電所
ガス販売

上 流 中 流 下 流

ウラン鉱山
開発･精錬

ガス田開発
※プロジェクト経営に参画し、
　安定性・柔軟性向上への貢献が
　大きい案件からの調達比率。

自社参画プロジェクトからの調達比率

20202020年 年 1/31/3～1/21/2

20202020年 年 1/31/3※

2020年 1/3～1/2

2020年 1/3※

転換 濃縮 再転換

液化
プラント

海上輸送

成型加工現在8%

現在11%

ダーウィン LNG （P13 図中  　）
プロジェクト名 年間引渡数量

ウィートストーン LNG （協議中、P13 図中 　 ）
約200万トン
約410万トン

シガーレイク（P13 図中　  ） 
主なプロジェクト名 年間引渡数量

約450ショートトンU3O8

LNG輸送船
5隻運航中

3

4
5

LNG受入基地

LNGトレーディング
TEPCOトレーディング社
（2006年1月設立）

ウラン

LNG

● ウ ラ ン 事 業：調達の安定性・経済性の確保・向上のため、2020年度までに全調達量の1/3～1/2を
　自社参画プロジェクトから調達します。
● LNG上流事業：調達の安定性・柔軟性の確保・向上のため、2020年度までに全調達量の1/3を自社
　参画プロジェクトから調達します。
　なお、石炭上流事業への進出についても、今後検討を進めます。

アフリカ

【海外事業展開のイメージ】

アジア（中長期的な最大のターゲット）

北京事務所
（2010年度設立予定）

1

ティームエナジープロジェクト
出力：320万kW

中東 豪州
4

5

欧州 北米

2

3

サウステキサスプロジェクト3･4号機
出力：135万kW×2基(予定)

南米

今後の重点地域

火力

再生可能
エネルギー

省エネルギー等のコンサルティング事業は各国で実施（これま
で63カ国、407件のプロジェクトを実施［2010年7月末］）。

10年間で
3倍に拡大



● 国内におけるより一体的なグループ事業の推進と海外事業の積極的な展開をはかるため、東京電力
　内の事業推進体制を整備します。

● 海外事業を中心とした成長事業投資の拡大にあわせ、投資案件を適切に審議・管理するための社内
　体制を整備・強化しました（2010年7月）。

● 東京電力グループの持続的成長を支えるベースとして、既存設備の経年化に対応しつつ、
 　不断のコストダウンに挑戦します。

● 電気事業を分担するグループ各社と一体となった徹底したプロセス改善を通じ、業務運営の一層の
　効率化と品質・サービスの向上をはかっていきます。

● グループ外への販売事業については、東京電力がサポートしつつ、よりよい商品・サービスの提供に
　努め、グループ事業の成長につなげます。

● 最適なグループ業務運営体制についても、適宜検討します。

● 投資案件の事業性評価・リスク管理機能を強化するため、社内審議機関である｢多角化事業投資委員会｣を、
　コーポレートスタッフ部門（企画･総務･経理）を中心とした｢投資・管理委員会｣に改編しました。また、その
　サポート体制を充実させるため、企画部内に｢投資評価・管理グループ｣を新たに設置しました。
● 案件の審議にあたっては、プロジェクト組成段階からコーポレートスタッフ部門と事業推進部門とが協働する
　ことで、投資の収益性のみならず、全社的な観点からの必要性・妥当性等を検討します。

●中長期的に、設備投資や設備健全性を維持するための費用の増加が予想されますが、今後の費用は、
   ｢経営ビジョン2010｣の対象期間 (2004 ～10年度)における平均的な水準と同程度に抑制して
   いきます。

●持続的成長に向けた設備投資を確実に実施する
   ため、これまで培った創意工夫や技術的知見を
  活かし、最大限のコストダウンに努めます。

●販売電力量に応じて変動する費用、固定的な費用
  それぞれの特性・要因に応じ、単位あたりの費用※

  を部門別に社内目標化するなど、業務効率の改
   善結果が見える工夫を行うことで、より実効性あ
  るコストダウンを推進します。

●各目標をグループ一体で共有するとともに、グ
  ループ会社の原価構造分析や同業他社とのベン
  チマーク比較を踏まえ、業務プロセスのさらなる
  改善、仕様合理化・標準化を進めるなど、グループ
   一体となったコストダウンを加速していきます。

