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はじめに：当グループが目指すアグリゲーション事業の姿

＜アグリゲーションコーディネーターの目指す姿＞

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

• DER+Sの普及が進む環境下で電力供給の価値のあり方が大きく変化。
• プラットフォームとしてのアグリゲーションコーディネーター(AC)がリソースアグリゲーター(RA)を繋ぎ、

全体最適に寄与する需給バランス調整機能を提供。
• 上記実現のためにVPP実証に積極的に取組んでいる。特に、信頼性の高い需給バランス調整機

能を提供するための核となる制御システムの開発と、その実証(電源I-b相当)を中心に対応。
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送配電事業者
＜安定供給＞

発電事業者
＜卸供給＞

小売電気事業者

＜供給力＞

RA RA RA

需給バランス調整機能を提供

調整力の運用効率：増
送配電アセット運用効率：増発電能力の運用効率：増 供給能力の運用効率：増

リソース運用効率：増 リソース運用効率：増 リソース運用効率：増

ACの役割①：信頼性の高い需給バランス調整機能を提供
 リソース評価（リソースアグリゲーターの技術評価）
 供給余力の確認（実需給に向けた実際の供給力を確認）
 リソースの整形、マッチング
 実運用時の監視・モニタリング

ACの役割②：RAが市場に入りやすくなる機能を提供
 リソースアグリゲーターのビジネスに資する技術基盤（プラットフォ

ーム）の提供
 アグリゲーションビジネスにおける運用サービス

アグリゲーションコーディネーター(AC)
＜アグリゲーションのためのプラットフォーム＞

サービス機会を提供



①本年度実証の進捗

• 制御システム(親アグリゲーションシステム)の構築：昨年度の要件定義をベースとして、電源I-b
相当実証に対応できるシステムを構築・実装。

• リレーの考え方：リソースの特性を踏まえたリレー計画を立案。
• 今後の方向性：信頼性の高い需給バランス調整機能 (ACの役割①)、およびRAが市場に入り

やすくなる機能 (ACの役割②) の構築を順次進めていく。

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

＜親アグリゲーションシステムの構築＞

電池 発電機 その他

容量

時間

大型電池

小型電池 大型電池および
小型電池の集約で

対応

 (a)短時間で応動可能なリソース（蓄電池など）と、
(b)短時間での応動には課題があるが、比較的長い
時間の持続が可能なリソース、に分類。

 (a)から(b)にリレーする形での運用計画を立案。

＜リレーの考え方＞

親アグリゲーションシステムと、低圧リソース用システム
の2つにより、本実証システムを構成。

D事業者、およびB事業者(RA)との連携を確立。
 EVアグリゲーション用のシステムについても別途構築。
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①本年度実証の進捗

• 電源I-b相当実証の結果概要：全8回の電源I-b相当実証を着実に実施。
• 制御事例：①リソースの特性を活かした運用方式(リレー)を実施、②実際の電源I-b運用

で発生する制御時間中の指令値変更に対応、③MWレベル(約7MW)の制御を実現。
• 達成率の向上が必要：電源I-b適用を見据えて、達成率の向上に向けた対応が必要。

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

＜電源I-b相当実証の事例(A実証3回目、2018/1/16)＞

自家発電設備(リレー)
3台、2,000kW

空調 (リレー)
12店舗
237kW

家庭用蓄電池(リレー)
10台 30kW

リソース
特性を
踏まえた
運用方式

理由 概要

制御システムやリ
ソースの不具合

• 制御システム等の不具合、リソース
自体停止が発生。この場合達成
率に大きな影響あり。

ベースラインと当
日需要の乖離

• High 4 of 5 によるBLと当日需
要の乖離(当日に気温が下がり、
需要が大きく増加、等）による達
成率への影響。

他DRプログラム
との重複

• 発動日に電源I’の発動があり、I’
側に対応せざるを得なかったリソー
スが存在。

その他 • 家庭用蓄電池の運転モードと制御
指令のコンフリクト。

• その他需要家特有の事情。

＜達成率向上に向けた課題と対応方向性＞

システム不具合の低減に注力していく

当日需要変動(BLとの誤差)を見越したリソース容量確保 4

家庭用蓄電池
23台、61kW

産業用蓄電池
12台、6,530kW

自家発電設備
2台、500kW

注）家庭用蓄電池については、更に多くのリソースが制御可能状態で待機



1回のみ
18/2/13

活用
リソース

自家発
１台

700kW

注1 最大制御量は制御量を30分単位で平均した値の最大値を表す。

①本年度実証の進捗

• インバランス抑制(下げDR)実証：自家発を活用した下げDR実証を実施。
• 需要造成DR(上げDR)：様々なリソースを活用した需要造成DRを実施。

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

＜インバランス抑制(下げDR)実証＞ ＜需要造成(上げDR)実証＞
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指令値 最大制御量注1 平均達成率 指令値 最大制御量注1 平均達成率

