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調査概要
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⚫ 我が国では、2021年度に需給調整市場創設が予定され、これに伴って新たなインバランス料金制度や需給関連情報のタ

イムリーな情報公表も開始される。そのため、電力・ガス取引監視等委員会では、具体的な市場ルール、インバランス料金

制度、監視の在り方等を検討している。

⚫ 更に、今後の自然変動電源の主力電源化に向けて、それに適した需給調整メカニズムについての検討も深めることが求めら

れている。

⚫ また、今後の新技術導入や市場環境変化に対応した新しい託送制度やその他ネットワーク制度などの負担の在り方につい

ても議論が進められている。

（1）調査の背景・目的

背景

⚫ 新しい需給調整システムの在り方、託送料金制度の検討を進める上で、諸外国の制度や取り組みは参考となるものと考え

られる。

⚫ 本調査は、諸外国の関連制度や事業者の取り組み等について、電力・ガス取引監視等委員会における具体的な検討に資

する知見を得ることを目的として実施した。

目的
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（2）調査内容

重要調査事項調査項目

① 需給調整市場創設及び新たなインバランス
料金制度の開始に向けた調査

② 太陽光発電及び風力発電の割合が大きい
諸外国における計画値同時同量制度等に
関する調査

③ 新技術導入等を踏まえた託送料金制度等
の制度設計に関する調査

⚫ 諸外国の需給調整市場について、商品設計と価格規
律等のルール、市場監視の前提となる需給調整のた
めの連系線容量確保と市場監視の現状

⚫ 大規模電源脱落時等の需給逼迫時における電力市
場の運営とインバランス料金の特例制度

⚫ 太陽光発電及び風力発電の割合が大きい主要国
（独・英・伊・西）における電力市場制度、インバラン
ス料金制度とインバランス発生の現状

⚫ 太陽光や風力の予測が難しいことに対する送電事業
者や発電・小売り事業者の対応

⚫ 新技術導入等を踏まえた料金設定の在り方（従量
料金比率の見直し等）

⚫ レベニューキャップ制度の代表的な導入国としての英・
独・ノルウェーの託送料金制度と料金査定の詳細

⚫ 本調査の調査項目と重要調査事項は下記の通りである。
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1. 需給調整市場創設及び新たなインバランス料金制度の開始に向けた調査・
分析・検討



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 7

1.1 諸外国の需給調整市場のルール
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1.1.1 各国の需給調整市場の概要
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（1）英、独、北欧の需給調整市場の比較

英国[1]-[3] ドイツ[4]-[7] 北欧[8]-[10]

（ノルウェー）

需給調整市場の監視主体

ACER（エネルギー規制機関間協力庁）

GEMA（ガス・電力市場委員会）
Ofgem（ガス・電力市場局）

BNetzA(独連邦ネットワーク規制庁) NVE（ノルウェー水資源・エネルギー局）

調整力
商品名と市場調達

タイミング

FCR
（周波数制御予備力）

FFR
（Firm Frequency 

Response）

前月入札実施
（単一、複数月契約）

PCR
（Primary Control Reserve）

2営業日前15時
入札締切

（毎日調達）

FCR-N
(Frequency Containment Reserve 

in Normal condition)

週間市場、前日市場
にて調達

FCR-D
(Frequency Containment Reserve 

in Disturbed condition)

前日18時
に入札締切

FRR
（周波数回復予備力）

Fast Reserve
毎月入札実施

（単一、複数月契約）

SCR
（Secondary Control 

Reserve）

前日8時入札締切
（毎日調達）

aFRR
(Automatic Frequency Restoration 

Reserve)

前週木曜10時
に入札締切

mFRR
(Manual Frequency Restoration 

Reserve)

RKOM：季節、週の容量市場を
通じてΔkW確保

RPM:GC45分前に
エネルギー入札締切

TCR
（Tertiary Control Reserve）

前日10時入札締切
（毎日調達）

RR
（代替予備力）

STOR
（Short Term Operating 

Reserve）

年3回入札実施
（1シーズンより、最長2年契約）

ー ー

発電事業者数 約190社
(2019.6.25時点にて発電事業ライセンス登録済みの発電事業者)