3） 組織体制の整備・グループ経営の強化

【組織改編】

【グループ事業推進のイメージ】

【費用※抑制のイメージ】

経営ビジョン
2010

（2004～10） （2011～20）

2020ビジョンの
対象期間

【グループ一体の業務効率改善】

【事業推進体制の整備】

【グループ経営の強化】

【投資審議・管理体制の整備】

4

業務効率を改善し続ける

5

15 16

※ 設備 (km, kW) あたり工事費、業務 (契約 ) あたり単価等。

（注）ICT事業推進のため、グループ事業推進部内に
       ICT事業推進部長を配置。

（注）国際部内に2010年末の北京事務所設立に
　　向けた準備組織を設置。

グループ各社

現行の体制 今後の体制

[国内事業の総括 ]

[海外事業の総括 ]

東京電力

電気事業

グループ外販売事業

最適・最効率の
業務プロセス

グループとしての
事業成長

創意工夫を通じた
同業他社より優れた
効率・品質等の実現

お客さまへの優れた
商品・サービスの提供、
各社の事業成長

経営管理・サポート、
部門・グループ会社間の

横串機能

グループ外販売事業の
サポート・モニタリング

業務プロセスの改善、
グループ会社の支援

電気事業の
強みを発揮

【国内グループ事業推進体制（2010年12月予定）】
国内グループ会社の
経営管理･支援の一元化

海外事業の
管理・支援体制強化

海外発電事業の
開発・実施体制強化

ウラン事業・原子燃料サイクルへの
着実な取り組み

恒常的な原子燃料の調達・
再処理・輸送等に関する
契約締結・履行管理

インキュベーション・
新事業開発の強化・効率化

関 連 事 業 部

新事業推進本部

事業開発部

情報通信事業部

【海外事業推進体制（2010年9月）】

【原子燃料サイクル推進体制（2010年9月）】

国　際　部 国　際　部

海外事業開発部

原子燃料サイクル部

原子燃料契約センター

原子燃料サイクル部
※ ここでは販売電力量に応じて変動しない、自ら抑制が可能な固定的な費用。

設備の建設･保全業務の効率化等

原子力パフォーマンスの
向上等

2011～15
これまでと
同程度に抑制

2016～20
費用の増加を、
原子力パフォーマンス
の向上等により補い､
同程度に抑制

2004～10の
平均水準

グループ会社の南明興産・テプコーユ・テプスターの3社について、効率的な業務運営を目指し、2社に再編（2011年7月予定）。

（年度）

グループ事業推進部

新事業開発部



● 原子力発電のパフォーマンス向上に向けた状態監
　視保全技術の高度化、高効率タービン・高燃焼度
　燃料の開発・導入
● 原子燃料サイクル技術の早期確立

● 既設火力発電所向けバイオマス燃料の開発・実証
● 着床式洋上風力発電の開発・実証

● IGCCで混焼可能なバイオマス燃料の開発・実証
● 次世代型浮体式洋上風力発電の開発

● IGCC※1 の開発・実証
● CCS※2 技術の開発・実証

● MACCⅢ※3の開発・導入、IGCCの導入
● CCS技術の確立・導入、CO2 固定化技術の開発

● 次世代軽水炉･高速増殖炉の開発
● 原子炉廃止措置の合理化技術の確立

● 再生可能エネルギーの大量導入を可能とする
　電力ネットワーク対策技術・次期配電自動化
　技術の導入
● 送配電ロス低減に向けた機器開発、超電導
　ケーブル技術の実証

