お客様事例

株式会社 JERA
発電所価値の
最大化を目指して
データドリブンカンパニー
への変革を推進

製品・サービス・技術情報

・IBM エクスペリエンス・コンサルティング・サービス
・IBM Garage

株式会社JERA（以下、JERA）
は、日本で使用される電気の約3割をつくる日本最大の発電事業者であり、世界各地
で火力発電事業や再生可能エネルギー事業を展開するグローバルなエネルギー企業です。また、燃料である液化天
然ガス
（LNG）
の取扱量は、世界最大規模の年間約4,000万トンを誇ります。JERAは、火力発電所における運営業務
をデジタル技術によって変革する
「デジタル発電所
（Digital Power Plant：DPP）
」
プロジェクトを推進しています。世界
トップクラスのオペレーション＆メンテナンスの技術やノウハウを最大限に活用し、新たな価値創造につなげるために
は、現場の隅々にまでデータに基づく最適なオペレーションを根付かせる必要があります。業務プロセスのデジタル
変革にあたり、JERAはIBMコンサルティング・サービスを活用しました。課題の真因を探り、目指すべき将来像を
策定する準備フェーズから、構想を具現化する実践フェーズへと着実に歩を進め、大幅なコスト削減とともに、価値
を生む仕組みの構築を実現しようとしています。

課題

・火力発電所では膨大かつ多様な設備を運用しているため、必然的にオペレーション＆メンテナンス業務は
広範囲に及び、データが散在化している
・オペレーション＆メンテナンスに関する多くのユーザー技術が属人化しており、ベテランの経験や勘に依存
・環境の変化に対応するデータ活用した予測型経営へのシフト
・国内外の製造現場業務に精通し、デジタル変革の実績のあるIBMコンサルティング・サービスを採用

ソリューション

・IBMデザインシンキングやIBM Garageを用いた
「業務変革ワークショップ」
を実施し、目指すべき将来像の
策定を支援
・さまざま現場業務の課題を解決するビジネスアナリストとして手腕を発揮するほか、アジャイル開発を主導
するスクラムマスターとして全体計画をサポート

効果

・燃料の節約やオペレーションの負荷軽減により、1発電所あたり年間1億円超のコスト削減を実現
（見込）
・ゼロエミッション
（脱炭素）
を目指したESG経営の基盤への発展
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発電所全体をデジタル化し、Kaizen力と技術力を掛け合わせる
JERAは
「世界のエネルギー問題に最先端のソリューションを

