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１．第１８回協議会の振り返り 

２．その後の展開について 

  －１ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

  －２ 地産地消型エネルギーシステムの構築 

３．東北スマコミにおける進捗管理 
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エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

【参考】「次世代エネルギー・社会システム実証事業」の総括と今後 

基盤技術の確立 需要制御技術の実証 

 
 

●期間：平成23年度～平成26年度     ●実証地域：横浜市、豊田市、けいはんな学研都市、北九州市 

＜実証事業の概要＞ 

EMS(エネルギー 
管理システム)の開発 

●概要:再エネ設備、蓄電池、ディマンドリスポンス等を統合的に制御 
   し、あたかも一つの発電所（仮想発電所）として機能させる事業。 
※バーチャルパワープラント構築事業:平成28年度予算額29.5億円 
※エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスフォーラム/検討会 

•CEMSは、系統依存や需要特
性等に応じて、コミュニティ単位
で効率的なエネルギー需給管
理を行うもの。 

•コミュニティ単位の需給計画策
定、ディマンドリスポンスの発動
等の機能を開発。 

ディマンドリスポンス(DR)の 
技術的活用可能性を確認 

＜主な成果＞ 

標準インターフェイス 
の確立 

• OpenADRに基づき、日本にお
ける電力会社と需要家・アグリ
ゲーターとの間の、ディマンドリス
ポンスに係る通信インターフェイ
スを策定、標準化。 

• HEMSと家庭内機器の通信イ
ンターフェイスである
ECHONET-Liteを策定。 

蓄電池制御技術の開発 
 

• 蓄電池を統合制御するシステ
ム(蓄電池SCADA）を構築
し、住宅用・事業所用・系統
用蓄電池を連携させる実証を
実施。 

 

車両からの給電技術 
の開発 

• ＥＶから直流によって宅内へ
給電するシステム、ＰＨＥＶ
から交流によって宅内へ給電
するシステムを開発 

• 車両と屋内配線間の電力接
続等に関するV2Hガイドライ
ンを策定。 

  ①電気料金設定によって需要抑制する  
  電気料金型ディマンドリスポンスと、 
  ②電力会社と需要家の契約に基づき  
  電力会社からの要請に応じて需要家が 
  需要制御するネガワット取引について、 
  ピークカット効果等を実証。 

 

＜今後の展開＞ 

地産地消型エネルギーシステムの構築 
●概要:エネルギーマネジメントシステム等を活用しつつ、地域で 
   生み出されるエネルギーの最大活用・最適化をする事業。 

【出典】 北九州実証（富士電機） 

【出典】 横浜実証（東芝） 

【出典】 豊田実証（トヨタ自動車） 

横浜 豊田 けいはんな 北九州 共通基盤 横浜 豊田 北九州 横浜 豊田 けいはんな 北九州 横浜 

 地域に根ざしたコミュニティづくりの観点から、一定エリアで熱などの地産エ
ネルギーを融通するほか、地域活性化に資する地域サービスの提供などが
期待される。今後、先導的モデルとなるエネルギーシステムを構築してい
くことが重要。 

 実証段階：蓄電池の統合制御、OpenADR、送配電事業者が活用するDR 

 電力システム改革の中で、本事業の成果である分散型エネルギーの制御
技術を最大限活用し、コミュニティの枠を超えた新たなエネルギーサービ
スを展開していくことが期待される。  

海外展開 
●概要：地産地消の取組や蓄電池の利活
用などを各国特性に適合させて展開する事
業。 

●米国ニューメキシコ実証の成果を軸に、
世界各国のニーズを立ち上げることが重
要。 

※地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業：平成28年度予算
額45.0億円 

※国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証
事業：平成28年度予算額40.0億円 

 実用段階：各種EMS、ECHONET-Lite、車両からの給電技術、小売電気事業者が活用するDR 
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～平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度～ 

スマコミ四地域実証 ネガワット取引実証 
（次世代エネルギー技術 
   実証事業の内数） 

バーチャルパワープラント構築事業 
 ー ネガワット取引実証 
 ー 需要家側の創・蓄・省エネルギーリソースの統合 
   制御実証（蓄電池、PV、ディマンドリスポンス等） （主な技術） 

 
・標準インターフェイス
（OpenADR、ECONET-Lite） 

 
・ディマンドリスポンス 
 
・蓄電池群制御 
 
・車両からの給電技術 
（V2H） 

 
・CEMS 
 

地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム(ERABフォーラム)・ 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会(ERAB検討会) 

 今後は、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」、「地産地消型エネルギーシステムの構築」の２つをターゲッ
トとして展開。 

 「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」 については、「バーチャルパワープラント構築事業」でスマコミ四地域
実証の成果をさらに発展させたビジネスモデル実証を実施。また、需要家側エネルギーリソース(PV,蓄電池,EV,エネ
ファーム,ネガワット等)を集めてバーチャルパワープラントを構築するアグリゲーション・ビジネスの振興を目指し、エネル
ギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム/検討会を本年1月に設置。 

