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はじめに

　日本ベネックスは2018年、日本ベネックス

本社工場（長崎県諫早市）において屋根置き

太陽光パネルと電気自動車（以下「EV」）お

よびEVのリユース蓄電池を用いた新型蓄電

池システムを完工し、住友商事と共同で「み

らいの工場」プロジェクトを開始した。

　「みらいの工場」プロジェクトは再生可能

エネルギーとEVのリユース蓄電池システム

（400kW）およびEV10台を組み合わせて利用

し、エネルギーの効率利用と環境との共生を

実現する、スマート工場モデルの確立を目指

している。

　2018年４月に完成式典を行って以来、多く

のメディアに取り上げられ、各地から視察が

相次ぐなど全国的にも注目を浴びる取り組み

になっている。本稿では、「みらいの工場」

プロジェクトに至った背景、プロジェクトの

詳細について紹介させて頂く。

完 成 式 典 の 様 子

EVリユース蓄電池システム

電気自動車 日産e-NV200

はじめに
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環境エネルギー事業への取り組み

　日本ベネックスは1957年の創業以来、精密

板金加工技術を基盤に大型映像装置をはじめ

とした産業・電気機器製造事業を手掛けてい

る。環境エネルギー事業には2012年に新規参

入し、IPP事業（自社太陽光発電所の開発・

運営）及びEPC事業（お客様の太陽光発電所

の設計・施工）を中心とした事業展開を行っ

ている。

　IPP事業においては、2014年に当時国内最

大級の屋根借りメガソーラーとなる約2.3MW

のメガソーラーを千葉県流山市に稼働させ、

また2018年には北海道苫小牧市にて日本ベ

ネックス最大の自社発電所となる2.9MWの

メガソーラーを稼働させるなど、19件、約

13.9MWの自社発電所を運営している。EPC

事業においては、東京証券取引所インフラ

ファンド市場に上場している「いちごグリー

ンインフラ投資法人」の運用物件である「い

ちご都城安久町ECO発電所（約1.4MW）」や

東京都が進めている官民連携再生可能エネル

ギーファンド事業の投資案件である「新木場

ソーラーウェイ（約0.9MW）」を手掛けるな

ど、現在までに46件、約11.8MWの案件に携

わってきた。IPP事業とEPC事業合わせて65

件、約25.8MWの太陽光発電所の設計施工・

運営実績がある（2019年１月末現在）。

　FIT制度（再生可能エネルギーの固定価格

買取制度）に頼らないビジネスモデルの開発

も比較的早くから手掛けており、2015年には

工場の電力ピークカットを目的とした太陽光

発電蓄電池システムを開発した（「長崎県元

気なものづくり企業成長応援事業」認定事

業）。2016年には本社工場に約211kWの自家

消費型太陽光発電所を稼働させ、工場の電力

として活用している。

自社発電所の事例１：
　国内最大級の屋根借りメガソーラー

自社発電所の事例２：
　北海道苫小牧市（約2.9MW）

自家消費型太陽光発電所

環境エネルギー事業への取り組み



寄 稿

Contribute
長崎生まれのシステムを全国に

3ながさき経済  2019.3

太陽光発電を巡る環境
～「みらいの工場」プロジェクトの背景～

　2012年に再生可能エネルギーの固定価格買

取制度（FIT制度）が始まって以来、太陽光

発電は爆発的に普及してきた。FIT制度開始

前の国内太陽光発電所は約5.6GWであったが、

2018年３月末時点では75.7GWと約13.5倍に

増えている。

　一方で、当初40円／kWhであった買取価

格は2019年度には14円／kWh（500kW以上

は入札制）まで下がり、また九州本土におい

ては2018年10月より再生可能エネルギーの出

力抑制が数回にわたり行われている。太陽光

発電を巡る事業環境は厳しいものとなり、太

陽光発電事業はビジネスとして成り立たない

のではないか、と考えている方も多いと思う。

　しかし私はそう考えていない。むしろ太陽

