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ネガワットWGからの報告 
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 2017年中に「ネガワット取引市場」を創設するに
当たり、現行「ネガワット取引に関するガイドライ
ン」の改定を検討。 

 6月23日を締め切りとして、改定案についてパブ
リックコメントを実施。 

 6月末を目途に改定予定。 
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ネガワットWG概要 

【出席者】（５０音順、敬称略） 
 
学識経験者及び関係事業者 
秋山 一也 株式会社エネット 経営企画部長 
石井 英雄 早稲田大学 先進グリッド技術研究所 上席研究員 
市村 拓斗 森・濱田松本法律事務所 弁護士 
市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長 
内田 明生 エナノック・ジャパン株式会社 取締役 
大橋 弘 東京大学大学院 経済学研究科 教授 
大山 力 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授 
小坂田 昌幸 株式会社東芝 エネルギーシステムソリューション社 
 サービス・ソリューション技師長  
塩川 和幸 東京電力パワーグリッド株式会社 技監 
永井 卓 株式会社ＮＴＴファシリティーズ スマートビジネス本部 
 エネルギーサービス部 サービス開発担当部長 

長尾 昂 株式会社エナリス 経営戦略部 部長 
西村 陽 関西電力株式会社 お客さま本部 担当部長 
古田 裕和 中部電力株式会社 販売カンパニー 
 事業戦略室 戦略グループ 課長 
 
関係機関 
石坂 匡史 電力広域的運営推進機関 企画部 部長 
岩男 健佑 電力取引監視等委員会 総務課 課長補佐 
國松 亮一 一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 
 
【事務局】 
 資源エネルギー庁 
 省エネルギー・新エネルギー部 新産業･社会システム推進室 
 電力・ガス事業部 政策課 電力市場整備室  
 

開催日程 

第1回 2016年4月21日（金） 

第2回 2016年5月20日（金） 

概要 

出席者 
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【参考】「ネガワット取引市場」創設に向けたスケジュール 
                       

論点①：改正法施行日の決定 
論点②：インバランス供給の対象となるネガワット取引の範囲 
論点③：ネガワット事業者に求める規律 
論点④：取引ルール整備 

電力基本政策小委員会 
(第５回:平成28年3月30日)より抜粋 
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「ネガワット取引に関するガイドライン」改定のポイント 

 改定のポイントは以下のとおり。 

【改定のポイント1】 
ベースライン 

【改定のポイント2】 
売上補填 

 補填価格の決定タイミング、計算方法、補填のタイミング 

 標準ベースラインの改定 
 ベースラインの選択フローの変更 
 需要家のグループ化の容認 
 確定数量契約の場合のベースライン 

【改定のポイント3】 
その他 

 ガイドラインの全体構成、需要増に関する記載等 



5 【参考】ネガワット取引に関する類型について 
 ネガワット取引は、その形態により以下の３つに分類される（下記参照）。 
  類型１①：小売事業者が自社の需要家からネガワットを調達するもの 
  類型１②：小売事業者が他社の需要家からネガワットを調達するもの 
          ※2017年中にこの類型に基づいた「ネガワット取引市場」が開設される予定 
  類型２  ：一般送配電事業者が需給調整のためにネガワットを調達するもの 

類型１① 類型１② 類型２ 
類型の種類 
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※「売上補填」の表現の方法は調整中 



反応時間・持続時間が比較的長いＤＲ※１ 短いＤＲ※２ 

ベースライン 
（ＢＬ） 

【標準ＢＬ】 
Ｈｉｇｈ ４ ｏ

ｆ ５ 
（当日調整あり） 

【代替ＢＬ】 
Ｈｉｇｈ ４ ｏ

ｆ ５ 
（当日調整なし） 

【代替ＢＬ】 
同等日採用法 

 

【代替ＢＬ】 
事前計測 

 

【代替ＢＬ】 
発電機等計測 

 

【標準ＢＬ】 
事前・事後計測 

 