4大電力会社＋自治体営電力会社 約170社

市場以外での調整力調達手法

【相対契約】
• FFR（Firm Frequency Response）
• FCDM（Frequency Control by Demand Management）
• Fast Reserve ・BM Startup

【供給義務】
• MFR（Mandatory Frequency Response）

• 1回目のオークションで必要量に対して入札量が不
足する場合は、2回目のオークションが実施される。

• 2回目のオークションでも不足する場合は、各TSO
が各調整力提供者との相対契約や義務的調達を
通じ、必要量を確保することが認められている。

• mFRRに関しては、季節・週の容量市場(RKOM)
及び相対契約を通じて、事前に十分な容量を確保

図表 1-1-1 英、独、北欧の需給調整市場の比較

出所）
[1] National Grid ESO、National Grid ESO Balancing Services、
https://www.nationalgrideso.com/balancing-services、2019年8月29日閲覧
[2] National Grid ESO、FIRM FREQUENCY RESPONSE TENDER RULES AND STANDARD CONTRACT 

TERMS、 https://www.nationalgrideso.com/document/154151/download、 2019年8月29日閲覧
[3] National Grid ESO、Firm Frequency Response (FFR) Interactive Guidance、
https://www.nationalgrideso.com/document/103306/download、2019年8月29日閲覧
[4] REGELLEISTUNG.NET、 https://www.regelleistung.net/ext/、2020年2月11日閲覧
[5] Regelleistung 、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der 

Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”、
https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL、2020年2月17日閲覧

[6] Regelleistung 、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Sekundärregelleistung RV-Vers. 
06.08.2018、 https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeSRL、2020年2月17日閲覧

[7] Regelleistung 、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Minutenreserve、RV-Vers.: 
06.08.2018、 https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeMRL、2020年2月17日閲覧

[8] Statnett、“Discussion Points- EGC Workshop”、第１回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会提出資料、 2020年2月20日閲覧
[9] Statnett 、“Vilkår for tilbud、aksept、 rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet、 Gjeldende fra 01.07.2019、

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-
gjeldende-fra-072019.pdf、 2020年2月17日閲覧

[10] Statnett 、“Vilkår for anmelding、håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM)、Gjeldende fra 02.04.2019、
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-
fra-02.04.2019.pdf、2020年2月18日閲覧
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（2）英国：調整力の分類と要件 （１/２）

出所）
National Grid ESO、National Grid ESO Balancing Services、https://www.nationalgrideso.com/balancing-services、2019年8月29日閲覧
[1] National Grid、Frequency Control by Demand Management (FCDM)、https://www.nationalgrideso.com/document/92416/download、2020年2月18日閲覧

ENTSO-E
の分類

名称 特性 応動時間 継続時間
最小入札

容量
方向 リソースタイプ 調達方法

FCR

Frequency 
Response

（周波数応答）

Mandatory 
Frequency 
Response

Primary
系統接続する全ての大規模電源
（100MW以上）に義務付けられた、周
波数変化に対応した有効電力による自動
出力調整能力
周波数変化と給電指令後の応答時間の
違い等により、Primary Response（上
げ代）、Secondary Response（上げ
代）、High Frequency Response（
下げ代）の3種類

10秒以内 20秒

（義務）
100MW以
上の大規模
電源

上げ代・下げ
代

（別々の商
品）

発電 供給義務Secondary 30秒以内 30分

High 10秒以内 無制限

Firm 
Frequency 
Response

(FFR)

Primary

入札により調達され、周波数応答義務を
補完する役割
Mandatory Frequency Responseと
同様に3種類

2秒以内に応
動、
10秒以内に
100%応動

20秒

1MW

上げ代・下げ
代

（別々の商
品）

発電
需要

公募入札Secondary 30秒以内 30分

High 10秒以内 無制限

Frequency Control by 
Demand 

Management(FCDM)[1]