 「地産地消型エネルギーシステムの構築」 については、「地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業」を
通じて分散型エネルギーシステムの地域モデルの検証及び社会実装を実施。 

【参考】今後の展開の全体像① 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

地産地消型エネルギーシステムの構築 
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コミュニティの枠を超えた 
新たなエネルギーサービスの展開 

地域に根ざした分散型 
エネルギーシステムの構築 

概要 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 
再エネ設備、蓄電池、ディマンドリスポンス等を統合的
に制御し、あたかも一つの発電所（仮想発電所）とし
て機能させる。 

地産地消型エネルギーシステムの構築 
エネルギーマネジメントシステム等を活用しつつ、
地域で生み出されるエネルギーの最大活用・最
適化を目指す。 

エリア・ 
エネルギー 

エリア：コミュニティに限定しない。 
エネルギー：電気に特化する。 

エリア：一定規模のコミュニティ。 
エネルギー：熱がメイン。電気も扱う。 

経済性 
• ビジネスモデル実証を行いビジネス化につなげる。 

（欧米でビジネス化事例有り。例：カナダのエンバ
ラ社） 

• どのような地域モデルであれば経済性が得られ
るか検証する。 

• （例：大規模排熱地と熱需要地の近接
性） 

推進主体 

• 統合制御者（アグリゲーター）として興味を示す企
業が複数あり。 

• アグリゲーション・ビジネスを推進させるためのフォーラ
ム/検討会も設置（28年1月） 

• 本推進事業の参画者が、ビジネス上の自立
的な推進主体となることに期待。 

需要家 
のメリット 

• インセンティブ支払いなど。 
（例：需要家保有設備の有効活用への対価。ディ
マンドリスポンス対応への対価。） 

• エネルギーコストの低減。 
• 低炭素エネルギーが利用可能。 

【参考】今後の展開の全体像② 
第18回本協議会資料 
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１．第１８回協議会の振り返り 

２．その後の展開について 

  －１ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

  －２ 地産地消型エネルギーシステムの構築 

３．東北スマコミにおける進捗管理 
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ＶＰＰの構築に向けた取組の方針 

エネルギー革新戦略（2016年4月） 

 2016年1月に設置した産学のトップマネジメント層で構成されるエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネ
ス・フォーラム（ＥＲＡＢフォーラム）と官主体の実務的検討の場であるエネルギー・リソース・アグリゲーショ
ン・ビジネス検討会（ＥＲＡＢ検討会）において、アグリゲーションビジネスの本格的な立ち上げに向けた検
討を進めていく。 

 2020年のバーチャルパワープラントの自立化を目指して、今後導入拡大が期待される定置用蓄電池については、
車載用蓄電池の市場拡大・技術革新の進展も踏まえて 2016年夏までに目標価格を設定するとともに、価格
低減・導入拡大に向けた対応策をまとめ、2017年度にその実施に向けて取り組む。加えて、エネルギー機器の
遠隔制御のために整備する通信規格については、今後の国際展開も見据えて国際標準化を行う。 

第3回官民対話における総理指示（2015年11月26日） 
 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。 

日本再興戦略2016（2016年6月2日） 

 将来必要となる供給力（kW）を確保する仕組みである容量メカニズムが今後検討される中では、ネガワットの
価値が適切に評価された上で取引されるようにしつつ、2030年度までには、先行的にネガワット取引が普及し
ている米国と同水準（最大需要の６％）のネガワットの活用を目指す。 

 需要家側のエネルギーリソースを統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させる「バーチャルパワープラン
ト（VPP）」の実証を実施し、2020年度に50メガワットのVPPを構築する。2020年度までにVPPの自立
化を目指し、定置用蓄電池のVPPへの活用を促進し、価格低減を加速させる仕組みを来年度中に構築する。 

 【参考】国内企業による先端蓄電池の市場獲得規模 2020年に年間5,000億円を目指す 
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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 

7 

ディマンドリスポンス(ネガワット取引)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） 
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【参考】調整力公募結果の関連報道  日本経済新聞(2/16付:朝刊１面) 

 調整力公募結果に関連し、2017年度に大手電力が約96万kWの取引を開始する旨の報道があった。 



【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。 
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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:2016年3月30日) 

より抜粋 
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エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの推進体制について 
 アグリゲーションビジネスが本格的に立ち上がるまで、官民で同じビジョンを共有し、検討課題の全体像を整理

しつつ、課題解決に向けて協調して持続的に取組を進めていくことが必要。 

 このため、産学のトップマネジメント層で構成される「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム
(ERABフォーラム) 」(2016年1月26日設立)と、官主体の実務的検討の場である「エネルギー・リソース・
アグリゲーション・ビジネス検討会(ERAB検討会)」(2016年1月29日第1回開催)が相互に連携し、ビジネ
スの振興に向けた検討を持続的に進めていく。 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会(ERAB検討会)について 
 

・これまでに4回開催【経産省主催】 
・アグリゲーションビジネスの発展に向けた、官主体の検討会 
・多岐に渡る課題（通信規格や制度整備等）について、実務者レベルで、全体像を整理。 

