
ネガワットWGからの報告等 

資料6-1 

平成29年3月8日 
 

資源エネルギー庁 
新エネルギーシステム課 



小売事業者が同時同量達成のために他
社の需要家の需要削減量を調達 
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ディマンドリスポンス(ネガワット取引)の推進状況について 
 エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスのうち、アグリゲーターが需要削減量（ネガワット）を需
要家から集めて取引するネガワット取引が2017年4月から本格的に開始。 

 政府も、そのための環境整備として、ネガワット量の計算等のためのガイドラインを策定するなどの取組
を実施。 

系統運用者が調整力として需要削減量を
調達 

「ネガワット取引市場」 

今年4月から本格化 

ネガワット
調整金 

「調整力」における活用 



調整力の公募結果（まとめ） 
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１．全般 
 今般、一般送配電事業者（１０社）により、経済産業省のガイドラインに則って公募
による調整力の調達が行われた。 

２．応札状況について 
 ディマンドリスポンス（ＤＲ）を活用した応札は、電源Ⅰ’を募集した一般送配電事業者

5社の募集量合計132.7万kWに対して合計111.2万kWあり、そのうち4社において合
計95.8万kW（総額約3,593百万円）が落札となった。平均価格は1,196円(中
部)～5,250円(九州)。 

 また、DR実証で知見を蓄積してきたアグリゲーター(需要家に対し需要制御の指示を出
しDR量を集める事業者。ここでは、旧一般電気事業者を除く。)が、延べ10件落札
(21.66万kW)※した。 

   ※アグリゲーターへのヒアリングに基づく。旧一般電気事業者とコンソーシアムを組んだアグリゲーターについては、個別に件数をカウントしている。 

 これは、我が国で初めてディマンドリスポンスが開かれた競争入札の市場において取り引き
された例と言える。 

第69回電力・ガス取引 
監視等委員会資料5-1より抜粋 

（一部改変） 



【参考】調整力の区分及び必要量の考え方について 

 各一般送配電事業者は、周波数調整機能の有無等により電源等の区分を設定し、調整力の必
要量を算定した上で公募調達を実施。 
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周波数調整機能
ありの必要量は、
各事業者が算定 

Ｈ３需要 

Ｈ１需要 

H1需要×103% 
H3需要×108% 

持続的需要変動対応（1%） 

偶発的需給変動対応（7%） 
（電源Ⅰ） 

稀頻度リスク（厳気象） 
対応（電源Ⅰ‘） 周波数調整機能なし 

（電源Ⅰ-b） 

周波数調整機能あり 
（電源Ⅰ-a） 

一般送配電事業者が
調整力として公募調達
により確保 

小売電気事業者が 
供給力として確保 

需要想定 供給力 

○本年度の調整力の区分及び必要量の概念図（沖縄電力を除く） 

一般送配電事業者は、需要の上振れ、電源の計画外停止等の
状況が発生し、調整力の追加調達が必要となった場合、追加の
必要量を原則として公募により調達する 

小売電源のゲートクローズ後の余力を活用する「電源Ⅱ」について
は、固定費の支払が発生しないため、必要量を定めずに募集 

第69回電力・ガス取引 
監視等委員会資料5-1より抜粋 

（一部改変） 



【参考】調整力の区分ごとの要件について 

各一般送配電事業者が設定した電源等（Ⅰ-a、Ⅰ-b、Ⅰ’）の主な要件は以下のと
おり。 
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電源Ⅰ-a 電源Ⅰ-b 電源Ⅰ’ 
オンライン指令対応 必要 必要 原則必要※１ 

周波数調整機能 必要 不要 不要 
応動時間 ５分以内 １５分以内～ 

３０分以内 
３時間以内 

継続時間※２ ７時間～ 
１１時間 

７時間～ 
１６時間 

２時間～ 
４時間 

最低容量※３ ０．５万kW～ 
１．５万kW 

０．５万kW～ 
２．９万kW 

０．１万kW以上 

提供期間※４ 通年 
（平成２９年４月１日～
平成３０年３月３１日） 

同左 ・通年 
・夏季（７月～９月） 

※１ オフライン電源等については、実務上対応が可能な範囲で各社募集（５件～１０件）。 
※２ 記載の継続時間に満たない場合でも応札は可能であり、その場合は価格評価に反映。 
※３ DRの場合、需要家単位ではなくアグリゲーター単位での容量で判定。 
※４ 各社ごとに年間の稼働停止可能日数を設定。また電源Ⅰ‘については、発動回数の設定あり。 

第69回電力・ガス取引 
監視等委員会資料5-1より抜粋 

（一部改変） 
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「ネガワット取引市場」創設に向けて 

 2015年11月の官民対話において総理からネガワット取引市場創設に関し以下ご発言。 
 

 
 