周波数低下リレーが作動した際に、自動的
に需要家への供給を遮断することで
Regulationを提供するサービス

2秒~10秒 30分 3MW 上げ代 需要 相対契約

Enhanced Frequency 
Response

(EFR)

応答速度1秒以内のリソース（主に蓄電
池）をターゲットとした、周波数応答サービ
ス。2016年に入札実施、2017年調達開
始。（その後、新規の調達はなされていな
い）

1秒以内 15分 1MW

上げ代・下げ
代

（単一商
品）

発電
需要

公募入札

図表 1-1-2 英国：調整力の分類と要件
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（2）英国：調整力の分類と要件 （２/２）

ENTSO-E
の分類

名称 特性 応動時間 継続時間 最小入札容量 方向 リソースタイプ 調達方法

FRR

Fast Reserve
必要時に発電側の出力増加と需要側の
需要抑制による調整能力を提供する
サービス

2分以内 15分以上 50MW 上げ代
発電
需要

公募入札
相対契約

BM Start-up

National GridがBalancing 
Mechanism Unit (BMU)の追加的起
動を必要としたとき、当日稼動していない
BMUを起動し電力を供給するサービス

89分以内
合意された
継続時間

不明 上げ代 発電 相対契約

RR
STOR

（Short Term Operating 
Reserve）

追加的に有効電力を供給するサービス
通常20分以内
（最大240分）

最低2時間 3MW 上げ代
発電

需要[1] 公募入札

その他 Demand Turn Up

低負荷時に再エネ発電量が超過する恐
れがある場合に、需要家や発電機、
CHP,蓄電池等が、需要増または発電
減を行うもの。2016年開始。

不明 不明

1MW
(なお、アグリゲー
ションの場合、

0.1MW以上の
複数サイトをアグリ
ゲートして1MW

以上とすることによ
り入札可能)

下げ代
発電
需要 相対契約

出所）
National Grid ESO、National Grid ESO Balancing Services、https://www.nationalgrideso.com/balancing-services 、2019年8月29日閲覧
[1] National Grid ,https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/reserve-services/demand-turn、2020年2月27日閲覧

図表 1-1-2 英国：調整力の分類と要件（前頁の続き）
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（2）英国：需給調整にかかわる市場プロセス
⚫ 需給バランス調整について、原則的に全量をBalancing Mechanism（BM）によって対応。
⚫ BMは事前のΔkW確保は無し、かつ入札義務は存在しないものの、別途年3回入札によって調達されるSTORによってBMの入札量不足に備えるしくみ

となっている。（BMを介して調達するよりも経済的である場合に入札によって対応）

※: 市場取引に加えて、ガバナ等調整分としてMandatory Frequency Responseは義務的拠出。緊急時等に停止ユニットを起動する予備力としてFast Start、BM Start-Upなどを相対契約で調達するなど、多様な調達手段を組み合わせて対応している。

Mandatory 
Frequency 
Response

Frequency 
Control by 
Demand 

Management

Fast 
Start

BM 
Start 
up

応答：89分以内
に系統同期

応答：5～7分以内応答：2秒～10秒
Primary Response(周波数低下時) 応答：10秒以内

Secondary Response(周波数低下時) 応答：30秒以内

High frequency response(周波数上昇時) 応答：10秒以内

相対
契約

強制
拠出

前年 前月 前週 前日 当日 翌日以降

前日市場

当日市場

BM
（Balancing 

Mechanism）

STOR

Fast Reserve

Gate Close
(1時間前)

