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大規模電源と分散型電源が共存した、電気・
熱を双方向に融通する供給

＜電気＞
再エネ、小規模電源、需要家設備、IoT技術
も活用した双方向での供給・調整

＜熱＞
面的融通による効率的なエネルギー消費

＜プレーヤー＞
自由化により多様な事業者が参入（電力、ガ
ス、通信、運輸、需要家等）

エネルギーシステムの変革（集中から分散共存へ）

経済性の優れる大規模電源・大規模送電によ
る一方向の供給

＜電気＞
需要に合わせて、化石燃料等による発電を活
用した一方通行での供給・調整

＜熱＞
個々の需要家のみの消費で熱利用は進まず

＜プレーヤー＞
垂直統合型電力、垂直統合型ガス会社

これまで 今後
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 エネルギーシステムの構造変化により、以下のような課題が顕在。

 特に、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた対応が課題解決の鍵となる。

エネルギーシステムが直面する課題

1. 長距離・大量送電を前提にした電力供給システムの変革

2. エネルギーセキュリティ、経済効率性、環境適合の実現（３E）

3. 需要が伸び悩む中、再エネ普及拡大により、火力の稼働率低下

4. 再エネの主力電源化のため、低コスト化、系統増強、調整力確保

5. 熱利用も含む省エネの更なる深堀

6. 水素の利活用

7. 防災性に優れた強靭なエネルギーシステムの構築
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 世界的には、再生可能エネルギーの発電コストが急速に低減し、導入量が急増

→他の電源と比べてもコスト競争力のある電源に

 「SDGs（持続可能な開発目標）」の国連での採択や「パリ協定」の発効、ESG投資の進
展等、脱炭素化に向けた情勢変化が加速

 我が国においても、再生可能エネルギーをコスト競争力のある「主力電源」とすることが必要

再生可能エネルギーを取り巻く状況の変貌
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IEA「World Energy Outlook 」2016～2018年度版より資源エネルギー庁作成

世界全体の既存発電設備容量（ストック）世界の太陽光発電と陸上風力発電の発電コスト

IEA Renewables 2017をもとに資源エネルギー庁作成

（GW)

再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会の
第二次中間とりまとめの説明スライドを一部編集



 自然変動再エネ（太陽光・風力）の導入拡大により、「調整力」を効率的かつ効果的に確保するこ
とが、国際的に見ても課題に

 日本においては、火力発電等の調整力に依存するモデルから、再エネ自身も一定の調整力を具備
するとともに、市場等を活用した効率的な調整が行われるモデルへ転換し、また、九州エリアにおける
出力制御から得られた示唆も踏まえた、調整力の確保・調整手法の高度化に向けた検討も必要

 将来的には、調整力のカーボン・フリー化を進めていくことも重要

再エネの主力電源化に向けた対応①（調整力の確保に関する現状と課題）
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フェーズ１：系統に対して顕著な負荷無し

フェーズ２：オペレーターが認識できる負荷が発生

＜各国の変動再エネ比率と運用上のフェーズ（2016）＞

（出所）IEA「System Integration of Renewables」を基に作成

＜2018年5月3日の九州の電力需給実績＞

フェーズ４：特定の時間に再エネの割合が大きくなり安定性が重
要になる

フェーズ３：需給の変動に対応できる調整力が必要となる

各フェーズの特徴

再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会の
第二次中間とりまとめの説明スライドを一部編集



5再エネの主力電源化に向けた対応②（調整力の確保に関する具体策）

再エネの出力制御量の低減・調整力確保に向けた方策

調整の必要性自体を減らす取組

• 再エネの大量導入を見据えたグリッドコードの整備（再エネ電源等への調整力の具備）
＜風力発電＞
全国大で適用可能な要件の早期ルール化・適用開始【➡2021年度以降順次導入】

＜太陽光発電等＞
各電源に求めるべき制御機能、既設電源への対応等について検討

• 地域間連系線の一層の活用方策（エリアを越えた柔軟な調整）
【➡需給調整市場の検討と併せて議論】

• オンライン制御の拡大

• 再エネに起因するインバランスを抑制するための実現可能な方策の検討
 発電量の予測精度向上 【➡2019年度中目途】

 全体のインバランス設計

• 一般送配電事業者の調整力確保にかかる費用をFIT交付金により負担する仕組の構築
 再エネ予測誤差の削減について広域機関が監視・確認 【➡2020年度を目途に具体化】

 予測誤差を削減し確保するべき調整力を減らすインセンティブ

次世代調整力の活用

• 上げDRの制度整備に向けた省エネ法上の扱いについて検討【➡2019年3月中旬実施】

• カーボン・フリーな次世代調整力の実用化に向けた研究開発・実証の着実な実行
 蓄電池
 バーチャルパワープラント（VPP）
 Power-to-Gas（水素）

再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会の
第二次中間とりまとめの説明スライドを一部編集



VPPアグリゲーターによる余剰電力の活用

 ダイナミックプライシングやメリットオーダー等に基づき、余剰電力を集約し、需要家の利益
の最大化を図ることが可能となる。

 例えば、卸電力市場の取引価格に応じて、電力量(kWh)として余剰電力を提供する
ことや蓄電池を制御することで収益を最大化するなど、VPPアグリゲーターを介することで
新たな付加価値が創出される。