 ご発言を受け、2017年4月1日の創設を目指し、各種審議会などで検討を実施。 

「節電のインセンティブを抜本的に高める。家庭の太陽光発電やＩoＴを活用し、節電した電力量を売買でき
る『ネガワット取引市場』を、2017年までに創設をいたします。 
   そのため、来年度中に、事業者間の取引ルールを策定し、エネルギー機器を遠隔制御するための通信規格
を整備いたします。」 

需要家 
（工場、オフィス、家庭等） 

小売電気事業者 
（小売契約有り） 

節電 
(ネガワット創出) 

電
力
供
給 

ネ
ガ
ワ
ッ
ト 

 電力需給ひっ迫時に節電を促し、
ピークシフト、電力コストの抑制を
実現 

小売電気事業者 
（小売契約無し） 

対
価 ネガワット事業者 

（アグリゲーター） 

 ネガワット取引市場の創設により、これまでは相対契約が中心
であったネガワットの取引が活性化することが期待。 

 ガイドライン改定(2016年9月1日)により、市場取引を想定
したネガワットの量の評価方法等を規定。 

 2017年4月の市場創設に向け、電事法の関係省令整備 
  や関連事業者(送配電事業者等)のシステム整備等を実施。 

 

従来までのネガワット取引 ネガワット取引市場での取引 

 需要家は、ネガワット事業者（アグリゲーター）
を介して、小売契約を締結していない小売電気
事業者ともネガワット取引が可能となる。 



6 

【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:2016年3月30日) 

より抜粋 



 2017年4月1日の「ネガワット取引市場」創設に向
けて、「ネガワット取引に関するガイドライン」をパブ
リックコメントを経て、2016年9月に改定。 

 ディマンドリスポンス（ネガワット取引）の普及啓発
を目的として、「ディマンドリスポンス（ネガワット取
引）ハンドブック」を2016年12月に作成。 
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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 新エネルギーシステム課 
 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4回 2016年10月17日（月） 

第2回 2016年5月20日（金） 第5回 2016年11月25日（金） 

第3回 2016年9月5日（月） 第6回 2016年12月16日（金） 

概要 

出席者 
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改定の主なポイント 

【参考】「ネガワット取引に関するガイドライン」の改定 

 2014年4月に有識者から成る「ネガワット取引のガイドライン作成検討会」が設置され、当該検討会及びパブリッ
クコメントを経て、2015年3月に「ネガワット取引に関するガイドライン」を策定。 

 2016年4月に有識者から成る「ネガワットＷＧ」が設置され、ガイドラインの改定案を検討。2016年9月にパブ
リックコメントを経て改定。 

 本改定は、「ネガワット取引市場」が2017年4月に創設されるのを受け、主に下記の事項について改定するもの
である。 

 （１）ベースライン(ネガワット量の評価をする際に基準となるライン)の設定方法  （２）ネガワット調整金 

8 

【参考】ネガワット調整金(※) 

節電に応じた、 
ネガワット調整金を 
支払う必要がある 

(※)「ネガワット取引市場」では、需要家がネガワット事業者(アグリゲーター)の要請
に基づき節電することにより、小売Xが調達した供給量の一部をアグリゲーターが転
売することとなる。小売Ｘが供給量を調達した際にかかる費用と、ネガワット事業者
(アグリゲーター)がネガワット取引により得られる便益の不一致をどのように調整する
べきかを契約において規定する必要がある。 
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「ディマンドリスポンス（ネガワット取引）ハンドブック」の作成 

 ディマンドリスポンス（ネガワット取引）の普及啓発を目的として、ネガワットWGでの検討
を経て、需要家向けの参考書となるハンドブックを平成28年12月28月に作成。 

【掲載内容】 

 DRの種類 

 取引の全体像 

 アグリゲーターの役割 

 需要家のメリット 

 取引の流れ 

 海外事例 

 国内事例 

 参考情報集（類型、取引フロー、電気とお金の
流れ、反応時間と持続時間、調整力について、
需給調整契約との関係、小売Xとアグリゲーター
との間で取り決めるべき事項等） 
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今年度DR実証結果について 
 アグリゲーター１５社、電力会社３社（東京電力、中部電力、関西電力）、
早稲田大学が参加したDR実証を行った。需要削減量の制御性を高めたDRの
技術的信頼性が一定程度示されている。 

実証の概要 

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 10分 1時間 4時間 

持続時間 30分 1時間 2時間 

発動回数 

夏（8・9月） 4回／月 4回／月 4回／月 

秋（10・11月） 2回／月 2回／月 2回／月 

冬（12・1月） 4回／月 4回／月 4回／月 

電力会社からアグリゲーターへ下記3種類のメニューでDR発動を行った。 
DRメニュー(各回数は電力会社・アグリゲーター間のもの。) 