ＢＬの 
算出単位 需要家単位 需要家単位 需要家単位 需要家単位 発電機等単位 需要家単位 

ＢＬの 
算出方法 

直近５日のうち 
需要の多い４日の
平均（※土曜、
日曜、祝日の場合
は、直近３日のう
ちの２日） 

直近５日のうち 
需要の多い４日の
平均（※土曜、
日曜、祝日の場合
は、直近３日のう
ちの２日） 

ＤＲ発動時間を
除く時間帯の過去
３０日間の需要
データのうち、 
発動日との差が最
も小さい非発動日
３日間（＝同等
日）の平均 

ＤＲ実施時間の 
４時間前～１時
間前の平均 

発電機又は蓄電
池等の専用メー
ターによる計測 
（ベースラインは 
常にゼロ） 

ＤＲ発動の予告よ
りも前の一定時間
帯の需要データの
平均 

当日調整 
の有無 当日調整あり 当日調整なし 当日調整なし 当日調整なし 当日調整なし 当日調整なし 
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※１ 小売事業者がアグリゲーター等の間での電力量の取引等を想定。 
※２ 送配電事業者によるリアルタイム市場等での予備力・調整力の取引等を想定。 

ベースラインのメニュー 

【参考】ベースラインとは 
 ネガワット取引で取り扱われる需要削減量は、節電要請がなかった場合の想定の電力消費量（ベースライ

ン）と実際の電力消費量の差分である。 

 ベースラインの把握には何らかの推計が必要であり、反応時間・持続時間が比較的長いディマンドリスポンスに
ついては過去の需要データから推計する方法を、比較的短いディマンドリスポンスについては実施時間帯の前後
の需要量から推計する方法を、それぞれベースラインの原則となる標準ベースラインとする。 

 ただし、特に反応時間・持続時間が比較的長いディマンドリスポンスについては、需要パターンによっては標準
ベースラインが適切な推計とならない場合もあることから、標準ベースラインが妥当でないと判断される場合には、
例外的なベースラインとして代替ベースラインによるものとする。 
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ベースラインの 
算定・提出 

7 

【改定のポイント1－1】 標準ベースラインの変更 
 現状の標準ベースラインの算出にあたっては、当日補正のためにDR発動1時間前までの需要量
データが必要であるため、それからベースラインの算定を行うとベースラインの提出期限（ゲートク
ローズ:実需給断面の1時間前）までに間に合わない。 

 そこで、当日補正のための需要量データの範囲を、現行の「DR発動4時間前～1時間前」から、
「DR発動5時間前～2時間前」と改定する。                                                                      

※ゲートクローズ＝発電事業者、小売電気事業者から系統運用者への需給計画の提出締切 
 DRアグリゲーターの取引フロー 

T T-1時間 T-2時間 T-4時間 T-3時間 

標準ベースラインの当日補正のための 
需要量データの収集 

（DR発動の5時間前から2時間前の6コマ） 
系統機関へのベースラインの 

提出期限 

時刻 

DR発動 

T-5時間 

標準ベースラインの当日補正のための 
需要量データの収集 

（DR発動の4時間前から1時間前の6コマ） 
改定前 

改定後 ベースラインの 
算定・提出 
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【改定のポイント１－２】ベースラインの選択フロー 
 当日調整を行うためのデータ（DR発動の５時間前から２時間前の需要データ）の取得に時間がかかる場合

（一般送配電事業者経由で需要データを取得する場合など）や取得したデータの処理に時間がかかる場合
などは、標準ベースラインの提出がゲートクローズ※に間に合わない可能性がある。 

 他方、代替ベースライン（High 4 of 5（当日調整なし））であれば、上記の課題は発生しない。 

 そこで、類型１②においては、ベースラインの選択フローにおいて、当日調整に対応できるかの条件を組み込み、
その条件が満たせない場合は、代替ベースライン（High 4 of 5（当日調整なし））を採用し得ることを明
示する（以下、フロー図の赤枠）。   

• ベースラインの設定方法（類型１②） 
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【改定のポイント1－３】 需要家のグループ化 
 家庭など、小口の需要家については、多くの場合、RRMSE※が大きくなってしまい、ベースラインを
設定することができない。しかし、一定数の需要家をグループ化すれば、需要変動が平準化され、
ベースラインの設定が可能となるケースもあると想定される。また、高圧以上の需要家においても、
同様に、グループ化した方が望ましいケースがあるものと考えられる。 