 これは、DRによる需要側の取組だけでなく、2019年秋以降に出現する卒FIT太陽
光の他、蓄電池、小規模電源等を活用した供給側の取組となる。

VPPアグリゲーターによる家庭内電力の制御のイメージ
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＜蓄電池で制御する場合＞ ②蓄電池を制御し、
調整力等を提供
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【参考】卒FIT太陽光発電の活用モデル

 住宅用太陽光発電が2019年11月以降順次、FIT買取期間を終え、投資回収が済んだ安価
な電源として活用されることや、住宅用太陽光発電の買取価格が家庭用小売料金の水準
（24円/kWh）と同額になり、自家消費の経済的メリットが大きくなることから、今後、家庭に
おける再エネ活用モデルとして、以下のような事例が考えられる。

①住宅用太陽光と蓄エネ技術を組み合わせた効率的な自家消費の推進

②アグリゲーターによる、系統や蓄電池等を活用した家庭の余剰電力の有効活用

③住宅用太陽光の自立運転機能の活用やエネファームなど他電源等と組み合わせた災害対策

（出典）費用負担調整機関への交付金申請情報、設備認定公表データをもとに作成。一部推定値を含む

【10kW未満太陽光の買取価格の推移】【FITを卒業する住宅用太陽光発電の推移（年別）】

第10回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（18年11月21日）資料２を一部編集
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【参考】価格シグナルに基づき、分散型エネルギーリソースを制御する例

 電力の需給状況により卸電力市場価格は変動するが、家庭電気料金もそれに連動して変動す
ることも可能（ダイナミックプライシング）。

 電力システムに存在する価格シグナルに基づき、分散型エネルギーリソースを制御し出力を増減さ
せることで、電力システム全体で経済的なエネルギー利用が可能となる。

需給状況に応じて卸電力市場の価格が変化し、
分散型エネルギーを制御するイメージ
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 価格シグナルによるダイナミックプライシングまたはメリットオーダーに基づき電力需給調整を実施し、
電気、熱、自動車がエネルギーを融通しあうエネルギー最適活用社会の実現

 大規模電源と分散型電源が共存し、電気は広域で融通し、熱はエリアで面的最適化

 電力インフラにかかる社会コスト減、エネルギー効率向上、再エネが主力電源化

⑩コミュニティバッテリー
(複数ビルで蓄電池共有)

9VPP技術が可能にする社会 ~全員参加型 エネルギー双方向調整社会へ~

①V2G（EVが系
統安定に貢献）

⑨CHPによる再エネ需給
調整と熱の面的利用

⑦PVとバイオガス発電に
よる熱電併給と需給調整

⑧P2G（風力、PV、
の余剰を水素貯蔵）

⑤PV、EV、蓄電池で
区画内で電力融通

⑪蓄電所(系統直付蓄電池が需給調整)

④V2B（Work 
place charging）

③FCVから
宅内給電 ⑥EV・FCV、バス

FC

②P2H（PVとエコ
キュートの活用）

FC

FC

FC



ERAB検討会（2018年度の成果と2019年度の予定）

2018年度の主な成果

1.「ERABガイドライン」を改定（2019年4月1日公表予定）

 一般送配電事業者が需給調整するためにDRによって生じた電力量を調達する取引において、ネガワット調整金
の基本となる計算方法等を明示

2.需給調整市場の三次調整力②（45分応動）におけるDR・VPPによる電力量に関するアセスメ
ント方法を整理

3. 三次調整力②において、指令値への追従性の確認に用いる基準値、精算時に用いるベースラインの設定方法等
を整理

3.「ERABに関するサイバーセキュリティガイドライン」の改定原案を作成（2019年3月19日）

4. ERAB事業者が需給調整市場に参画することを踏まえて、事業者等に求められるサイバーセキュリティ対策を改正

4.遠隔で指令を送信する通信プロトコルの仕様書等を改定（2019年4月1日公表予定）

5. ERAB事業者へのアンケート結果を踏まえて、OpenADR（送配電事業者とERAB事業者間の通信プロトコル）
に関する「ディマンドリスポンス・インターフェース仕様書」等を改定

2019年度の主な予定

1.三次調整力②において、ERAB事業者と小売電気事業者の間の取引ルールの検討

2.三次調整力①（15分応動）において、DR・VPPによる電力量に関するアセスメント方法の検討

3.海外事例を踏まえて、「ERABに関するサイバーセキュリティガイドライン」を改定