Firm Frequency 
Response

前日
11時

前日
18時

当日
0時

前日
0時

実需給
（30分単位）

前月入札実施

前月入札実施

年3回入札実施

11時入札締切

ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ
料金

アンシラリー
サービス
料金

応動：10秒以内

応動：2分以内

応動：通常20分以内
（最大240分)

kWhのみ入札
実需給1時間前
に入札締切

※発電ライセンスに基づき50MW以上の発電ユニットはBMユニットとして強制登録

14時30分入札締切

EPEX SPOT UK 前日市場

N2EX 前日市場

需給調整に関する主な市場

エネルギー市場

ΔkW事前確保＋kWh入札

ΔkW事前確保＋kWh入札

ΔkW事前確保＋kWh入札

EPEX SPOT UK 当日市場 実需給79-75分前取引締切

平常時
調整力

FCR

FRR

FCR

RR

FCR FRR RR緊急時調
整力

緊急時調
整力

平常時調
整力

平常時調整力

FCRのΔkW費用はアンシラリー
サービス料金で回収。
FRR及びRRのΔkW費用はアン
シラリーサービス料金、kWh費用
はインバランス料金で回収
BMについては、ΔkW費用はなく、
インバランス料金、アンシラリーサー
ビス料金双方で回収

ΔkWの入札に
よる確保

運用のための
kWh入札

出所）
National Grid ESO、National Grid ESO Balancing Services、https://www.nationalgrideso.com/balancing-services、2019年8月29日閲覧
EPEX Spot、https://www.epexspot.com/en、 2019年8月29日閲覧
ENTSO-E、”SURVEY ON ANCILLARY SERVICES PROCUREMENT、BALANCING MARKET DESIGN 2018“、https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-
balancing-market-design、2019年8月29日閲覧

Fast Reserve：実需給の1週間前
までkWh価格の変更可能（修正）

図表 1-1-3 英国：需給調整にかかわる市場プロセス

前月の第1営業日の17時入札〆切
（前月の第13営業日TSOが落札結果公開）

前月の第1営業日の17時入札〆切
（前月の第12日営業日TSOが落札結果公開）

2,3ヶ月の17時入札〆切注1

（1~２ヶ月後にTSOが落札結果公開）

注1 2019年の実績を基に記載。年3回の入札の中で、入札〆切と落札結果の公開のタイミングは、実需給の何日
前と明確に決められていない。

https://www.nationalgrideso.com/balancing-services
https://www.epexspot.com/en
https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 13

（3）ドイツ：調整力の分類と要件

出所）REGELLEISTUNG.NET、https://www.regelleistung.net/ext/、2020年2月18日閲覧

ENTSO-E
の分類

名称 特性 応動時間 継続時間
最小入札

容量
方向

リソース
タイプ

調達方法

FCR
一次制御予備力：PCR
（Primary Control Reserve）

30秒以内に出力調整を行うことの
できる自動周波数調整能力

30秒以内 15分以内 1MW

上げ代・下げ代の単
一商品

（24時間商品）
発電
需要

市場調達※1

aFRR
二次制御予備力：SCR
（Secondary Control Reserve）

TSOの給電指令に対して5分以内
に出力調整を行える、一般に自動
周波数制御（AFC：Automatic 
Frequency Control）機能付き
ユニットにより提供される出力調整
能力

5分以内
30秒～
15分

5MW
上げ代・下げ代別
（4時間商品×6ブ

ロック）

発電
需要

市場調達※2

mFRR

ミニット予備力：MR（Minute 
Reserve）
または
三次制御予備力：TCR （Tertiary 
Control Reserve）

供給力不足が起こった際にTSOの
給電指令から15分以内に負荷追
従を行え、二次予備力レベルの回
復に資する調整能力
主として火力プラントにより提供され、
揚水プラントやガスタービン、遮断可
能需要によっても提供される

15分以内

15分～
1時間

（数時間
の場合あ

り）

5MW
上げ代・下げ代別
（4時間商品×6ブ

ロック）

発電
需要

市場調達※3

※1：ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、スイス、オーストリアの共通市場調達を実施。

※2：2020年2月1日より、ドイツ・オーストリアの共通市場調達を開始。

※3：ドイツ単独の市場調達

図表 1-1-4 ドイツ：調整力の分類と要件
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（3）ドイツ：需給調整にかかわる市場プロセス
⚫ 需給バランス調整について、実同時同量制の下、BGの自己調整分を除く量の必要調整力を前日スポット市場開場前に全量事前調達。