光発電業界はこれからが本番だと考えている。

出力抑制は再生可能エネルギーを最大限導入

するための手段であり、九州は現時点で既に

世界でも有数な再エネ導入エリアとなってい

る。FIT単価の下落は国民負担の軽減につな

がり、また事業を成り立たせるためには相当

なコスト低減が必要となり業界全体が筋肉質

な体質となることにつながっている。当然の

ことながら日本ベネックスとしてもより安価

で安定的な発電所を造るために尚一層努力し

ていく。

　経済産業省は産業用太陽光発電のコスト低

減の目標として2025年に発電コスト７円／

kWhを掲げているが、私の感覚ではこの目

標はかなりの確率で実現できるのではないか

と感じている。７円／kWhであれば、火力

や原子力など他の発電方法より安い電源とな

る。さらに2030年代にはFIT制度による20年

間の買取期間が終了した発電所が大量に発生

することになる。これらの発電所は設備投資

費用を償却済みで、維持修繕費用のみでの発

電が可能であり、非常に安い発電コストの電

源となる。

　近年、事業運営に必要なエネルギーを

100％再生可能でまかなうことを目標とする

「RE100」に加盟する企業が増えてきている

が、この動きは決してCSRのみを目的として

いるのではなく、将来的に「安い電源」であ

る再生可能エネルギーを活用できなければ、

高い電気代を支払う必要があり、本業の競争

力を阻害されてしまうという強い危機感が背

景にあるものと理解している。日本ベネック

ス本社工場においては2016年に自家消費型の

発電所を設置し現在まで２年余り運用してい

るが、電気代の削減効果は大きく工場運営に

おけるコスト削減に大きな役割を果たしてい

ると強く実感している。

　将来「安い電源」となる可能性が高い再生

可能エネルギーであるが、最大の課題は不安

定な電源であるという事である。太陽光発電

は天気が良い時は発電するが天気が悪くなれ

ば発電量は急激に落ちる。もちろん夜間は全

く発電しない。再生可能エネルギーが普及す

ればするほど、火力発電所などのバックアップ

電源が必要となるという一見すると矛盾した

状況を生み出している。再生可能エネルギー

太陽光発電を巡る環境
～「みらいの工場」プロジェクトの背景～
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の火力発電所依存を緩和するために、蓄電池

が大きな役割を担うことが期待されている。

　「エネルギー産業の2050年 Utility3.0への

ゲームチェンジ（日本経済新聞出版社）」で

指摘されている通り、現時点では電力価値は

エネルギーとして消費する「kWh価値」が

最も重視されるが、将来的には発電容量を表

す「kW価値」や短期間の需給や周波数を調

整する「ΔkW価値」が重視されると考えら

れる。つまり、再生可能エネルギーの普及は

「kWh価値」の低下をもたらし、「kW価値」

と「ΔkW価値」の上昇をもたらすと考えら

れる。

　日本ベネックスが「みらいの工場」プロ

ジェクトを進める背景は、工場での電力料金

削減に加え、この「kW価値」と「ΔkW価

値」を生み出すと考えられる蓄電池の有用性

をVPP（※１）実証において検証することで

ある。

　このような背景から、「みらいの工場」プ

ロジェクトの目的は、以下のようになる。

①　工場の稼働に必要な電力の一部を太陽光

発電でまかなう事で、電気料金を削減する。

②　工場の負荷変動に応じて蓄電池を充放電

させることでピークカットを行い、電気の

基本料金を抑える。

③　蓄電池システムとEV充電でVPPの実証

実験を行う。

④　EVの使用済みバッテリーを蓄電池シス

テムに活用することで、バッテリーのリ

ユースモデル構築を目指す。

※１　VPP：バーチャル・パワー・プラントの略で、
点在する蓄電池などのエネルギーリソースを
IoTで統合し、その充放電等を制御することで
電力の需給を調整する取り組み。
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「みらいの工場」プロジェクト