 

 

 

 

 

成功率の高かったアグリゲーターのDR成功率※3 

アグリゲーターD 

100.0% 

アグリゲーターC 

90.0% 

アグリゲーターB 

100.0% 

アグリゲーターA 

83.3% 

アグリゲーターE 

100.0% 

10分前 
予告DR 1時間前予告DR 

※3 DR発動回数に占める成功回数の比率（ロードディスパッチおよび持続時間変更を含む）。（10分前予告DRお
よび1時間前予告DRは契約容量の90%以上110%未満で成功、4時間前予告DRは90%以上で成功とする。）
2017年2月下旬までのアグリゲーター提出データを用いて算出。 

12回中 
10回成功 

16回中 
16回成功 

20回中 
18回成功 

8回中 
8回成功 

4時間前予告DR 

16回中 
16回成功 

実証結果 

実証分析 

成功率を上げる工夫と今後の課題点 
（事業者による実証報告会の報告より抽出） 

成功率をあげる工夫 課題点 

1. 最適なポートフォリオ 
の形成 

• 削減量の一定量を提供可能な需
要家と、削減量の微調整が可能
な需要家を組み合わせる。 

• 時間帯や天候等の条件別の需要
家特性を把握し、最適に組み合
わせる。 

2. リアルタイム制御 
• 需要家の需要量・ベースライン
をアグリゲーターがリアルタイ
ムに把握し、把握結果に基づい
てタイムラグなしで制御指令を
発するシステムの確立。 

1. ポートフォリオの確立 
• 成功率の向上には最適なポー
トフォリオの形成が不可欠だ
が、参加する需要家数が少な
く、それが実現出来ない。 

→アグリゲーターによるハンド  
 ブック等を活用した需要家集め。 
 エネ庁によるＤＲの普及啓蒙を 
 目的とした説明会の開催等を実 
 施。 

2. 適切なベースライン
設定 

• 昼休みなど一時的に需要がさ
がる時間帯がベースラインの
算定対象期間に含まれている
場合、適切なベースラインが
設定できない。 

• ベースライン算定対象除外日
とする足きりラインが低く、
休業日などが適切に除外でき
ない。 

→ベースライン設定方法を検討。 



今後に向けて 

（１）制度ルール 
 今後、調整力公募、容量市場、リアルタイム市場などの設計を行うにあたり、ディマ
ンドリスポンス(ネガワット取引)の価値を適切に評価するルールを検討。 

（２）需要家側リソースの拡大 
 予算事業を活用したリソース規模の拡大。 
 VPP事業に関して需要家に対して普及啓蒙活動を実施（例：説明会開催等）。 

（３）制御量の評価方法の整備 (⇒来年度以降、「制御量評価WG」に移行して検討) 
 調整力(電源Ia,Ib)、上げDRなどにDRを活用する際のベースラインを設定。 
 DR実績の計量方法のあり方を検討。 
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 ディマンドリスポンス(ネガワット取引)の推進に向けて以下のとおり進めていく。 



ディマンドリスポンス（ネガワット取引)の普及に向けたスケジュール 
類型 テーマ 2014FY 

以前 
2015FY 2016FY 2017FY 2018FY 

以降 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

類型1① 
 
現状： 
一部の新
電力で活
用 

普及イメージ 

ネガワット取引に関
するガイドライン 

類型1② 
 
現状： 
未普及 
(取引ルー
ルの整備
が必要) 
 

普及イメージ 

需要家orアグリゲー
タを同時同量主体と
して位置づけ 

事業者間の取引
ルール等の整理 

類型2 
 
現状： 
未普及 
(需給調
整契約と
いう形態
では従来
から存在) 

普及イメージ 

ネガワット取引の経
済性の検討 

リアルタイム市場創
設に向けた検討 

容量市場創設に向けた検討 

既に一部の新電力で活用。今後、他の新電力や旧一般電気事業者の小売部門の活用に期待 

策定 
需要家のグループ化ベースラインなど 
を規定(類型１②と連携) 

2017年4月にネガワット取引市場創設 
市場創設により取引活性化に期待 

電事法第三弾改正で措置済み 

技術的対応可能性を確認 調整力として活用する 
ことを想定した技術的検証 

ネガワット検討会 
で試算を実施 

12 

・DRの価値を適切に評価するルールを
検討 
・各種ベースライン、計量方法の検討 

ネガワットＷＧ・ 
電力基本政策小委 
制度設計専門会合 
などで検討 

ネガワット検討会 
で論点を整理 

電力基本政策小委で全体中間とりまとめ(7/1) 
ネガワット取引に関するガイドライン改定(9/1) 

調整力として活用開始 

調整力公募において一定量のネガワットが落札 
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