※: 1回目のオークションで必要量に対して入札量が不足する場合は、2回目のオークションが実施される。2回目のオークションでも不足する場合は、各TSOが各調整力提供者との相対契約や義務的調達を通じ、必要量を確保することが認められている

前年 前月 前週 前日 当日 翌日以降

Gate 
Close
(5分前）

前日
12時

前日
17時

当日
0時

前日
0時

実需給

Minute Reserve
(Tertiary Control 
Reserve(TCR))

Secondary Control 

Reserve(SCR)

Primary Control 
Reserve(PCR)

前日8時 入札〆切
（前日9時 TSOが落札結果公開）

2営業日前15時 入札〆切（木曜日金曜日には2日分のオークション実施）
（16時 TSOが落札結果公開）

前日10時入札〆切
（前日11時 TSOが落札結果公開） ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ

料金
応動：15分以内（手動）

応動：5分以内

応動：30秒以内

アンシラリー
サービス
料金

前日市場

当日市場

12時入札締切
12時40分 落札結果公開

エネルギー市場

EPEX Spot

EPEX Intraday GCまでに入札

バランシンググループ
内の自己調整

実同時同量制度

需給調整に関する市場

前日
10時

平
常

時
・
緊

急
時

の
区

別
な

し

mFRR

aFRR

FCR

ΔkW事前確保
＋kWh入札

ΔkW事前確保
＋kWh入札

ΔkW事前
確保

TCR・SCRのkWh費用
はインバランス料金、
ΔkW費用はアンシラリー
サービス料金で回収

ΔkWの入札に
よる確保

運用のため
のkWh入札

出所）
REGELLEISTUNG.NET、https://www.regelleistung.net/ext/、2020年2月11日閲覧;
Regelleistung、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”、https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL、
2020年2月11日閲覧;
Regelleistung、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Sekundärregelleistung RV-Vers. 06.08.2018”,https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeSRL、
2020年2月11日閲覧
Regelleistung、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Minutenreserve、RV-Vers.: 06.08.2018 ”,https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeMRL
EPEX Spot、https://www.epexspo.tcom/en、2019年8月29日閲覧; Amprionへのヒアリング（2020年1月実施）

図表 1-1-5 ドイツ：需給調整にかかわる市場プロセス

https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL
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（4）北欧（ノルウェー）：調整力の分類と要件

ENTSO-Eの
分類

名称 特性 応動時間
所定出力
到達時間

継続時間 最小入札容量 方向
リソースタイ

プ
調達方法 備考

FCR

FCR-N
(Frequency Containment 

Reserve in Normal 
condition)

周波数変動に対する自動
周波数安定化能力
50Hz±0.1Hzの周波数偏
差で自動発動

記載なし 2-3分以内 記載なし 1MW
上げ代・下

げ代
（同一商品）

• 発電 市場調達

入札価格上限
なし

FCR-D
(Frequency Containment 

Reserve in Disturbed 
condition)

200MWの損失事故で発
動（周波数が49.9Hzを下
回った際に自動発動し、
≧49.5Hz を保つように調
整）

5秒以内 30秒以内 記載なし 1MW 上げ代のみ • 発電 市場調達

FRR

aFRR
(Automatic Frequency 
Restoration Reserve)

FCR(FCR-N, FCR-D)の
発動終了後、またはそれら
が存在しない場合に自動で
発動し、周波数を50Hzに

回復

2~3.5 分
（自動）

約15分以内 記載なし 5MW
上げ代・下げ代
（別々の商

品）

• 発電

市場調達
（北欧共通市
場に向けた取組

が進行中）

入札価格上限
なし

最大入札容量
35MW（5MW

単位）

mFRR
(Manual Frequency 

Restoration Reserve)