 ※構成者(全53者)：有識者4名、企業42社(電力会社、ガス会社、新電力、アグリゲーター、電機メーカー、自動車メーカー、通信会社、住宅・ 

   デベロッパー)、業界団体7団体 

Open ADR WG→アグリゲーター～需要家間の通信規格について、既存の通信規格である   
                        OpenADR2.0bをベースにユースケースに基づいた活用方法を検討しガイドラインを策定 

サイバーセキュリティWG→アグリゲーションビジネスを実施するにあたり、アグリゲーターに求められるサイバーセ 
                               キュリティ要件を検討しガイドラインを策定 

ネガワットWG→ガイドラインを改定し、グループ化した需要家のベースラインの設定を認めること等を新たに追加 

アグリゲーター認定要件・スキーム→アグリゲーター認定事業についてその認定要件・スキームを検討 

検討会の体制 

ECHONET Lite WG→エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに活用する観点から、蓄電池、 
         電気温水器、業務用エアコン/ショーケース、EVPS(EVの充放電器)、エネファームの通信規格を拡張 



15 

改定の主なポイント 

ネガワットWGでの検討（「ネガワット取引市場」創設に向けた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、本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年中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 
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【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。 



事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワー 
プラント構築実証事業費補助金 平成29年度予算案額 40.0億円（29.5億円） 

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 
03-3580-2492 

事業イメージ 

 

事業目的・概要 

東日本大震災後、従来の大規模集中電源に依存した硬直的なエネ
ルギー供給システムを脱却するとともに、急速に普及している再生可能
エネルギーを安定的かつ有効に活用することが喫緊の課題となっていま
す。 

 こうした状況に対応するため、工場や家庭などが有するエネルギーリソー
ス（蓄電池や発電設備、ディマンドリスポンスなど）を、高度なエネル
ギーマネジメント技術により遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所
（仮想発電所：バーチャルパワープラント）のように機能させることで、
電力の需給調整に活用する実証事業を実施します。 

具体的には、統合制御に関する技術実証の実施やエネルギーリソース
の遠隔制御対応（IoT）化等に取組み、需要家側エネルギーリソー
スの有効利用及び需給調整への活用を通じて、再生可能エネルギー
の導入拡大及び更なる省エネルギー・電力の負荷平準化、系統安定
化コストの低減を目指します。 

成果目標 

平成28～32年度までの5年間の事業を通じて、50MW以上の仮想
発電所の制御技術の確立等を目指し、再生可能エネルギーの導入拡
大や更なる省エネルギー・電力の負荷平準化等を推進します。 

国 民間事業者等 

補助（定額、1/2） 補助 

民間団体等 

蓄電池やヒートポンプ等のエネルギーリソースを活用したビジネスモデルの確立 

需要家側エネルギーリソース（下流側） 

バーチャルパワープラント 

多数の分散型エネルギー
リソースを統合制御 

電力会社 
集中電源を制御して 
需給バランスを調整 

集中電源（上流側） 

放電 

充電 

・・・・ 

放電 

充電 湯沸かし 

アグリゲーター 
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バーチャルパワープラント構築実証事業 

 平成28年度予算「バーチャルパワープラント構築実証事業」において、下記の取組を
行っている。 

・ビジネスモデルの構築・制御技術の向上 

 小売電気事業者による計画値同時同量の達成や比較的遅い反応時間の調整力(電源I‘に相
当)への対応を行うにあたり、需要家メリットとバランスをとりながらリソースを遠隔監視・統合制御す
るための基礎的な技術習得、システム構築、ビジネスモデルの確立を行う。 

・リソースの拡大 

 バーチャルパワープラントに活用可能なリソースの拡大を行う。 
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 平成29年度、平成30年度の実証事業では以下を想定している。 

・ビジネスモデルの構築・制御技術の向上 

 調整力の電源I’に比して、より早くかつより長い時間の対応が求められ、高額で取引される調整力
メニュー(電源Ia,Ibに相当)への対応に向け、より多数かつ多種のリソースを素早くきめ細やかに統
合制御する技術習得、システム改善、ビジネスモデルの確立を段階的に行う。 

・リソースの拡大 

 バーチャルパワープラントに活用可能なリソースの拡大を行う。 



【参考】平成28年度 バーチャルパワープラント構築事業採択事業者一覧 

  事業者 共同申請者 
制御対象機器 
（一部を例示） 

1 関西電力株式会社 
富士電機株式会社、三社電機製作所株式会社、株式会社
NTTスマイルエナジー 等 

大型蓄電池、家庭用エコ
キュート、電気自動車 

2 
東京電力エナジーパー
トナー株式会社 

横浜市、IBJL東芝リース株式会社 蓄電池 

3 日本電気株式会社 
株式会社グローバルエンジニアリング、東京電力ホールディングス
株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社 等 

