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 前期は「ERABに関する定義」「上げDR」「ネガワット
調整⾦」についての検討を⾏い、後期は「電源I-ｂ
への対応」「計量⽅法」等について議論する。

 議論の結果、必要に応じて「ネガワット取引に関する
ガイドライン」の改定を⾏う。
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今年度の検討項⽬
 2018年度調整⼒公募の時期(秋頃)を境に前・後半を分けてそれぞれ議論を⾏う。

 VPP・DRといった⽤語はこれまで⾊々なところで使われてい
たが、その正確な概念や関係性についてこれまで⼗分に整
理されてこなかった。

 今回はVPP・DRの関係やその定義について改めて整理。

前半 後半
~2018年3⽉~2017年9⽉

1. VPP・DRに関する定義

 平成28年9⽉に策定したネガワットガイドラインでは、下げ
DRについて整理を⾏ったところ。

 今後VPP実証等で検討される上げDRについても、ベースラ
イン設定⽅法について整理が必要。

2. 上げDRについての整理

 ネガワット調整⾦についてはその必要性や額の計算⽅法、
⽀払のタイミングなどを議論しガイドラインに定めたところ。

 調整⾦契約の実務が開始されたことに伴い、算定⽅法の
⾒直しについて検討。さらに、類型2についても位置づけ、
計算⽅法について整理を⾏う。

3. ネガワット調整⾦

 現⾏のネガワットガイドラインでは、反応時間・持続時間が
ともに⽐較的⻑い、もしくは⽐較的短いDRに関するベース
ライン設定⽅法が定められているところ。

 調整⼒公募における電源Ⅰ-b相当の「反応時間が短く、
持続時間が⻑いDR」に関するベースライン設定⽅法は定
められていないことから、これらのあり⽅について検討を⾏う。

4. 電源Ⅰ-bへの対応に向けた検討

 上記電源I-b、電源I-aなどへの対応において、これまでの
計量⽅法で適切に計量可能かの検証が必要である。

 各種市場の設計内容等を踏まえつつ、 VPP・DRの制御
実績の計量⽅法について整理を⾏う。

5. 計量⽅法に関する論点
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改定の主なポイント

「ネガワット取引に関するガイドライン」の改定
 平成28年９⽉1⽇に策定された「ネガワット取引に関するガイドライン（第2版）」（第1版は平成2

7年３⽉に策定）を改定し、下記の事項に関する改定を⾏う。
（１）ガイドライン名 （２）定義 （３）上げDRに関するベースライン （４）ネガワット調整⾦

55

（１）ガイドライン名
今後のビジネスモデルの拡張を⾒越し、ネガワット取引のみならず、ERAB全体をガイドラインの対象と

するため「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」と名称を変更。

（２）ERAB関連⽤語の定義
ERABの中で使⽤される各種⽤語については、その関連性や差異については明確に整理されていな

かったところ。関係者の認識を統⼀させることで、事業展開の円滑化を図り、ERABの普及拡⼤を加速
させていくことを⽬的として、ERAB関連⽤語を定義付け。

（３）上げDRのベースライン設定⽅法
VPP実証等で検討中の上げDRについて、現⾏のガイドラインにおける「反応時間・持続時間が⽐較
的⻑いDR」のベースライン設定⽅法と同等の考え⽅を⽤いることとして規定。

（４）ネガワット調整⾦
類型2のネガワット調整⾦においても、類型1②と同様の考え⽅とする。また、ネガワット調整⾦の決定

にあたっては、取引の実情やDR・VPPの普及拡⼤の観点を踏まえて協議をする旨、を追記した。



１．ERAB関連⽤語の定義
 ERABに関連する⽤語を以下のように定義。
 今後のVPP事業の進展により、⽤語の範囲等に変化があった場合には、本定義の⾒直しを⾏う。

エネルギー・リソースアグリゲーション・ビジネス
（ERAB）

VPPやDRを⽤いて、送配電事業者・⼩売電気事業者・需要家・再エネ発電事業者といった取引先に対
し、調整⼒・インバランス回避・電⼒料⾦削減・出⼒抑制回避等の各種サービスを提供する事業のこと。

