
 
＜別紙＞ 

主な承継対象資産一覧 

1. 燃料調達事業 

承継対象資産 承継元 出資比率 事業内容 

LNG、石炭、石油等の燃料の売買契約 
東京電力 
中部電力 

－ 東京電力および中部電力が締結済みの LNG、石炭、石油等の燃料の売買契約。 

 

2. 燃料上流事業 

プロジェクト名 承継元 出資比率 事業内容 
ダーウィン LNG プロジェクト上流権益 東京電力 6.13% 豪州 LNG プロジェクト。2006 年生産開始。 

ウィートストーン LNG プロジェクト権益 東京電力 
上流 10%＊１

中流 8%＊１
豪州 LNG プロジェクト。2017 年生産開始予定。 

ゴーゴン LNG プロジェクト上流権益 中部電力 0.417% 豪州 LNG プロジェクト。2016 年生産開始。 
イクシス LNG プロジェクト上流権益 中部電力 0.735% 豪州 LNG プロジェクト。2017 年生産開始予定。 
コルドバシェールガス田開発プロジェクト 中部電力 7.5%＊２ カナダシェールガス田プロジェクト。 

フリーポート LNG プロジェクト第１系列 中部電力 25% 
米国 LNG 輸出基地。2018 年生産開始予定。JERA Energy America LLC（現社名 Chubu 
US Gas Trading LLC）においてガス調達を実施。 

＊１当社が出資する PE Wheatstone による出資比率  ＊２シェールガス田権益を保有する Cordova Gas Resources 社への出資比率 
 

3. 海外発電・エネルギーインフラ事業 

国名 プロジェクト名 承継元 出資比率 総出力 燃種 その他 
台湾 彰濱・豊徳・星元ガス火力 IPP プロジェクト 東京電力 19.5%~22.7% 1,960 MW ガス  
ベトナム フーミー 2.2 ガス火力 IPP プロジェクト 東京電力 15.6% 715 MW ガス  
UAE ウム・アル・ナールガス火力 IWPP プロジェクト 東京電力 20.0% 2,200 MW ガス  
インドネシア パイトンⅠ/Ⅲ石炭火力 IPP プロジェクト 東京電力 14.0% 2,045 MW 石炭  
フィリピン ティームエナジープロジェクト 東京電力 10.0%~50.0% 3,592 MW 石炭・ガス  

タイ 
エレクトリシティ・ジェネレーティング・パブリック・

カンパニー社 
東京電力 12.3% 4,403 MW ガス・石炭・水力等  

カタール ウム・アル・ホールプロジェクト 東京電力 10.0% 2,400 MW ガス 建設中 
タイ 籾殻発電プロジェクト 中部電力 34.0% 20 MW バイオマス  
タイ ラチャブリガス IPP プロジェクト 中部電力 15.0% 1,400 MW ガス  
タイ 工業団地内コジェネレーションプロジェクト 中部電力 19.0%~23.8% 360 MW コジェネレーション 建設中 
タイ 太陽光発電プロジェクト 中部電力 49.0% 31 MW 太陽光  
タイ ホアイボン風力発電プロジェクト 中部電力 20.0% 180 MW 風力  



国名 プロジェクト名 承継元 出資比率 総出力 燃種 その他 
インドネシア チレボン石炭火力 IPP プロジェクト 中部電力 10.0% 1,000 MW 石炭 開発中 
カタール ラスラファン B 発電・淡水化プロジェクト 中部電力 5.0% 1,025 MW ガス  
カタール ラスラファン C 発電・淡水化プロジェクト 中部電力 5.0% 2,730 MW ガス  
カタール メサイード発電プロジェクト 中部電力 10.0% 2,007 MW ガス  
オマーン スールガス火力 IPP プロジェクト 中部電力 19.5% 2,000 MW ガス  
メキシコ バジャドリドガス火力 IPP プロジェクト 中部電力 50.0% 525 MW ガス  
メキシコ ファルコンガス火力 IPP プロジェクト 中部電力 20.0% 2,223 MW ガス  
カナダ ゴアウェイガス火力 IPP プロジェクト 中部電力 50.0% 875 MW ガス  
米国 テナスカガス火力 IPP プロジェクト 中部電力 11.1%~17.5% 4,780 MW ガス  
米国 キャロルカウンティガス火力 IPP プロジェクト 中部電力 20.0% 702 MW ガス 建設中 
ヨルダン 電力セクターマスタープラン策定調査プロジェクト 中部電力 ― ― ― ― 
アフリカ南部地域 アフリカパワープール情報収集調査プロジェクト 中部電力 ― ― ― ― 
ミャンマー 送配電系統技術能力向上プロジェクト（第１フェーズ） 中部電力 ― ― ― ― 

 

4. 株式会社常陸那珂ジェネレーションの実施する火力発電所のリプレース・新設事業 

承継資産名 承継元 出資比率 事業内容 

株式会社常陸那珂ジェネレーション 
東京電力 3.45% 

石炭火力発電所の運転・保守・電力販売。2020 年度運転開始予定。 
中部電力 96.55% 

 

（注）「東京電力」は「東京電力フュエル＆パワー株式会社」を表す。 

 

以 上 