蓄電池 

4 アズビル株式会社 
東京電力エナジーパートナー株式会社、株式会社三菱地所
設計、明治安田生命保険相互会社、日本工営株式会社 

蓄熱槽、照明・空調、コ
ジェネ 

5 株式会社エナリス 
KDDI株式会社、京セラ株式会社、日産自動車株式会社、
フォーアールエナジー株式会社、エコ・パワー株式会社 

家庭用蓄電池、電気自
動車 

6 SBエナジー株式会社  ー 
家庭用蓄電池、電気自
動車 

7 株式会社ローソン 慶應義塾大学SFC研究所 
照明・空調、ショーケース、
蓄電池 
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第4回ERAB検討会資料 



【参考】平成28年度 バーチャルパワープラント構築事業例 
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関西電力株式会社 

（富士電機株式会社、三社電機製作所株式会社、株式会社NTTスマイルエナジー 等） 

 大型蓄電池や家庭用エコキュートを活用したVPP。本年度は主に小売電気事業者向けのインバラ
ンス調整を目的とした実証を実施。 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

（横浜市、IBJL東芝リース株式会社） 

 公共施設（学校）に設置する蓄電池を活用し、小売電気事業者向けのインバランス調整を目的
とした実証を実施。 

日本電気株式会社 

（株式会社グローバルエンジニアリング、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力パワーグリッド
株式会社 等） 

 家庭用蓄電池や大型蓄電池を活用し、送配電事業者向けのアンシラリーサービスや小売電気事業
者向けのインバランス調整など幅広いサービスを提供することを目的とした実証を実施。 

第4回ERAB検討会資料 
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 定置用蓄電池は、需要家の負担なく、きめ細やかに系統需要を制御できることから、ＶＰＰ
の取り組みを推進していく上で重要なエネルギーリソースである。 

 現在、本検討会傘下のＷＧにおいて通信規格の整備をするとともに、ＶＰＰ予算において
定置用蓄電池の群制御に係る技術実証を行っているところ。他方で、ＶＰＰの自立化のた
めには、こうした事業環境面の整備のみならず、蓄電池の価格低減も重要である。 

 このような背景の下、「エネルギー革新戦略」（2016年4月）に沿って、2020年のＶＰＰ
の自立化を目指した定置用蓄電池の価格の考え方を示す。 

 ＶＰＰは、IoTを活用してエネルギーアセットを需要家とアグリゲーターでシェアするものである
が、その自立化のためには、需要家が電気料金削減で投資回収可能な価格を目指すことが
重要。そして、既に需要家が自らのメリットを目的に導入した蓄電池を、アグリゲーターが有効
活用することを通じて、ＶＰＰリソースの拡大並びにＶＰＰビジネスの本格普及を図る。 

【参考】蓄電池価格低減目標（背景） 

【参考】エネルギー革新戦略（2016年4月） 

 2020 年のバーチャルパワープラントの自立化を目指して、今後導入拡大が期待される定置用蓄電池については、車載用蓄
電池の市場拡大・技術革新の進展も踏まえて2016 年夏までに目標価格を設定するとともに、価格低減・導入拡大に向けた
対応策をまとめ、2017 年度にその実施に向けて取り組む。 

第4回ERAB検討会資料 

 第４回ERAB検討会(2016年9月)において、蓄電池価格低減目標を提示。 
  背景は以下のとおり。 
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【参考】蓄電池価格低減目標（概要） 

 2017年7月から8月にかけて、国内主要蓄電池システムメーカーに対して実施したアン
ケート結果を踏まえ、以下とする。 

 家庭用蓄電池については、2015年度実績約22万円/kWhから2020年度9万円
/kWh以下を目指す。 

※住宅用太陽光の余剰買取期間を終了した需要家が、太陽光電気の蓄電による自家消費の拡大及び系
統電気の買電抑制により、15年程度で投資回収できる蓄電池システム価格。 

 産業用蓄電池については、2015年度実績約36万円/kWから2020年度15万円
/kW以下を目指す。 

※ピークカットによる契約電力削減により、7年程度で投資回収できる蓄電池システム価格。 

※契約電力を1kW引き下げるための蓄電池システム価格が15万円であるため、例えばピーク時間が2時間
継続する需要家向け（2時間容量蓄電池）であれば7.5万円/kWh、ピーク時間が4時間継続する需要
家向け（4時間容量蓄電池)であれば3.8万円/kWh。 

 なお、業務用蓄電池をはじめ上記分類に当てはまらないケースについては、蓄電池の用
途によっていずれかの価格を目指すこととする。 

 今後、2020年の目標価格達成に向けて、ＶＰＰ予算をはじめとした各種補助金の要
件設計の検討を進めていく。 

   ※当該目標は、2020年時点におけるＶＰＰの自立化のために目指す蓄電池価格の目安を示したもので、長期エネル 

    ギー需給見通し等の前提にする水準とは性格を異にするものである。 

第4回ERAB検討会資料 

 目標の概要は以下のとおり。 
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貫徹小委中間とりまとめ 
（2017年2月）より抜粋 【参考】各制度の導入時期 