● 新型電子式メータの開発・実証・導入
● 新型電子式メータを活用した省エネルギー支援
　技術の開発
● エネルギーマネジメントシステムの開発・実証

● 双方向通信を活用した需給一体運用技術の確立

● 温水・蒸気製造ヒートポンプの開発、溶融炉・
　熱処理炉等の電化技術の開発
● エコキュート・業務用ヒートポンプの高効率化

● 電気自動車・充電インフラの普及促進に向けた
　技術の標準化

● 設備の高経年化に対応するための劣化対策技術・設備診断技術・延命化技術の開発・導入

● 原子力耐震対策、エネルギーセキュリティ確保のための燃料種別拡大、人身災害対策・PCB処理等の
　技術開発・導入

● 次世代型電気交通システム技術の確立

● 超高効率革新的ヒートポンプの開発

● 双方向通信による大規模電源と分散型電源との
　協調運用技術の開発
● 蓄電池等を活用した次世代電力ネットワーク制御
　技術の確立・導入
● 超電導ケーブル技術の確立・導入

● 従業員・会社相互の信頼と責任のもと、人を大切にし、多様な人材が、一人ひとり働きがいをもって
　仕事に取り組むことができる環境を整え、個人の最大限の能力発揮を引き出し、それを組織力として
　束ねていきます。

● ゼロ･エミッション電源の積極的導入、あらゆる分野での電化推進、電力ネットワークのさら
　なるスマート化に資する技術を開発・つみあげることによって、低炭素化を後押しします。

● 同時に、安定供給や安全確保を確実に推進するための技術を開発し、導入します。

● これらの技術開発によって得た新たな技術的知見の知的財産としての活用、標準化に向けた
　取り組みを積極的に進めます。

● 人材育成のPDCAを継続的に回す仕組みや、成長機会の充実等に
　より、キャリア全般にわたり徹底的に人材を育成します。

● きめ細かな人材育成・活用等を推進するため、ミドルマネジメント層
　の強化・育成や管理スパンの見直し等を行います。

● 海外事業の積極展開等、成長事業を支える人材の育成・確保を行います。

● 従業員の主体的な活躍を促す仕組みの構築や、キャリアアップの
　機会拡大をはかります。

● 多様な人材がさらに活躍するための条件整備を進め、女性の指導
　的地位への登用や高齢層の活用の拡大等､ダイバーシティをさらに
　推進します。

● 心身の健康増進への支援等、チャレンジを後押しする安心の仕組
　みの充実をはかります。

【｢人｣本位の経営の実践】

【技術開発ロードマップ】

● 新型電子式メータ導入に伴うお客さま関係業務の革新、原子力保全業務の革新、経理業務の革新等
　を検討・推進します。

● グループ会社を含めた業務のあり方について、全社最適の視点から見直し、簡素化・標準化・高度化を進めます。

● これらを通じ、安全・品質・効率の向上をはかるとともに、仕事の付加価値と従業員の働きがいを高
　めていきます。

● 安全最優先の意識の徹底と､現場の技術･技能の維持・向上をはかるとともに、品質管理･改善活動等､
　現場の創意工夫を生み出し､それを活かす環境を整えます｡

【業務革新の推進】

【現場力の強化】

人が活躍・連携する強い現場をつくりあげる

●東京電力グループは、｢人｣本位の経営、業務革新、現場力の強化を三位一体で推進し、従業 
　員の創意工夫とチームワークを通じて、最高のサービス品質を追求していきます。

●これら全ての取り組みにより、高い技術力を持ち､自ら考え･行動し､業務の改善･改革を通じ
　てサービス品質を高め続けることが企業文化として根付いた、｢強い現場｣をつくりあげます。
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6
次代を見据えた技術をつみあげる

7

● 従業員・組織・グループ会社間のコミュニケーションをより充実
　させます。

● 人事交流をより積極的に推進し、人・組織の連携強化と幅広い
　経験を通じた人材育成を進めます。

2020までの取り組み 長期的な取り組み （2020以降）

ゼ
ロ
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
電
源
の
積
極
的
導
入

電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
さ
ら
な
る
ス
マ
ー
ト
化

電
化
推
進

安
全
確
保

安
定
供
給

※1 Integrated coal Gasification Combined Cycle （石炭ガス化複合発電）。
※2 Carbon dioxide Capture and Storage （二酸化炭素回収･貯留） 。
※3 More Advanced Combined Cycle （高効率コンバインドサイクル）。