　「みらいの工場」は以下の３種類のエネル

ギーリソースから構成されている。

①　屋根置き太陽光発電（創エネ）：

工場屋根に設置した太陽光発電576kW

（自家消費276kW、FIT 320kW）

②　新型リユース蓄電池システム（蓄エネ）：

定格出力400kW／容量約400kWh

（EVバッテリーを再利用したリユース蓄

電池24台分を搭載）

③　電気自動車（省エネ）：

普通充電負荷 30kW

（電気自動車e-NV200 10台）

　屋根に設置した自家消費型太陽光発電シス

テム276kWにより工場の電力需要の一部を

まかないつつ、工場の電力需要ピーク時には

EV24台分のリユース蓄電池を用いた蓄電池

システムを補助電源として活用し、契約電力

の削減をもたらす。さらにEV10台の充電タ

イミングも同時にコントロールすることで、

ピークシフトという効果をもたらすことがで

きる。

　「みらいの工場」プロジェクトで有する太

陽光発電、蓄電池システム、EVという３種

類のエネルギーリソースは、制御可能時間、

制度などにおいてそれぞれ異なる特徴を有し、

その連携により正確なエネルギーマネジメン

トや有用なVPPサービスの提供が可能とな

る。日々の運用においてその知見を蓄積し、

有用性を高めている。

　VPP実証に関しては、様々な状況を想定し

た実証実験を行っているところであるが、代

表的なVPPのイメージを次ページに示す。系

統に電気が余っている場合には蓄電池やEV

に充電し電力購入量を増やす、逆に系統に電

気が不足している場合には蓄電池から電気を

放電し電力購入量を減らす、といった制御を

行っている。

　なお、新型リユース蓄電池システムは住友

商事、富士電機と日本ベネックスの３社で共

同開発した。ＥＶのリユース蓄電池を収納す

る蓄電池コンテナは日本ベネックスと住友商

事で共同開発したものである。

用途 エネルギーリソース 仕様

創エネ 屋根置き太陽光発電 596kW（自家消費276kW、FIT 320kW）

蓄エネ 新型リユース蓄電池システム 定格出力400kW ／ 容量約400kWh
（リユース蓄電池パック24台分を搭載）

省エネ 電気自動車e-NV200 普通充電負荷30kW（EV10台充電時）

「みらいの工場」プロジェクト

「みらいの工場」の構成要素
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リユース蓄電池への取り組み

　日本ベネックスとEVリユース蓄電池シス

テムとの関わりは、2015年、住友商事が鹿児

島県甑島で行った実証事業にさかのぼる。住

友商事は2010年に日産自動車と共同でEV

バッテリーの再利用を目的としたフォーアー

ルエナジーを立ち上げ、2013年に大阪市の夢

洲にてリユース蓄電池システムの信頼性検証

を開始し、2015年には鹿児島県薩摩川内市の

甑島にて再生可能エネルギーの出力変動調整

としての蓄電センター事業に着手した。日本

ベネックスは甑島蓄電センター事業での蓄電

池コンテナの組立（主にコンテナ内に蓄電池

を収納するためのラックの据付け）、ならび

に蓄電池の実装を担当することになる。これ

が日本ベネックスとEVリユース蓄電の関わ

りの原点となる。

　日本ベネックスは先述の通り太陽光発電事

業を中心とした環境エネルギーへの取り組み

の中で、電力事情を取り巻く変化に関しても

実感を得ており、電力需要状況に応じて需要

パターンを変化させるデマンドレスポンスや

VPPに代表されるエネルギー・リソース・ア

グリゲーションビジネスの重要性が今後高ま

る事、そしてそういった仕組みの発展が更な

る再生可能エネルギー拡大につながることを

認識している。そこで、それらの取り組みに

参画すべく、住友商事の協力を得て新型リ

ユース蓄電池システムを導入し、「みらいの

工場」プロジェクトを開始するに至った。

　住友商事が先行して行った夢洲、甑島実証

からの改良点としては、コンテナへの高積載

技術の駆使が挙げられる。甑島蓄電センター

事業では１台の20フィートコンテナの中に、

リユース蓄電池12パックが収納されているが、

「みらいの工場」プロジェクトでは同サイズ

のコンテナ内にリユース蓄電池24パックと倍

リユース蓄電池への取り組み

VPPのイメージ
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の数が収納されている。１コンテナあたりの

蓄電池容量も約200kWhから約400kWhに倍

増した。これは、当社が長年の製造事業で確

立してきた技術を用いて、ラック設計や蓄電

池実装方法において改良をもたらしたことに

よるものである。

　こうしたシステムの高密度化は、経済合理

性と環境への配慮の両立を可能にし、今後の

商品展開においても有意義なものになると考

えている。

まとめと今後の展望

　「みらいの工場」プロジェクトを開始した

ことにより、日本ベネックスの工場には太陽

光発電とEVリユース蓄電池システム、EVと

様々な再生可能エネルギー関連設備が揃った。

　自ら電気をつくり工場を動かし、移動は

EVで行い、EVのリユース蓄電池とEV充電

の制御によって工場内のみならず系統側の電

力需要の負荷変動に対応する、まさにエネル

ギーの効率利用と環境との共生を実現する

まとめと今後の展望

新型蓄電池コンテナ コンテナ内に収納されているEVバッテリー
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「スマート工場」のモデルができたと自負し

ている。

　日本中を探してもこれだけの設備を揃えて

いるのは、ここ日本ベネックスの工場のみで

あり、このスマート工場を長崎発祥の「みら

いの工場」として全国に展開すべく努力して

いきたいと考えている。

　日本ベネックス本社工場においては、実証

の中で出てきている様々な課題の解決はもち

ろん、再生可能エネルギーの利用率をより一

層高めるために、太陽光発電設備の増設や蓄

電池の容量増設を行いたいと考えている。み

らいを先取りした取り組みを加速させること

で、再生可能エネルギーのより一層の普及に

少しでも貢献していきたい。

最後に

　最後に折角の機会なので本プロジェクトに

関して個人的な思いも記しておきたい。

　私が全くの別業界から日本ベネックスに

入ったのは2011年、今から約８年前になるが

当時日本ベネックスの工場を見たときに、凄

いものを造っているな、というのが率直な感

想だった。日本のものづくりはこのような現

場で支えられているのだと感動したことを覚

えている。社内には多くの「宝物」があった。

　一方で、会社や社員はその「宝物」の存在

に気づいておらず、「宝物」を生かそうとし

ていない様は非常に残念だった。その時から

私はこの「宝物」を時代に合った形に変え、

世の中に出していくことが私の大きな役割だ

と感じていた。「みらいの工場」プロジェク

トにより少しはその役割を達成できたのでは

ないかと思っている。

　おそらく当社だけでなく長崎には「宝物」

を生かせていない似たような状況の会社も多

いと思う。当社自身も「自律的に成長できる

組織づくり」を最重要課題に掲げ、様々な改

革に試行錯誤しながら取り組んでいる最中で

あるが、長崎の企業が行った取り組みの一例

として参考になれば喜ばしい限りである。

最後に