今後に向けて 

（１）ビジネスモデルの確立・技術面の向上 

 2020年度までのVPP事業を通して、各アグリゲーターにおいてVPPのユースケースに
あわせたビジネスモデルを確立するとともに、VPPリソースの制御技術の向上（反応
時間の短縮化・継続時間の長期化など）を達成。 

（２）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、VPPリ
ソースの価値を適切に評価するルールを検討。 

（３）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。 

 蓄電池価格低減目標の達成。 

 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）。 
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 エネルギーリソースアグリゲーションビジネスの推進に向けて以下のとおり進めていく。 
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１．第１８回協議会の振り返り 

２．その後の展開について 

  －１ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

  －２ 地産地消型エネルギーシステムの構築 

３．東北スマコミにおける進捗管理 



地産地消型エネルギーの一般的な意義 

安定供給 
（Energy 
Security） 

【非常時のエネルギー供給の確保】 
 非常時のエネルギー供給の確保につながるなど、エネルギー供給リスクの分散化が可能。 

経済効率性 
（Economic 
Efficiency） 

【エネルギーの効率的利用】 
 熱の有効活用による高いエネルギー効率の実現や、再生可能エネルギー・未利用エネル

ギーの有効活用による１次エネルギーの削減、需要地で地産地消することによる送電ロス
の低減等により、エネルギーを効率的に活用することが可能。 
 

 これにより、エネルギーコストの削減や、環境負荷の軽減に貢献することが可能。 

環境適合 
（Environment） 

追加的な 
意義 

【地域活性化】 
 地域資源の有効活用や、

地域のエネルギー関連産
業の発展等を通じて地域
経済の活性化に貢献。 

【エネルギー供給への参画】 
 需要家自らがエネルギー

供給に参画することにより、
エネルギー需給構造の柔
軟化を実現。 

【系統負荷の軽減】 
 分散型電源を地産地消

で活用することができれば、
系統負荷の軽減に貢献。 

 

エネルギー政策の基本的視点 ＝ “３Ｅ＋Ｓ” （※「安全性（Safety）」は前提） 

地産地消型エネルギーの一般的な意義 
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 地産地消型エネルギーは、「非常時のエネルギー供給の確保」、「エネルギーの効率的活用」等の観
点から「3E+S」に大きな意義がある。さらに、「地域活性化」、「エネルギー供給への参画」、「系統負
荷の軽減」等、分散型エネルギーとしての追加的な意義もあると考えられる。 



地産地消型エネルギーシステムに対する様々な地域での関心の高まり 

各フェーズごとの実績 過去のFS・マスタープラン・構築の採択分布 

 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金等の支援策でこれまで事業化可
能性調査やマスタープランの策定、システムの構築等に対し支援を実施。その結果、全国各地にて
様々な事業が展開されつつあり、また、各フェーズごとの成功事例の傾向を把握するための情報が蓄
積されているところ。 

●：採択 
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●：FS,MP 
★：導入、熱実証 
 
 

●：FS・MP 
★：構築 
 

事業化可能性

調査（ＦＳ） 

• 件数：１３５件 

• 【例】宇都宮市 地下水冷熱の面的利用 

マスタープラ

ンの策定 

• 件数：１５件（うち１３件が①から移行） 

• 【例】睦沢町 街区内での再エネ熱電併給 

構築中 

• 件数：１０件（うち４件が①及び②から移行） 

• 【例】諏訪市 再エネ熱の面的利用 

構築完了 

• 件数：２４件 

• 【例】島原市 排湯熱利用 

※件数は平成２７～２８年度の２か年の補助事業実績を抽出したものである。 
  来年度以降①、②の案件がそれぞれ先のフェーズに移行することも想定される。 

① 

② 

③ 

④ 



地産地消型エネルギーシステムの実施類型 

分散型エネルギーの利用形態による整理 

熱電 
併給 

再エネ 
電気 

未利用・再
エネ熱利用 

神奈川県 
再エネ電気街区内利用 

北海道 
複数事業者間でのＣＧ
Ｓ・再エネの複合的利用 

→事例A 

東京都 
複数事業者間での 
ＣＧＳの面的利用 

→事例B 

福岡県 
LNG冷熱面的利用 

北海道  
糞尿系バイオマス利用事業 

※黒枠は平成２８年度に採択した構想普及支援事業、赤枠はシステム構築事業  ※赤枠赤字は次ページ以降に事例紹介。 

埼玉県 
工場内でのGSと再エ

ネの複合的利用 
→事例D 

兵庫県 
ＰＶと蓄電池と自営線で建物間での電力融通 

岐阜県 工場内でのCGS面的利用 

滋賀県 食品工場内におけるCGS利用 

栃木県 工場内のコジェネ面的利用 

長野県 
病院内での未利用エ
ネルギーの面的利用 

→事例C 

愛知県 工場内のコジェネ面的利用 

 事業化可能性調査やマスタープランの策定、システムの構築を進めることで、全国規模で様々な類型
が広がりつつあり、その形態も多様化してきている。 
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需要家の形態 