需要家エネルギーリソース
（DSR：Demand Side Resources）

需要家の受電点以下（behind the meter）に接続されているエネルギーリソース（発電設備、蓄
電設備、需要設備）を総称するもの。

分散型エネルギーリソース
（DER：Distributed Energy 

Resources）
需要家エネルギーリソース（DSR）に加えて、系統に直接接続される発電設備、蓄電設備を総称する
もの。

ディマンドリスポンス(DR) 需要家エネルギーリソース（DSR）の保有者もしくは第三者が、需要家エネルギーリソース（DSR）を
制御することで、電⼒需要パターンを変化させること。

バーチャルパワープラント(VPP) 分散型エネルギーリソース（DER）の保有者もしくは第三者が、分散型エネルギーリソース（DER）を
制御 (DSRからの逆潮も含む)することで発電所と同等の機能を提供すること。

電気料⾦型DR ⼩売電気事業者が、ピーク時に電気料⾦を値上げするなど多様な電気料⾦を設定することで、需要家
にDRを促すもの。

インセンティブ型DR 事前の契約に基づき、送配電事業者、⼩売電気事業者、アグリゲーター等が指令により需要家にDRを
促し、対価としてインセンティブ（報奨⾦）を⽀払うもの。

アグリゲーター 需要家エネルギーリソース（DSR）や分散型エネルギーリソース（DER）を統合制御しVPPやDRの
機能を提供する事業者。

下げDR DRのうち、需要を抑制させるもの。（特に、インセンティブ型の下げDRを「ネガワット取引」という。）

上げDR DRのうち、需要を増加させるもの。需要創出型DRともいう。 56



ERAB(VPPを活⽤したビジネス)

需要減

需要増

【御参考】ERAB関連⽤語の関係図
 VPP・DR含めた全体の概念としては下図のように整理できる。

⼩売電気事業者 アグリゲーター

需要家設備 （DSR: Demand Side Resources）

料⾦メニュー

DR(※逆潮 流なし)
電気料⾦型DR インセンティブ型DR

VPP

発動

上げDR 上げDR

下げDR 下げDR
（ネガワット取引）

逆潮流

系統直付け設備

発動

逆潮流

出⼒等制御

発動

分散型エネルギー資源（DER：Distributed Energy Resources）＝DSR+系統直付け設備
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２．上げDRのベースライン設定⽅法
 現⾏のネガワットガイドラインは、下げDRに関する事項のみを対象としている。VPP実証等で上げ

DRも検討されているため、上げDRのベースラインの設定⽅法を整理する。
 本検討に際して、上げDRのユースケースを再エネ発電事業者向けの出⼒制御回避（UC①）に

加え、送配電事業者向けの調整⼒提供（UC②）を想定する。

GC前（供給⼒）
GC

⼀般的な
電⼒取引

再エネ
電⼒取引
（FIT）

GC後（調整⼒）

①市場取引（⼀⽇前市場、時間前市場）
②相対取引（発電ー⼩売間）

①送配電買取（原則）
②⼩売事業者買取（Ｈ28.3までの買取の継続分）

周波数調整
需給バランス調整

再エネ出⼒変動への対応出⼒制御指令

UC①：出⼒制御回避 UC②：調整⼒提供

上げDRのユースケース

出⼒制御が発動する場合に、蓄電池等に
より需要創出することで、再エネ発電を最
⼤限活⽤。

需要家側の蓄電池充電、負荷制御量等
を集め、送配電事業者に対して需給調整
市場（2020年度創設⽬処）等を通じ、
各種サービスを提供。
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UC①：出⼒制御回避のベースライン設定⽅法
 出⼒制御回避は、GC前に、前もって応動する時期が予想できると想定できるため、現