定を行う
「データドリブンカンパニー」
への変革を目指して、発

提供する」
をミッションとして掲げ、クリーン・エネルギー経済

電所の業務のデジタル化、オペレーション＆メンテナンス業務

へと導くLNGと再生可能エネルギーにおけるグローバルリー

に関する価値の言語化、さらにそれを支えるツールの開発な

ダーを目指しています。

どに取り組んできました。

長年にわたり培ってきた火力発電の運転・保守
（オペレーション

しかし、現場には世界トップクラスの技術やノウハウがある一方

＆メンテナンス：O&M）
に関する技術力とノウハウを最大限に

で、それらの多くが属人化し、各発電所に散在していること

活用し、再生可能エネルギーの不安定な出力を補う全体最

から十分に活用されていない課題がありました。同社ではこう

適のプラント運用およびそれを可能とする弾力的な燃料調達

したプロフェッショナルの技術を一元管理し、活用を促進して

を実現。さらには洋上風力発電やバッテリーなどを導入した、

自社の強みに変えたいという思いがありました。JERA 経営

機動力の高い発電システムを構築していくというビジョンを描

企画本部 デジタルトランスフォーメーション室 室長の一倉 健悟

いています。

氏は、こう補足します。

そうした中でJERAが推進しているのが、
「DPP（Digital Power

「真の意味の全体最適は、発電所の設備から働く人まですべ

Plant：デジタル発電所）
」
と呼ぶプロジェクトです。JERA O&M・

てのデータを一気通貫でつなぐことではじめて成しえることが

エンジニアリング本部においてデジタルパワープラント推進部

できます。そこに向けて、発電所まるごとの変革、データに基

の部長を務める手川 典久氏は、この取り組みを次のように説

づく予測型経営を目指すことになりました」

明します。

1日も早く変革を進めることが重要だと考えた同社は、パート

「JERAは国内外で約8,000万キロワットの発電所を保有・操

ナーとしてIBMを選定します。

業しており、発電方式も多岐にわたります。DPPプロジェクト

「スピード感をもって変革を遂げるための最適な手段として

はこれらの火力発電所の運営業務をデジタル技術によって変

IBMの協力を得たいと考えました。ある大手航空会社の方か

革させる全社規模の施策であり、O&Mのソリューションにお

ら
『現場が変わった』
という声を聞くとともに、その成功要因と

ける世界トップクラスの競争力と市場対応力を確立していくこ

してIBMのコンサルタントの貢献があったことを知り、同様の

とを目指しています」

変革をJERAでも起こしたいと思ったのがそもそものきっかけ

JERAでは、これまでもデータに基づき迅速かつ正確な意思決

です」
（一倉氏）

［図］JERAの目指すデジタル発電所の将来像

Kaizen等のユーザー技術を含む、
「発電所の設備と人の仕事」
をパッケージ化
（標準化・デジタル化）
メンテナンス

オペレーション

信頼性を備えたメンテナンス計画を
策定。データ化したノウハウと予知
保全アプリにより、
ライフライクル最
適化をサポート

データ活用により、最適な操作を実施。
巡視業務や日誌入力業務はモバイル
アプリで仕組化

パフォーマンス管理

性能管理

健康/安全/危機管理/環境保全

デジタルツインにより、最適な運
転状態やパラメーターを算出し、
パフォーマンスを維持・向上

データやAIを活用した高度なO&Mを
アプリケーションに実装し、価値を
確実に生む仕組みを構築

災害・事故発生時の対応や資料
作成を仕組化し、アプリ化により
対応業務をサポート

AI
&
現場力

資料：当図は株式会社JERAの発表資料を基に加工して作成
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Digital Power Plant