業務分野（オフィス・医療施設等） 産業分野（製造業等） 

利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態 

秋田県 
工業団地内での風力利用 

東京都  
医療施設と地域での電熱融通 

神奈川県 
 PVとSOFCの面的制御 

青森県 
木質バイオマス利用事業 



［出典］北海道瓦斯 

地産地消型エネルギーシステムの構築事例① 

 ＣＧＳ・太陽光発電・地中熱利用設備を導入し、
エネルギーマネジメントシステムを取り入れ、街内の住
居・体育館・医療施設等で電気と熱を面的に利用し、
１次エネルギーの削減を図る。また、低排温水は融
雪に利用することで、1次エネルギーを減少させる。 

 従来システムと比較し、約３４％の省エネを目指す。 
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Ａ．複数事業者間でのＣＧＳ・再エネの複合的利用 

［出典］三井不動産ＴＧスマートエナジー株式会社 

 ＥＭＳによるCGSと廃熱利用機器等を最適運用する
ことで環境性の向上を目指す。また、開発建物に加え、
既存街区に電気と熱を供給することで、災害時のエネ
ルギーの自立化を面的に実現するとともに、街区内既
存設備との併用による面的利用の最大化を目指す。 

 従来システムと比較し、約１６％の省エネを目指す。 

Ｂ．複数事業者間でのＣＧＳの面的利用 

【事業地】 北海道札幌市 

【施設名称】 （仮称）北４東６エネルギーセンター 

【事業地】 東京都中央区 

【施設名称】 日本橋室町地区電気・熱供給プラント 



地産地消型エネルギーシステムの構築事例② 
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Ｃ．病院内での未利用エネルギーの面的利用 

［出典］シーエナジー 

 温泉地域特有の温度帯を活かした地中熱、下水熱等
の未利用エネルギーを活用し、地域災害指定病院の複
数建物間で面的に利用。また、ICTを活用し、建物とス
マートエネルギーセンターを連携し、エネルギー需給を一括
管理・最適制御するとともに、災害時の医療拠点としての
BCP対策も図る。 

 従来システムと比較し、約５０％の省エネを目指す。 

Ｄ．工場内でのCGSと再エネの複合的利用 

［出典］日本ファシリティ・ソリューション 

 CGS及び地下水熱を利用した排熱回収ヒートポンプを
設置し、発生した電気、蒸気、冷温水を工場内各棟に
供給する。また、監視制御統合型EMSを導入し、従来
方式では個別に管理・制御せざるを得なかった熱源機器
等を面的に一元管理できる新規システムを構築する。 

 従来システムと比較し、約３５％の省エネを目指す。 

【事業地】 長野県諏訪市 

【施設名称】 日本赤十字社諏訪赤十字病院 

【事業地】 埼玉県狭山市 

【施設名称】 本田技研工業㈱埼玉製作所狭山工場 



事業イメージ 

地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進 
事業費補助金 平成29年度予算案額 63.0億円（45.0億円） 

資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
①新エネルギーシステム課 03-3580-2492 
②新エネルギー課      03-3501-4031 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業目的・概要 

従来の大規模集中電源に依存した硬直的なエネルギー供給システムを

脱却するとともに、急速に普及する再生可能エネルギーをはじめとした分

散型エネルギーを安定的かつ有効に活用していくため、地域に存在する

分散型エネルギーを地域内で効率的に活用する「エネルギーの地産地

消」が注目を集めています。 

 エネルギーの地産地消を進める上では、エネルギー設備の導入等に要す

る初期費用に対し、十分なエネルギーコストの削減を確保できる効率的

な設備形成が求められます。こうした効率的な設備形成を行うためには、

地域のエネルギー需給の特性に応じて設備導入を進めることが重要です。 

 そこで、本事業では、地域の実情に応じ、①先導的な地産地消型エネル

ギーシステムを構築する事業、②木質バイオマスや地中熱等を利用した

再生可能エネルギー熱利用設備を導入する事業等に対して支援を行う

ことで、エネルギーの地産地消を促進します。 

成果目標 

平成28年度から平成32年度までの5年間の事業を通じて、省エネ効果

20%以上の達成等を可能とする先導的な地産地消型のエネルギーシス

テムの構築を目指します。 

国 民間事業者等 

補助 

民間団体等 

補助（3/4,2/3,1/2,1/3） 

①分散型エネルギーシステム構築支援事業 

 民間事業者等による先導的な地産地消型のエネルギーシステムの構築に
対し、補助を行います。 

（１）事業化に向けた計画策定に対する支援 【補助率3/4以内】 

事業化可能性調査やマスタープランの策定を支援 

（２）エネルギーシステムの構築に関する支援 【補助率2/３,１/２,１/3以内】 

 民間事業者による再生可能エネルギー熱利用設備導入に対して補助を
行います。 【補助率1/3以内】 

 ※地方公共団体から指定・認定を受けて実施する先導的な事業については、2/3以内を補助する
場合があります。 

バイオマス熱利用 地中熱利用 

※地方公共団体等への補助・民間事業者への発電設備の補助は、環境省が実施。 
なお、平成28年度「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」で採択した発電設備導入事
業及び地方公共団体等の事業は、平成29年度以降も経産省が補助を行います。 