⾏のネガワットガイドラインにおける 「反応時間・持続時間が⽐較的⻑いDR」のベース
ライン設定⽅法を基に検討を実施。

ベースライン BL算出⽅法

【標準BL】
High 4 of 5

（当⽇調整あり）

直近5⽇のうち、需要の多い4⽇の平均
（※⼟⽇、祝⽇の場合は、直近3⽇のうちの2⽇）

【代替BL】
High 4 of 5

（当⽇調整なし）

直近5⽇のうち、需要の多い4⽇の平均
（※⼟⽇、祝⽇の場合は、直近3⽇のうちの2⽇）

【代替BL】
同等⽇採⽤法

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
⽇間の平均

【代替BL】
事前計測

DR実施時間の４時間前〜１時間前の平均

【代替BL】
発電機等計測

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）

ネガワットガイドラインにおけるベースライン設定⽅法
（反応時間・継続時間が⽐較的⻑いDR）

反応時間

持続
時間

反応時間・持続時間が
⽐較的短いＤＲ

反応時間・持続時間が
⽐較的⻑いＤＲ

ネガワットガイドラインの対象DR

上げDR（出⼒制御回避）の位置付け

２．上げDRのベースライン設定⽅法
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UC①：出⼒制御回避のベースライン設定⽅法（続き）
 以下の事由から、現状は下げDRのベースラインと同じ考え⽅を⽤いるものとし、今後

実証結果の検証等を通じて、引き続き詳細な設定⽅法を含む改訂の検討を⾏うことと
なった。

 ベースラインとは「DRが発動されなかった場合の需要」を⽰すものである。このため、本
来的には、⾃社でDRを調達する場合に、実需要とのズレが少ない（DRの正しい評
価が可能な）ベースライン算定⽅法を選定することが求められる。

 また、海外でのDRのベースライン設定⽅法は、各主体が⾃社管内における需要プロ
ファイルに基づき、評価を⾏った上で設定している。

 ⼀⽅、上げDRと下げDRで発動⽇・時間帯が異なる場合には、当該発動⽇・時間帯
の実需要とのズレが少ない異なるベースラインを設定する意⾒もある。また、ゲーミング
の可能性の⾼低等を考慮し、異なるベースラインを設定する意⾒もある。

 しかしながら、現状、上げ／下げDRともに試⾏段階であり、異なるベースラインを設定
するに⾜る⼗分なデータ収集・分析は難しいため、現状は下げDRのベースラインと
同じ考え⽅を⽤いることとした。

２．上げDRのベースライン設定⽅法
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UC②：調整⼒提供の場合のベースライン設定⽅法
 現⾏のネガワットガイドラインでは、電源Ⅰ-b等に対応した「反応時間が短く、持続時間

が⻑いDR」のベースラインが定められていない。このため、上げDRのみならず、下げDRも
含めたベースラインの設定が必要。

 電源Ⅰ-bに対応したベースライン設定⽅法等の検討は、今年度の後半に検討を⾏う。

反応時間

持続時間

反応時間・持続時間が⽐較的短いＤＲ
① 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値をベースラインとする。
② なお、ＤＲ実施⽇当⽇の需要量等の如何にかかわらず、上記①で算出されたベー

スラインの調整は⾏わない。

反応時間・持続時間が⽐較的⻑いＤＲ
① ベースラインテストの結果、誤差が20%以内の場合は、標準ベースラインを採⽤する。
② 標準ベースラインの誤差が20%以上の場合や代替ベースラインの⽅が誤差が⼩さい場合は、

代替ベースラインを設定する。
③ 代替ベースラインの誤差も20%以上である場合や、希望する代替ベースラインが無い場合は、

買い⼿が指定するベースラインもしくは買い⼿・売り⼿で合意したベースラインを設定する。

反応時間が短く、持続時間が⻑いDR
（電源Ⅰ-a、Ⅰ-b等が該当）

現⾏のガイドライン上に規定なし

ネガワットガイドラインにおけるベースライン設定⽅法（反応時間・持続時間別）

２．上げDRのベースライン設定⽅法
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再エネ出⼒制御回避の実現に向けた論点
論点 概要