 そこで、一定の条件の下、複数の需要家をグループ化して、グループ全体のベースラインを設定
することも許容する。 

※RRMSE（Relative Root Mean Squared Error)                            
＝相対平均二乗誤差。予測値が正解からどの程度乖離しているかを示す指標。この場合、ベースライ
ンと実際の使用量がどの程度乖離しているかを数値化する。 

小売X 

需要家 
X1 

需要家 
X2 

需要家 
Xi 

・・・ ・・・ 

アグリゲーター 

需要家 
Xn-1 

需要家 
Xn 

DR指令 

複数の需要家をグループ化して 
ベースラインの設定をすることを認める条件 

：ベースライン設定の単位 

需要家を 
グループ化して
ベースライン設定 

複数の小売事業者にまた
がった需要家をグループ化し
てしまうと、小売事業者間の
インバランスの切り分けが煩
雑になってしまう。 

【条件】 
グループ化の対象が、
同一の小売事業者と
契約している需要家で

あること 
DR指令 DR指令 
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 確定数量契約（小売と需要家の間で事前に決めた量（確定数量）の通りに小売供給する
契約）を締結している需要家をDR対象需要家とした場合、この確定数量をベースラインとして
採用する。 

契約された確定数量を需要家X1のベー
スラインとして採用 

小売Xと需要家X1との間で確定数量契約を締結している場合 
かつ 

需要家X1をDR対象需要家とする場合 

小売-需要家-アグリゲーターの関係 

小売X 

需要家 
X1 

需要家 
X2 

需要家 
Xm 

需要家 
Xn ・・・ 

DR発動 

・・・ 

アグリゲーター 

【改定のポイント1－４】 確定数量契約の場合のベースライン 

確定数量契約 



類型１② 
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【参考】売上補填 ※「売上補填」の表現の方法は調整中 

 類型１②においては、当該需要削減による小売Ｘ売上の減少に応じて、需要家又はア
グリゲーターが小売Ｘに対して補填を行うべきかを契約において規定する必要がある。 

需要削減に応じた、 
売上補填を行う必要 
がある 
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 補填価格の決定タイミング：ディマンドリスポンス発動前 

 補填価格の計算方法： （１）電力量料金単価（実績値）– 託送料金（従量料金のみ） 

                                 （２）電力量料金単価（参考値）– 託送料金（従量料金のみ） 

                                 （３）卸取引所（スポット市場）の平均価格 

                                 （４）当該時間の卸取引所（スポット市場）価格 

                                  ※市場環境等に応じて、適切な方法を参照できる様に、複数パターンを例示 

 補填のタイミング：インバランス精算と同じタイミング 
「卸取引所（スポット市場）の 平均価格」に関する計算方法 

【改定のポイント２】売上補填  ※「売上補填」の表現の方法は調整中 
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【改定のポイント３】 その他 
 ガイドライン全体構成を読みやすいように変更する。 
 需要家の取組みとしてのディマンドリスポンスは、需要削減（ネガワット）のみならず、需要増加も含む包括的

な概念である。総論部分において、需要増に関する記載も追加する。 
 総論部分において、類型１①、類型１②、類型２に関し、契約関係のイメージを追加する。 

改定候補 該当箇所 改定の方向性 
（事務局案） 

全体構成の変更 全体 項立てや記載の順序を変更 
ディマンドリスポンス導入の背景 第1章 第1節 1. 需要増に関する記載を追加 
ガイドラインの改定 第1章 第4節 

 
今後、需要増に関してもガイドラインを整備することに言及 

類型の種類 第1章 第3節 1. 類型のイメージを記載 
ベースラインの基本的な考え方 第2章 第2節 2. 需要家をグループ化したベースラインについて追記 
標準ベースラインの設定方法 第2章 第3節 ２． 類型１②における当日調整の対象時間の変更 
代替ベースラインの設定方法 第2章 第3節 ２． 標準ベースラインのゲートクローズ前提出が難しい場合のフォ

ロー 
小売事業者への補填 第4章 第2節 3． 補填価格の例示を修正・追記 
確定数量契約について 第2章 第3節 ２-4． 

第4章 第2節 3． 
ベースラインの取扱及び売上補填の取扱を追記 
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当面のスケジュール案  