原子力発電の利用拡大

再生可能エネルギー大量導入、
電力流通システムの効率・信頼性向上

電力流通システムのさらなる効率・
信頼性向上、 次世代運用制御技術

再生可能エネルギーの利用拡大

火力発電の高効率化・低炭素化

お客さまの省エネルギー支援

家庭用・業務用・産業用分野の電化

運輸分野の電化

保全技術の高度化

リスク管理の充実

次世代原子力発電技術

徹底した人材育成

多様な人材の活躍の促進

コミュニケーション・連携の強化



財務戦略 

● 電力自由化以降、お客さまに選び続けていただく
　 ため、徹底した設備投資の抑制・費用削減により、
　 電気料金の引下げを行うとともに、企業（財務）体質
　 を強化し、経営の持続性を保持してきました。

● これからも、低廉で安定的な電気をお届けするた
　めの取り組みが変わることはありませんが、同時
　に、新たな社会・環境貢献も追求していきたいと
　 考えています。

● ｢2020ビジョン｣では､ 戦略的なキャッシュ配分
　を行い、環境性と企業収益を両立しうる資産を
　積極的に保有することにより、持続的成長の道を
　開拓していきます。

● ｢2020ビジョン｣ の実現に向けた成長事業投資等の資金需要や財務の健全性等に配慮しつつ、株主のみな
　さまには、従来からの安定配当の継続を基本に、事業成長の成果を適切に還元していきます。

● 積極的な投資を確実に行うためには、資金が必要
　です。2020年度までの10年間で、 12兆円以上
　の営業キャッシュフローを創出し、｢2020
　ビジョン｣達成に向けた資産形成を進めます。

● 今後10年間は、それに伴い資産総額が増加しますが、
　収益力を高め、2020年度に ROA4.5%以上
　（2015年度に4.0%以上）の達成を目指します。

● 事業拡大に伴い、リスク対応力を高めることも重
　 要と考えています。2020年度までにD/Eレシオ
　1.5程度（現状の半分程度）を目安として、それ
　に近づくよう資本を蓄積していきます。

● バリューアップ planの着実な遂行により､中長
　期的な利益成長を通じて､ これら3つの視点を達
　 成します。　　　　　　　　　※については､数値
　目標を設定します。

●財務戦略で設定した各数値目標は、バリュー
　アップplan における事業戦略目標を達成した
　結果であると同時に、バリューアップplanを
　着実に実行するための基盤でもあります。

●毎年の経営計画において事業戦略目標を展開・
　管理することで、財務戦略目標の確実な達成を
　目指します。

19 20

（注）数値は全て連結。

（注）数値は全て連結。

2020ターゲット 

積極的な投資による持続的成長の実現 （財務戦略の基本的な考え方）

【非化石エネルギー発電電力量比率】

【電化開拓量（累計）】

【国内外の再生可能エネルギー導入量（累計）】

【国内電気事業以外の成長事業※の経常利益】

50%以上
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（注）電気事業者間の融通電力は考慮していません。
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（注）実績は2005年度以降の累計値。

【営業キャッシュフロー】
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※ 有利子負債残高÷自己資本。

【ROA※】
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（注）実績は現行のセグメント情報の計算方法に基づいた参考値。
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毎年の電化量実績