出⼒制御回避の
制度上の位置付け

 系統運⽤者にとって、上げDRの制度上の位置づけが無い中、出⼒制御取消の根拠が
不明確であり、出⼒制御回避の位置付けの明確化が必要。

 下げDR同様、託送供給等約款における位置づけが必要（不⾜インバランスと扱わな
い）。

出⼒制御の公平
性ルールにおける
取扱い

 資源エネルギー庁において出⼒制御の機会の公平性等を定めた「出⼒制御の公平性
の確保に係るガイドライン」を策定（４⽉に施⾏）。

 出⼒制御回避を実施した場合、当該発電設備における出⼒制御実績としてカウントさ
れるか等、公平性ルールにおける整理が必要。（カウントされない場合は再エネ事業者
にとっての上げDRのインセンティブが減る。）また、上げDR資源確保の公平性も論点と
なりうる。

市場活⽤のあり⽅  現在検討中の出⼒制御ルールでは、時間前市場の取引前に出⼒制御指令が出され、
出⼒制御回避の取引は時間前市場と同時間帯に⾏われると想定される。

 出⼒制御回避の取引における時間前市場活⽤の可能性について検討が必要。
出⼒制御システム
のあり⽅

 系統運⽤者ー再エネ発電事業者間における出⼒制御システムの検討を実証事業にお
いて⾏っている。

 双⽅向通信等、出⼒制御の結果を取得できるようなシステムのあり⽅の検討が必要。

２．上げDRのベースライン設定⽅法
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ネガワット取引の類型

（出所）第3回 ネガワットWG 事務局提出資料 〜ネガワット取引を取り巻く状況〜（平成28年9⽉5⽇）より抜粋

 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。
– 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

– 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

※ネガワット調整⾦については、類型１②についてのみ整備され、類型２については、系統運⽤者が⾏う調整⼒の公募
（電⼒システム改⾰第２段階）、及びリアルタイム市場（電⼒システム改⾰第３段階）が具体化される中で今後定める、とされた。

類型２については
今後検討とされていた

３．ネガワット調整⾦
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３．ネガワット調整⾦

 現⾏のネガワットガイドラインにおけるネガワット調整⾦の規定には、１．類型２の調整⾦
の必要性や算定⽅法についての規定がない、２．DRに起因した需要家のkW契約料
⾦（減収）が考慮されていない、３．ビジネスが成⽴しないkWh取引価格となる可能性
が⾼い、という課題がある。

 そこで、類型２のネガワット調整⾦の算定⽅法の考え⽅を追加することとし、DRに起因し
た契約料⾦を変更する可能性の検証とERAB事業の普及拡⼤の観点から適切な算定
⽅法の検討を⾏った（検証の内容は次⾴以降を参照）。

 その結果、現⾏の4パターンを例⽰し、市場環境等に応じて、適切な⽅法を選択すること
とした。
– （a）電⼒料⾦単価（実績値）– 託送料⾦
– （b）電⼒料⾦単価（参考値※）– 託送料⾦ ※旧⼀般電気事業者の⼩売部⾨が公表している単価

– （c）（⼀社）⽇本卸電⼒取引所の平均価格
– （d）（⼀社）⽇本卸電⼒取引所のDR実施時間のスポット市場価格

 その上で、「ネガワット調整⾦の決定にあたっては、取引の実情やDR・VPPの普及拡⼤
の観点を踏まえて協議をすること」とする。

類型２のネガワット調整⾦の算定⽅法の考え⽅
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ネガワット調整⾦算定⽅法の検証の⽅向性
 ネガワット調整⾦の算定⽅法は、⼩売事業者、アグリゲーター双⽅の理解が得られるも