 5月25日（水）～6月23日（木）パブリックコメント 
 6月30日（木） ガイドラインの改定（予定） 
 7月以降 第３回ネガワットＷＧ(P) 
    類型２におけるベースライン・事業者間の取引ルール、ネガワット取引の普及 等 

※議論の進捗状況等によって変更の可能性がある。 



今年度のVPP構築事業費補助金 
(高度制御型DR部分)の概要 
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 電力会社がアグリゲーターへ発動可能なDRメニューを、以下3種とする。 

DRメニューの概要 

注１：土曜・日曜・祝日はＤＲ発動日から除くこととする。 
注２：いずれのベースラインを採用するかは実証が開始される前に確定し以降の変更は認めないこととする。 

要件＼メニュー 10分前予告DR 1時間前予告DR 4時間前予告DR 

反応時間 
(一般送配電事業者による予告のタイミ
ング) 

DR発動の10分前 DR発動の1時間前 DR発動の4時間前 

最低契約容量 
（一般送配電事業者との 
最低契約容量） 

－ － 3MW 

計測単位 5分単位のkWh値 30分単位のkWh値 30分単位のkWh値 

DR 発 動 の 
時 季 、 
時間帯注 

夏(8･9月) 13～17時 13～17時 13～17時 

秋(10月) 13～17時 13～17時 13～17時 

秋(11月) 9～11時、17～19時 9～11時、17～19時 9～11時、17～19時 

冬(12･1月) 9～11時、17～19時 9～11時、17～19時 9～11時、17～19時 

高度制御に係る要件 一般送配電事業者とのＤＲ契約容量に対して、
90％～110％の範囲で需要削減を行うこと。 

一般送配電事業者との
ＤＲ契約容量に対して、
90％以上の需要削減
を行うこと。 
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実証結果の取扱い 
 本実証は、一般送配電事業者が調整力としてDRを活用することを想定している。 
  「電気事業法上の一般送配電事業者と連携したDRシステムを構築し、そのシステムを  
   活用したネガワット取引を、一般送配電事業者が調整力として活用する場合の有効 
   性評価に資する実証を行います。」（実証事業公募要領の記載から抜粋） 
 
 一方、現在、制度設計専門会合において調整力公募の方針が議論されており、本年

10月頃には、各一般送配電事業者から調整力の公募要領が公表されることとなってい
る。（次スライド参照） 

 
 そこで、実証に参加している一般送配電事業者は、今後の調整力の公募にあたり、実
証結果を以下のとおり有効に活用することとする(今年度は可能な範囲で活用する)。 

 （１）公募調達において各アグリゲーターの実績を参考にして技術評価を行う。 
  （２）DRを導入した場合に系統運用に与える影響を検証する。 
 （３）実証結果を参考にして公募要件を検討する。 
      注)公募要件の決定にあたっては、個社の検討結果だけでなく、他の一般送配電事業者も含めた標準化の観点からの

検討も必要となる。 

  ※実証に参加している一般送配電事業者は、 DR発動にあたって現在実証で用いてい 
るDRASを活用することとし、その活用開始時期等はDRの規模や費用対効果を踏ま
え、検討していく。 



調整力公募に関する各組織における検討スケジュール 
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電力・ガス取引監視等委員会 
（制度設計専門会合） 

広域機関 
（調整力等に関する委員会） 

【４月２６日】 
◯ 検討項目と考え方の提示 

【５月～７月】 
◯ 項目ごとの検討、整理 

【８月】 
◯ 検討結果の取りまとめ 

【５月～９月】 
◯ 調整力の必要量の考え方に関す
る検討 

◯ 実績データの分析、関連項目の検
討 

【１０月頃】 
各一般送配電事業者による調整力の公募要領の公表 

 現在想定している、検討等のスケジュールは以下のとおり。 

【平成２９年３月頃】 
各一般送配電事業者による調整力の公募調達の完了 

【１０月頃】 
（調整力委員会による、必要量の検
討結果の公表） 

制度設計専門会合 
(第6回:平成28年4月26日)より抜粋 
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