100億kWh
2011～15年度累計

300億kWh
1,200億円

700億円

2011～20年度累計

※ 海外事業と
　エネルギー関連・
　その他事業の合計。

（うち海外事業で2/3程度）

（うち海外事業で半分程度）

国内  40万kW

海外 175万kW

2010～20年度累計

2010～20年度累計

1,000万トン程度の
CO2排出量の
削減に貢献

海外

国内

56

558

28

2.5

0.98

3.14.0%以上
4.5%以上

2.0程度
1.5程度

12兆円以上

2011年度から
10年間の累計

【2020ビジョンにおける財務戦略の全体像】

※1 ( 経常損益＋支払利息 )÷平均資産総額。 ※2 有利子負債残高÷自己資本。　

持続的成長の実現

新たな社会・環境貢献

3つの視点

3つの手段

企業収益
積極投資に転換

通常の設備投資

2011～15年度累計で100億kWhを電化
2011～20年度累計では300億kWhの電化を目指す

費用を経営ビジョン2010期間（2004～10年度）
と同程度に抑制

2020年度において成長事業で 1,200億円の経常
利益を獲得

あらゆる分野で電化をおすすめする

事業の｢場｣を拡げる

業務効率を改善し続ける

中長期的な利益成長を達成

資金創出力の視点
営業CF総額
12兆円以上

（2020年度までの累計）

収益力の視点
ROA※1
4.5%以上
（2020年度）

財務体質の視点
D/Eレシオ※2

1.5程度
（2020年度までに）

低炭素化投資
（2.5兆円）

成長事業投資
（1兆円）

※ 　　　については、部門別に社内目標値を設定します。

（注）数値は全て連結。

事業戦略における数値目標

財務戦略における数値目標

財務戦略の展開

キャッシュフロー配分の考え方

【2020ビジョンの考え方のイメージ】

持続性を
自ら開拓

資産を保有しつつ、
企業体質を強化

新たな社会・
環境貢献の追求

成長事業投資
8,000億円
～ 1兆円

低炭素化投資
2.5兆円

自由化の中での
社会的使命の遂行

持続性を
守る

これまでの考え方

2020ビジョンの考え方

資産スリム化による
企業体質の強化



ゼロ・エミッション電源を
積極的に導入する

あらゆる分野で電化を
おすすめする

電力ネットワークを
さらにスマートにする

事業の｢場｣を拡げる

業務効率を
改善し続ける

人が活躍・連携する
強い現場を
つくりあげる

次代を見据えた
技術をつみあげる

－電気を“つくる”側の
取り組み－

－電気を“つかう”側への
働きかけ－

－“つくる”と
　“つかう”を

　“つなぐ”取り組み－
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企業行動憲章を具体的規範とし、第1の指針｢社会の信頼を大切にする経営｣を実践します。

1. 人間の尊重

　東京電力グループは、事業活動と様々な関わりを持つ方々、すなわち、お客さまや地域社会の
みなさま、株主・投資家のみなさま、ビジネスパートナー、従業員、その他社会の多くのみなさま
との対話を重ねつつ、その期待に誠実に応え、信頼をいただくことが基本的な使命であり、持続的
に成長を遂げていくための基盤であると考えます。 
　東京電力グループは、こうしたみなさまとの信頼の絆を揺るぎないものとし、企業の社会的責任を
果たすため、企業行動のあらゆる局面において、公正さや倫理を保つことを基本に、以下の原則に
基づき行動します。 

　事業活動のあらゆる場面において、安全を最優先します。また、人権に関する国際社会の基本
原則を守り、いかなる差別も行わず、個人情報の保護を徹底するなど、人権を尊重します。 

2. 企業倫理の徹底
　すべての事業活動において、関係法令、国際ルールおよびそれらの精神を遵守し、誠実に行動
するなど企業倫理を徹底します。 

3. 透明な事業活動の推進
　広く社会とのコミュニケーションを行い、透明性の高い開かれた事業活動を推進します。また、
政治・行政とは、健全かつ正常な関係を維持します。

4. 商品・サービスの品質・安全確保
　お客さまの信頼と満足をいただけるよう、品質・安全の確保に万全を期し、価値ある商品・
サービスを提供するとともに、常にその価値を高めていきます。

5. 環境問題への積極的な取り組み
　地球環境問題の解決をはじめ、自然環境や生活環境の保全・創出、最適な資源循環の実現に
積極的に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献します。 

6. 地域社会の発展への貢献
　地域の方々に事業活動を支えていただいているとの基本的な認識にたち、良き企業市民として、　
地域社会の発展に貢献する活動を行います。

7. 明るく元気な職場づくり
　安全で働きやすい職場環境を確保するとともに、従業員の人格・個性を尊重し、自主性と創造性
の発揮できる明るく元気な職場をつくります。 