産業用
蓄電池
1 台

500 kW

EV
20 台
48 kW

産業用
蓄電池

1台
600 kW

家庭用
蓄電池注2

79 台
96 kW

活用
リソース

1回目
17/12/26

2回目
18/2/10

3回目
18/2/14

4回目

注2 家庭用蓄電池については、更に多くのリソースが制御可能状態で待機



②事業化に向けた課題点について

• 事業化に向けた課題点と対応策：制度面や技術面等において様々な課題が存在。
事業化に向けて、当グループとして能動的に対応できる部分はしっかり対応していく。

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

課題 当グループとしての対応

制度面 需給調整市場や容量市場等におけるアグ
リゲーションリソースの参入要件明確化

国や広域機関における最新の制度議論を踏まえて、実証内
容やその後の事業化計画を柔軟に検討。

調整力提供における計量ルールの明確化 次年度実証（応募予定）にて、現行の規制等を踏まえた、
グループとしての計量ルール（応動・精算)を設定・実行。

低圧リソース活用に向けたベースライン 低圧リソース活用にあたっては、ベースラインと当日需要の差
異が大きいことが問題。

当グループから、「低圧需要家のグループ化」「PV発電量を補
正する方策」について、制御量評価WGに提案。＜次ページ
参照＞

技術面 制御報告時間 制御報告時間の要件は、リソースを活用できる市場やサービ
スの特性に応じて決まると思料。その特性を踏まえた制御報
告時間を実現できるよう、技術改良を進めていく。

制御量達成率の向上 指令値に対する制御量達成率の更なる向上を図る(100%
に近づける）ため、制御システムの改良を進めていく。

＜事業化に向けた課題点と対応策（主なもの）＞
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②事業化に向けた課題点について
バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業
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• 低圧リソースの活用に向けて：低圧需要家の特性を踏まえたベースラインの設定方法
（低圧需要家のグループ化、PV発電量を補正する方策）を制御量評価WGに提案。

グループ化
して整理

評価対象：2017/8/15 評価対象：2017/8/15

需要変動の大きい
低圧需要家BL

図a：ベースライン(赤
線)と実潮流(青線)に
大きな誤差

図b：グループ化により
ベースラインと実潮流
の誤差は大きく改善

PV設備を持つ
低圧需要家BL

図c：BLに含まれる
PV発電の影響を、代
表的なPV発電データ
で補正することで、誤
差を低減

(図a) (図b)

(図c)



③来年度以降の取組みについて

• 来年度以降の取組み：「VPP実証(応募予定) 」「リソースアグリゲーターとの連携強化」
「制度設計への貢献(ERAB検討会への全面的な協力を含む)」を通じて、アグリゲーション
事業の実現を目指す。

＜来年度以降の取組み＞

VPP実証
(応募予定)

 リソースの拡大
 アグリゲーションコーディネーターシステムの機能強化
 電源I-bの実条件に即した実証（制御達成率の向上、指令値変更への対

応、計量ルール・ベースラインルールの検討）
 より早い応答を伴う調整力への対応可能性検討
 電気自動車等を用いたローカル系統課題への対応可能性検討(V2G)

リソースアグリゲーターとの
連携強化

 当グループの取組みに参画頂けるよう、プロモーションを強化
 関心のあるリソースアグリゲーター様との連携協議

制度設計への貢献
 制度課題の把握と対応策検討を継続的に実施
 引き続き、ERAB検討会の活動に全面的に協力

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

注）現時点での対応方針であり、実際
に30年度実証に提案する内容は、関係
各社と協議のうえ決定する。
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④各種市場への参画について

• 各種市場への参画について：当実証チームの中から、ACの機能を活用した市場参画の
実現を目指す。対象市場は、需給調整市場、容量市場、卸電力市場、相対契約のそれ
ぞれについて、制度設計議論の状況を踏まえて、可能性を検討していく。

• 需給調整市場については、三次調整力①までは先ず参入を果たしたい。それよりも早い制
御を要する市場についても、VPP実証等での検証を踏まえて可能性を検討していきたい。

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

＜例：需給調整市場の場合における目論見＞

※1 一次・二次(GF・LFC)の細分化については参入状況を考慮して検討
※2 求められるセキュリティ水準を含め今後更なる検討が必要
※3 最大値はまた指令値を継続して出力し続けることが可能な時間
※4 現状の運用においてはBG計画の中で下げ側の調整幅は十分にあり、事前に送配電が確保しておく必要性は少ない。

出所）第21回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3

参画可能性を検討(VPP実証等で検証） 参画を目論む
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⑤将来に向けて
• 長期的な想定：アグリゲーション事業を取り巻く環境は、(1)現行制度から始まり、(2)市場

多角化期、そして(3)超分散型社会期に変遷していくと考えられる。
• これらの変遷に対応していけるよう、需給調整市場参画への準備のみならず、IoT技術の

積極活用・P2P取引への対応(ブロックチェーン活用を含む）、ローカル系統課題への対応、
等への準備を進めていく。

バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業

＜アグリゲーション事業の将来的な絵姿＞

(1)現行制度期

(2)市場多角化期

(3)超分散型社会期
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