喧々諤々の議論を交わしながら、一体となってJERAの将来像を描いた
DPPプロジェクトは
「オペレーション」
「メンテナンス」
「性能管理」

将来像を策定しました。

「パフォーマンス管理」
の4項目から構成されています。

オフラインで実施されたワークショップには、各発電所から約

オペレーションについては、安全性を大前提とした上で熱効

70名のメンバーが参加しました。発電所のメンバーにはベテ

率や業務効率を高めていきます。変化する状況をリアルタイム

ランも多いだけにデジタル変革をテーマにうまく議論が噛み合

に把握し、データを活用しながらその時々で最適な操作を実

うのかどうか、本社側では当初は少し不安も抱えていたとい

施します。メンテナンスについては、設備の高い信頼性を維持

います。JERA O&M・エンジニアリング本部 デジタルパワー

するためにコストや期間などを最適化しつつ、データを活用し

プラント推進部 統括ユニット課長代理の足立 貞雅氏は当時を

た計画を策定します。また設備にトラブルが発生した場合の迅

振り返ります。

速な復旧・再稼働を支えます。性能管理については、発電効

「こうしたケースでは、社内研修などでは往々にして“やらされ

率を高めるための発電設備のパフォーマンスを維持・向上し

感”が出がちです。ですが、IBMのコンサルタントは
『圧倒的な

ます。パフォーマンス管理については、発電所の財務指標に

当事者意識』
という言葉を使い、参加者一人ひとりが将来どの

加え、HSSE（健康、安全、危機管理、環境保全）を重要な

ような働き方をしたいか、皆でつくっていこうと、終始、自分

指標として捉えつつ、経営の基盤を固めていきます。

事化を仕向けるようなファシリテーションをしてくれました。
そして喧々諤々の議論を交わしながら、一体となってJERAの

DPPプロジェクトのねらいは単に業務を効率化・最適化する

将来像を描くことができました」

だけではなく、現場の従業員の働き方や役割そのものをシフト

一倉氏も、
「プロジェクトの成功要因の一つは、掲げた目標の

していくという側面もあります。一倉氏は、
「DPPプロジェクト

もとで全員が同じ認識で動くことだと考えますが、実際にそう

はあくまでも価値を生むための変革であり、現場の優秀な

できるかというと難しいものです。ですが、IBMのコンサルタン

オペレーターを例えばデータサイエンティストにシフトすると

トは皆がイメージしやすい、現場で馴染んだわかりやすい単

いった、人の役割自体も変革するという目標をもっています」

語を使うなど、細部まで工夫してサポートしてくれました」

と話します。
こうしてDPPプロジェクトの中でIBMコンサルティング・チームと

さらに、このワークショップを通じて描かれたさまざまな構想

の共創を2020年8月よりスタート。IBMコンサルティング・チー

を具現化していく実現フェーズにも、コアメンバーが引き続き

ムが国内の発電所を視察し、40名以上の所員に対してヒアリ

参画し、IBMのコンサルタントと共にプロジェクトを推進して

ングを行い、課題の真因を探ることから活動が始まりました。

いる過程にあります。

「実際にOT（制御システム）
に関するオペレーションも見ていた

「私たちがIBMに期待するのは、ユースケース単位で定めてい

だきました。変革のためには、私たちもノウハウのかたまりで

る変革した姿の達成、すなわち将来像を実現することにあり、

ある業務プロセスをさらけだす必要があると考えました」
と

さまざま現場業務の課題を解決するビジネスアナリストとして

手川氏は話します。

手腕を発揮していただいています。また、個々のアプリに関し

この準備フェーズで徹底して行われた課題の理解と共有が、

てもアジャイル開発を主導するスクラムマスターとして全体計

その後のプロセスに大きく生かされています。

画を立てるほか、目標を実現するためのツールの整備などで

2020年10～12月の約3カ月間をかけて、IBMエクスペリエン

もサポートをいただいています」
（一倉氏）

ス・コンサルティングのメニューであるIBM Garageを用いた

こうした取り組みの先で、
JERAでは2023年3月までにDPPパッ

「業務変革ワークショップ」が行われ、発電所が目指すべき

ケージを完成させる計画です。まずは碧南火力発電所と川崎

株式会社 JERA
O&M・エンジニアリング本部
デジタルパワープラント推進部
部長

経営企画本部
デジタルトランスフォーメー
ション室

手川 典久 氏

室長
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一倉 健悟 氏

O&M・エンジニアリング
本部 デジタルパワープラント
推進部 総括ユニット
課長代理

足立 貞雅氏

火力発電所の2カ所のモデル発電所に適用して効果を実証し

所に順次横展開を図り、火力発電所の未来形を世に示すとい

たのち、現在JERAが新たに建設を進めている4カ所の発電

う目標を立てています。

1発電所あたり年間1億円超のコスト削減が見込まれる
上述のようにDPPプロジェクトは現在も進行中にありますが、

減が見込まれています。今後、オペレーション＆メンテナンス

そうした中もすでに多くの成果があらわれ始めています。

の高度化により収益機会の拡大とさらなるコスト削減が期待

「これまでベテランオペレーターの気づきが手書きメモなどで

できます」
と一倉氏は強調します。

散逸していたような現場において
『これって異常だな』
と思った

さらに今後に向けてJERAが強く求められているのがESGへの

判断をその場でデータ化し、設備と結び付けて登録できる

取り組みであり、そうした中でもDPPは重要な役割を担ってい

モバイルアプリを第一弾として作りました。このアプリは碧南

くことになります。

火力発電所で試用中にあり、現場の意見を取り入れながら

「JERAでは、ゼロエミッション火力発電と再生可能エネルギー

ブラッシュアップを進めています。また、今後の電力需要を

で2050年にCO2排出ゼロを目指すというロードマップを公表

予測・可視化してオペレーション＆メンテナンス計画の調整を

していますが、これを実現するためには緻密なCO2のマネジメ

図るなど、市場を意識した気づきを促すアプリの試運用も始

ントが不可欠となります。燃料調達から輸送、そして発電に至

めています」
と足立氏は話します。

るバリューチェーンを一貫したデータ管理によってはじめて脱

一方ではAIを活用したオペレーション最適化へのチャレンジも

炭素は実現されるものであり、あらゆるオペレーション＆メン

進んでいます。

テナンスのデジタル化が必須です」
と手川氏は語り、DPPプロ

「たとえばボイラーの最適な燃焼状態を維持するためには、燃

ジェクトをさらに強力な体制で推進していく考えです。

料と空気の絶妙なバランスがとれた複雑な制御を行う必要が
あり、これまでベテランエンジニアの勘と経験に依存していま
した。そうして現場で属人化された判断をAI化しようとしてい
ます。また、膨大な燃焼調整試験に基づいて蓄積されたデー
タをディープラーニングさせることで、最適な燃焼状態を導き
出すことを目指しています」
と手川氏。実際、これらの取り組
みは燃料の節約やオペレーションの負荷軽減につながってお
り、
「運用状況により、1発電所あたり年間1億円超のコスト削

左から、一倉氏、手川氏、足立氏
＊新型コロナウイルスの拡大防止に最大限配慮し、写真撮影時のみマスクを外しています。

株式会社 JERA
〒103-6125 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 日本橋髙島屋三井ビルディング25階
https://www.jera.co.jp/
2015年4月に東京電力と中部電力との燃料上流開発・調達から火力発電までのバリューチェーン全体に係る包括的アライアンスに基づ
き、日本に国際競争力のあるエネルギー企業を創出することを目指して設立。段階的に事業統合を進め、2019年4月にバリューチェーン
を確立し、国内火力発電の半分を占める発電能力と、世界最大級の燃料取扱量を誇るエネルギー企業となった。
「世界のエネルギー問題
に最先端のソリューションを提供する」
ことをミッションとし、2020年10月に2050年に国内外の事業から排出されるCO₂を実質ゼロにする
「JERAゼロエミッション2050」
を公表。ゼロエミッションの実現を通じて、持続可能な社会の発展に貢献するとともに、企業価値を高め
ることで、世界中の人々から必要とされるグローバル企業を目指す。
このカタログの情報は2021年12月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。記載の事例は特定のお客様に関するものであり、全ての場合において
同等の効果が得られることを意味するものではありません。効果はお客様の環境その他の要因によって異なります。製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくは
ビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
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