のとなるべきである
– ⼩売の負う、契約電⼒(kW)低減リスク、⼩売供給に係る調達リスク・その他コストを考慮
– 取引価格として適切なネガワット調整⾦の実現

調整⾦算定⽅法

b d

位置づけ  電⼒料⾦単価（参考値）
– 託送料⾦

 （⼀社）⽇本卸電⼒取引
所のDR実施時間のスポット
市場価格

メリット  ネガワット取引の推進・拡⼤
に資する

 ネガワット取引により⼩売Xが
負う損失・リスクを補完

デメリット
 ⼩売の契約電⼒(kW)低

減リスク、および⼩売供給に
係る調達リスク・その他コスト
までは補完されない恐れ

 ネガワット取引の推進・拡⼤
に資さない恐れ（アグリゲー
ターに殆ど利益が残らない）

適切なネガワット調整⾦

３．ネガワット調整⾦



ネガワット調整⾦算定⽅法の検証結果
 ネガワット調整⾦の算定⽅法について、「a」もしくは「b」から「d」の範囲を前提として、以

下のような⾒直し案が適当か、⼀定のサンプルにより検証を⾏った（下段参照）。
 検証の結果は、以下のとおり。

– α： DRに起因した契約電⼒減少は発⽣しうるものの、その影響は、基本的には限定的と予測される。ま
た、DR契約をしたものの、DR発動がない場合は補填は不要と考えられる。

– β： 需要家のために確保された予備⼒やDR契約等のために発⽣する事務コストなども検討されるが、例
外的に発⽣する事象ではないことや、DRに起因したものと判別することは困難と考えられる。そのような状
況下においては、敢えて特別の考慮は必要とは考えにくい。

a [電⼒量料⾦単価(実績値)－託送料⾦]［kWh価値］＋α［kW価値］＋β[kWh価値]

b [電⼒量料⾦単価(参考値)－託送料⾦]［kWh価値］＋α［kW価値］＋β[kWh価値]

α＝需要家の契約変更に対する補填［kW価値］
ネガワット事業者の、DRに起因した需要家の翌年度の契約電
⼒（kW）変更（減少）に対する補填。

β＝⼩売供給に係る調達リスク［kWh価値］
当該需要家に対して⼩売Xが負っていた⼩売供給に係る
調達リスク・その他コストの補填

３．ネガワット調整⾦
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 類型１②と類型２のネガワット調整⾦は同じ算定⽅法を⽤いる。その上で、「a」もしくは「b」に、需要家の基
本料⾦低減や、⼩売供給に係る調達リスク・その他コストの補填を加算し、適当であるか、検証。

〈⾒直し案の検証〉



【参考】αに関する検討
 αの検討にあたっては、①需要家の最⼤ピーク時間帯にDRが実施される確率、②そ

の際の契約電⼒の減少率、を考慮する必要がある。
 ①②については、⼩売事業者及びアグリゲーターの協⼒を得て、需要家（⾼圧・東電

PG供給エリア）の30分需要データ(2016年度）を収集し、検証。

年間デュレーションカーブ

kW

第1ピーク（最⼤需要電⼒） 第2ピーク（最⼤需要電⼒）
※なお、第2ピークでもネガワットが実施されれば、
当該顧客のピークは第3ピーク以降にずれこむ

ネガワット

①需要家の最⼤ピーク時間帯に
DRが実施される確率

②契約電⼒の減少率
（減少幅）

α（円/⽉）＝
①需要家の最⼤ピーク時間帯に

DRが実施される確率

②契約電⼒の減少率

③基本料⾦（円/⽉）

×

×

ピーク時間におけるネガワット発動による
契約電⼒減少のイメージ図

αの考え⽅

注：①②ともに無次元数である
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３．ネガワット調整⾦



【参考】 αに関する検討（続き）
契約電⼒の減少幅の考え⽅
 各需要家の特性によって、需要とベースラインの状況は様々であり、実際に契約電⼒の

減少があった場合、そのうちのどの程度がDRに起因しているかを特定することは難しい。
– 最⼤需要の減少幅は、最⼤需要電⼒(第1ピーク）と第2ピークの差分（下図の⻘⽮印部分）。

– 他⽅、DRに起因する需要削減は、ベースラインと実際の需要の差分（下図の紫⽮印部分）。

 今回の検証にあたっては、需要パターンやベースラインの状況に関わらず、第1ピークと
第2ピークの差分を契約電⼒の減少幅とする（DR後のピークが第３ピーク以降にずれ
こむ場合は、その影響についても加味）。

BL

本来の需要

実際の需要
（DR発動）

BL

本来の需要

実際の需要
（DR発動）

BL
本来の需要

実際の需要
（DR発動）

パターン① パターン② パターン③

kW kW kW
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３．ネガワット調整⾦



【参考】需要データを⽤いたαの試算
 DR参加需要家（31件）のうち、「最⼤需要時にDR発動にされたケース」はなし。
 そのため、α影響度の検証のため、仮に「DR事業者がDR発動を了承する価格帯（ス