②再生可能エネルギー熱事業者支援事業 

太陽熱利用 

【再生可能エネルギー熱利用設備の内訳】 太陽熱利用、温度差エネルギー利用、
雪氷熱利用、地中熱利用、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造 

エネルギー設備をエネル
ギー管理システムを用い
て制御し、エネルギーを面
的に利用する地産地消
型エネルギーシステムの構
築を支援 
※「固定価格買取制度」
で設備認定を受けない設
備が補助対象 
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事業化可能性が見込める条件 

現状 

イニシャルコス

トの低さ 

・需要側と供給側の物理的な距離が近いことで、工事費を含めたインフラ設備へのコ

ストを抑えられる。 

・融通しあう互いの設備更新時期が重なり、一体での工事が可能である。 

・エネルギーマネジメントの効果が高く(例えば、棟ごとのピーク需要のシフトがしやすく

全体としての需要平準化が容易な場合など)、最低限の設備導入で足りる。 

ランニングメ

リットの得ら

れやすさ 

・再生可能、未利用エネルギーの賦存量（日照量、風量、温度差エネル

ギー、廃熱等）が豊富で、化石燃料の消費を抑えられる。 

・燃料の供給量が安定し、かつ廉価である。 

・一定以上の熱需要が長期間安定的に見込める。 

・複数の施設間での需要ピークが異なり、余剰エネルギーを無駄なく高効率に

融通が可能である。 

・需要家が、エネルギーに対する価値だけでなく、環境性やBLCP、住民サービ

ス等の付加価値を含めた割高な料金に対し受容する意識がある。 

こ
の
よ
う
な
条
件
が
揃
え
ば
事
業
化
可
能
性
が
高
く
な
る 

その他 

・都市計画や自治体の基本計画に沿うことで自治体うまく巻き込み、近隣折

衝、用地交渉、許認可等が円滑に進められる。 

・電気事業法、熱供給事業法、建築基準法等、法律関係の検討及び整理

が進んでいる。 

・事業者の資金力やエネルギーマネージメントへの知見が十分にある。 



機密性○ 

１．第１８回協議会の振り返り 

２．その後の展開について 

  －１ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

  －２ 地産地消型エネルギーシステムの構築 

３．東北スマコミにおける進捗管理 
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機密性○ スマートコミュニティ導入促進事業(東北スマコミ) 全体概要 

スマートコミュニティ構築 
事業の事業を行う事業者 

イノベーション・コースト構想推進 
会議を構成する15市町村 

主たるエネルギー事業者 プロジェクトマネジメントを担当する法人 

項目 詳細要件 

イノベーション・コースト構想推進
会議を構成する15市町村 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、
葛尾村、新地町、飯舘村 

主たるエネルギー事業者 

 電気事業法上の一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者、特定供給を行う者、ガス事業
法上の一般ガス事業者、熱供給事業法上の熱供給事業者のいずれかであること。 

 補助対象となるシステム・機器（※）に係る事業費5億円以上を要する同種プロジェクトにおける事業実績を有
すること。 等 

プロジェクトマネジメントを担当す
る法人 

 申請者の中からプロジェクトマネジメントを担当する法人を定めること。 
 市街地再開発、PFI、プラントエンジニアリングの事業領域において5億円以上の事業費を要したプロジェクトにお

ける業務実績を有する者。 等 

補助対象システム・機器 

 再生可能エネルギーシステム、分散型エネルギーシステム、蓄電池システム、電気自動車等交通システム、電力
流通システム、地域熱融通システム、エネルギー管理システム 

 補助対象システム・機器に係る事業費が5億円以上であること。 
 提案時において商用実績のあるもの、もしくは導入時において次世代エネルギー・社会システム実証事業等にお