2020ターゲット 

企業行動憲章

バリューアップplan

年度・計画 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

原子力発電の推進

平成23年度経営計画 3年単位で計画をローリング

原子力発電のパフォーマンス向上・新規開発
原子燃料サイクルの確立　地域のみなさまの信頼確保

新築・リフォーム両面で
オール電化を推進、
アフターサービスの充実 お客さまニーズに

お応えできる商品の
開発等により
需要をさらに深耕

社外の実証試験に積極的に参画
技術開発を推進

火力・水力発電の運用性向上等により、太陽光発電の普及を後押し

新型電子式メータを活用した省エネルギー支援、都市の低炭素化推進

電気自動車普及促進

火力発電の高効率化・低炭素化
MACCⅡ導入
石炭火力へのバイオマス燃料導入 等

お客さまの省エネルギー支援
新型電子式メータ実証試験

電力流通システムの効率・信頼性向上

不断のコストダウンを推進

｢人｣本位の経営の実践

ゼロ・エミッション電源の導入､電力ネットワークのスマート化､電化推進に資する技術の開発

安定供給・安全確保技術の開発

業務革新の推進　　 業務の簡素化・標準化・高度化 等

現場力の強化　　　 現場技術・技能の維持・向上、改善･改革文化の定着に向けた条件整備 等

ICTや蓄電池を活用した電力流通システムのさらなる効率・信頼性向上（次期配電自動化等）

再生可能エネルギーの利用拡大

再生可能エネルギーの大量導入を可能とする電力ネットワーク構築

■浮島・扇島太陽光、米倉山太陽光、東伊豆風力 国内外で新規開発を推進

■福島第一、東通

■川崎2号系列、五井1号系列

（2020年度）
非化石エネ
発電電力量
比率50%以上

国内40万kW、
海外175万kW
の再生可能
エネ新規開発

10年間で
300億kWh
を電化

CO2 排出
削減量

1,000万トン

（2020年度）
成長事業の
経常利益
1,200億円

5年間で
100億kWh
を電化産

業
用

業
務
用

運　

輸

家
庭
用

国
内
事
業

海
外
事
業

機器開発等を通じ
生産工程を含めた
幅広い用途での電化を推進

火力・原子力・再生可能
エネルギーによる
発電事業を推進

グループの強みを発揮できる
領域において事業を展開、
既存事業の着実な推進

創意工夫や技術的知見の活用
業務効率の改善結果が見える工夫
グループ一体での業務プロセス改善 等

原子力発電利用拡大、再生可能エネルギー利用拡大、火力発電高効率化・低炭素化
再生可能エネルギー大量導入対応、電力流通システムの効率・信頼性向上、お客さまの省エネルギー支援
ヒートポンプ高効率化、電気自動車・充電インフラ技術標準化 等

各施策のさらなる展開
徹底した人材育成、
ミドルマネジメント層強化
多様な人材の活躍を促進
コミュニケーション・人事交流強化 等

ウラン・LNG等の
上流事業に参画

2020年度までに持分出力を
1,000万kWに拡大

2020年度までに自社参画プロジェクト
からの調達比率を1/3 ～1/2に向上

新型電子式メータの活用も視野に
入れた新たな ICTサービスの
可能性を検討

設備投資や設備健全性を維持するための費用の
増加を、原子力パフォーマンスの向上等に
より補うことで、同程度に抑制

=

（2015年度）
 成長事業の
経常利益
700億円

費用を
経営ビジョン
2010期間と
同程度に抑制

考え方

2020までのロードマップ 

（2011年3月予定）

将来見通しの記述について
お問い合わせ先

本冊子にある計画、戦略、業績予想等に関する記述は、記述した時点で当社が入手できた情報
に基づいたものです。これらの予想・予測には、当社を取り巻く経済情勢、競合環境、関連法規、
事業開発計画、為替レート等不確実な要素が含まれており、これらの予想・予測を覆す潜在的
なリスクが顕在化する可能性もあります。したがって、将来の実際の業績・事業環境等が本冊
子の記述と異なったものとなる可能性があることをご承知おきください。

東京電力株式会社 企画部
〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
TEL 03-6373-1111（代表）  FAX 03-3596-8501

ホームページアドレス www.tepco.co.jp
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