ポット価格25円/kWh以上)が需要家の年間最⼤需要となる確率」は約17%(15
件)。この場合の契約電⼒削減率は、平均約2%。
この場合、α=0.0034×基本料⾦（円/kW)となる。
※需要家の特性やDRの状況により、 αの値は異なることが想定されるため、ここで算出された係数はあくまで参考値としての
取扱とする。

需要データを⽤いたαの試算：調査対象需要家

α = 0.0034×基本料⾦（円/kW）
17%×2%

注1)  契約電⼒1,000kW需要家（基本料⾦1,684.80円/kW）の場合、α負担額5,728.32円/⽉ 注2）DRの発動実績がない場合、αの加算は想定されない。 69

全体

（参考）内訳

スーパー
マーケット

ドラッグ
ストア 飲⾷店

家電
量販
店

郊外
⼤型
店舗

その他
店舗 事務所 ホテル・

旅館
公共
施設 学校 病院 その他

業務
⼯場
(産業)

調査対象(件) 89 22 1 2 8 3 4 12 5 1 4 8 2 17

DR発動(＝スポット価格25円
/kWh以上)が需要家の年間最⼤
需要に該当(件)

15 1 1 2 1 1 2 1 4 2

上記の割合 17% 5% 0% 50% 25% 0% 25% 8% 40% 0% 25% 50% 0% 12%

上記に該当する場合の平均契約
電⼒削減率 2%

３．ネガワット調整⾦



【参考】ネガワット取引収⽀へのαの影響

■「取分：アグリゲーター3円、需要家6円の場合」で検証

 前述で設定した「α＝0.0034×基本料⾦」が、ネガワット取引の収⽀に及ぼす影響を
分析。

 結果、「b+α」を⽤いた場合の調整⾦は、⼤枠「b」と「d」の間に位置することを確認

報酬（および発動条件）
DR発動回数 左記のうち、収益が⾒込まれる割合

発動回数 発動機会（割合） b b+α c d bまたは(b+d)/2の⾼い⽅

類型
１②

スポット価格（全コマ） 17520 100% 2.1% 2.1% 1.7%~4.5% 0.0% 0.3%

スポット価格 25円以上 209 1% 100.0% 100.0% 90.4%~100.0% 0.0% 24.5%

スポット価格 20円以上 742 4% 46.3% 42.9% 40.1%~100.0% 0.0% 6.9%
時間前市場（全コマ） 17520 100% 0.4% 0.4% 0.4%~1.1% 0.1% 0.1%
時間前市場 25円以上 37 0% 100.0% 78.4% 97.3%~100.0% 27.0% 43.2%

時間前市場 20円以上 118 1% 55.1% 44.9% 65.3%~100.0% 13.6% 16.1%

類型
２

インバランス価格（調整⼒）全コマ 17520 100% 1.4% 1.4% 0.8%~2.9% 0.5% 0.2%
インバランス価格（調整⼒）25円以上 ９ 0% 100.0% 0.0% 88.9%~100.0% 66.7% 66.7%

インバランス価格（調整⼒）20円以上 311 2% 46.6% 39.5% 40.8%~100.0% 18.0% 10.6%
インバランス価格（調整⼒）電⼒ピーク上位100コマ 100 1% 31.7% 28.0% 12.0%~46.0% 0.0% 0.0%
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類型
報酬

(スポット価格 ⼜は
インバランス価格)

調整⾦の額

b b+α c d bまたは(b+d)/2の⾼い⽅

類型１② 26.0
13.1 13.8 11.0〜19.4 26 19.6

類型２ 14.3

〈参考：試算例〉

2016年8⽉9⽇14:00でのDRを想定（電⼒ピーク上位100コマでのDR発動を前提、業務需要家（基本料⾦1684.8円/kW・⽉）、α＝0.0034×基本料⾦と想定）

３．ネガワット調整⾦