いて実証が完了済または完了予定のもの。 等 

＜申請者に係る要件＞（兼務可） 

採択審

査委員

会による

審査 

マスタープ

ラン策定

申請 

次世代エ

ネルギー・

社会システ

ム協議会

による審査 

マスタープ

ラン策定 

採択審

査委員

会による

審査 

スマコミ構

築事業申

請 

スマコミ構
築事業実
施 

33 



機密性○ 東北地方におけるスマコミの導入拡大 

●会津若松市（2015年度事業終了） 
－太陽光による電力を蓄電池、電気自動

車に供給。災害時等には電気自動車か
ら防災拠点に電力を供給 

●新地町 
－相馬港～仙台のパイプラインか

らのLNGを活用し、熱電コー
ジェネレーションを実施。電気は
地域の住宅、熱は宿泊施設等
で活用 

→2016年12月にマスタープラン
策定終了。第２フェーズ（スマ
コミ構築）に移行済み。 

●相馬市 
－太陽光発電から再エネ水素を製造。

災害時等に市庁舎や病院等の電
力を燃料電池により供給 

→2017年3月にマスタープラン策定 
終了予定 

４市町における実証の実施、福島全県大への展開に
向けた支援（FS調査の実施、先行事例集の作成） 

●楢葉町 
－竜田駅前のコンパクトタウン化をコンセプトとし

た町の復興の要となる太陽光・蓄電池活用
型エネルギーシステムの構築 

→2017年3月にマスタープラン策定終了予定 

●浪江町 
－道の駅・町役場を中心とする地域コミュニティ

の再構築に合わせたふるさと再生型スマコミ 
→2017年夏目処でマスタープラン策定終了
予定 

 現在、新地町・相馬市・浪江町・楢葉町の４市町がスマコミ構築に向けた取組を実施中。 

 このうち、新地町については、2016年12月にスマコミ構築のマスタープランが完成。今後、本マスタープラ
ンに基づいて、スマコミ構築を実施していく。 

（他県においても、既存事業として釜石市、宮古市にて事業継続中） 
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機密性○ 

○CO2フリー水素タウンのモデル創出 
○全県大への展開（ＦＳ調査の実施） 
 ・復興とも連携したスマートコミュニティ形成にも資する先行事例集の作成 
 ・県内におけるFS調査の支援 

 ・福島県内での自治体とスマコミ関連事業者とのマッチングイベントの実施 

イノベーション・コースト構想 
エネルギー関連産業プロジェクト 

再エネの導入拡大 
○産総研福島再エネ研究所 【11億円】 
・我が国唯一の再エネ研究に特化した公的研究所(2014年4月開

設、郡山市) 
・2016年4月新設のスマートシステム研究棟を国際認証に活用 
 

○福島浮体式洋上風力  【24億円】 
・復興のシンボル及び世界初の本格的な事業化を目指す(2013年

に2MW、2015年に7MW基を設置・稼動) 
・３基（2016年中に5MWを設置）による発電システムの本格的

な実証実験の実施 
 

○再生可能エネルギー導入支援 
・他の地域にはない、固定価格買取制度に加えて設備導入を支援する

補助金を福島県向けに措置（2014年度補正予算額:92億円） 
・県内のバイオマス資源活用のための実証実験、設備導入を支援 
 

○系統用大型蓄電池実証 
・再エネの受入れ拡大のため、東北電力南相馬変電所において実

証。5万kWを避難解除区域等の発電事業に優先割当(2016年
2月運転開始) 

水素社会実現のモデル構築 

○水素キャリア（MCH）に関する基盤技術研究 
・産総研福島再エネ研究所でトルエン ⇔ MCHのキャリア変換技術開
発、MCHから水素を取り出し、安定的に燃焼するエンジンの開発
（2014年～） 

スマートコミュニティの構築 

○復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロ
ジェクトの実施 

・会津若松市におけるCEMSを中心とした実証（2014年10月～） 
・新地町、相馬市、浪江町、楢葉町で事業計画策定中(2015年12月～) 

再エネの導入拡大 
～更なる導入拡大に向けた送電網の増強等～ 

      水素社会実現のモデル構築 
～再エネから水素を「作り」「貯め・運び」「使う」一気通貫モデルを創出～ 

       スマートコミュニティの構築 
～再エネ・水素活用による復興まちづくりを後押し～ 

取組加速化 
 

成果活用 

○各省予算プロジェクトの福島での集中実施 
 ・県内でのプロジェクト創出、補助事業等の優先的な実施 

○福島発の技術、モデルの国内外への発信 
 ・在京外交団等の視察ツアーの実施、水素関連国際会議等を誘致・開催 

新たな 
取組 
の展開 

福島全県を未来の新エネ社会を先取りするモデル拠点 

福島新エネ社会構想 概要（平成28年9月7日構想実現会議決定） 

【147億円☆ 】 

【63億円☆ 】 

【199億円☆ 】 

【25億円】 ○阿武隈、双葉エリアの風力発電のための送電線増強 
 ・発電事業者及び電力会社が送電線整備、管理等を行う事業体を設立 
 ・関係省庁等の検討会を設置し、ルート選定や土地利用等の調査を実施 

○再エネを活用した大規模水素製造（世界最大１万ｋＷ級） 
○次世代の水素輸送・貯蔵技術の実証（東京2020オリパラ

競技大会期間中の活用） 
 ・実証の具体的な実施方策についての検討会を設置し議論・早期に一定の結

論。2020年までに水素製造装置の運転を開始し、東京2020オリパラ競技大

会期間中に活用。 

○水素利用の拡大 
 ・水素ステーション整備の支援、FCV、FCバス、FCフォークリフトの導入拡大 
 ・東京都、福島県等による基本協定に基づく、CO2フリー水素の活用に向けた

共同研究開発、技術協力及び人事交流等を推進 

【47億円☆ 】 

【100億円☆】 

※予算案額については、閣議決定（12/22）時点に修正 
【】：29年度予算案額   ☆：予算案額の内数 

【63億円☆ 】 

【総額527億円☆ 】 

参考 
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