1. FCR・aFRRの発動終
了後またはそれらが存
在しない場合にTSOに
より発動

2. 予測インバランス軽減
のため発動

3. エリア内送電線の混雑
解消及び北欧エリア間
送電線混雑解消のた
め発動

北欧各国TSOのコントロー
ルセンターから手動で発動

記載なし
15 分以内 (手

動)
無制限

RPM:10MW
RKOM:1MW

上げ代・下げ代
（別々の商

品）

• 発電
• 需要

・北欧共通市場
で調達
（Regulation 
Power Market 
(RPM))
・ノルウェーでは
季節・週の容量
市場（RKOM)
及び長期相対
契約で事前に十
分な容量を確保

＜RPM＞
入札価格上
限：5,000
（€/MWh）

出所）
OCCTOウェブサイト、“Discussion Points- EGC Workshop”、第１回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会提出資料、
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2016/files/chousei_sagyokai_01_sankou1.pdf 、2020年2月25日閲覧;
Statnett、“Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet, Gjeldende fra 01.07.2019”、 https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf、 2020年2月25日閲覧;
Statnett、“Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM), Gjeldende fra 02.04.2019”、 https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf、2020年2月25日閲覧

※: ただし、調整力が足りないと判断した場合には個別の BSP（Balance Service Producer）との相対契約にて追加調達する。

図表 1-1-6 北欧（ノルウェー）：調整力の分類と要件

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2016/files/chousei_sagyokai_01_sankou1.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf
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（4）北欧（ノルウェー） ：需給調整にかかわる市場プロセス

※1: mFRRは、ノルウェーでは季節・週の容量市場（RKOM)及び相対契約を通じて、事前に一部の容量（ΔkW）を確保。
※2: FCRの週間市場の落札後、調達量の不足が判明した場合、Statnettは落札済みリソースの提供事業者に対し、追加分の入札を通知することができる。

⚫ 需給バランス調整については、必要調整力の一部を季節・週間、長期相対契約によって事前調達。その上で事前調達されていない電源も含めて、
kWhに関する価格入札はGate Closeの45分前までに実施。

⚫ なお、事前調達分以外の入札は任意であり、入札量確保のための特段の手当はなされていない。

前年 前月 前週 前日 当日 翌日以降

前日市場

当日市場

Regulation
Power Market

(RPM)

aFRR

FCR

前日
12時

前日
18時

当日
0時

前日
0時

Gate 
Close

(1時間前)

実需給

12時入札締切
12時42分以降結果公開

ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ
料金

応動：
FCR-N（平常時） 2~3分以内
FCR-D（緊急時） 30秒以内

応動：
15分以内

アンシラリー
サービス
料金

Nord Pool
Elspot市場

Nord Pool
Elbas市場

応動：
15分以内

GC時に入札〆切

需給調整に関する市場

エネルギー市場

週末分を木曜12時、平日分を金曜12時に入札・同日13時に結果公開

18時入札締切
※FCRは週間、前日の2つの市場で調達

kWh入札
前日21：30に
予備入札
GCの45分前
に変更〆切

容量の長期相対契約

容量市場（RKOM）
（季節）

容量市場（RKOM）
（週次）

平常時
調整力

緊急時
調整力

平常時
調整力

mFRR

aFRR

FCR ΔkW事前確保

ΔkW事前確保

前週木曜10時に入札・13時に結果公開

ΔkW
事前確保

ΔkW
事前確保

ΔkW事前確保

ΔkWの入札に
よる確保

運用のための
kWh入札

現在、aFRR,
FCRのkWh分は
RPM価格で精算

出所）
OCCTOウェブサイト、“Discussion Points- EGC Workshop”、第１回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会提出資料、
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2016/files/chousei_sagyokai_01_sankou1.pdf 、2020年2月25日閲覧;
Statnett、“Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet, Gjeldende fra 01.07.2019”、 https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf、 2020年2月25日閲覧;
Statnett、“Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM), Gjeldende fra 02.04.2019”、 https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf、2020年2月25日閲覧

図表 1-1-7 北欧（ノルウェー） ：需給調整にかかわる市場プロセス

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2016/files/chousei_sagyokai_01_sankou1.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf
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1.1.2 需給調整市場における価格規律と費用精算
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（1）需給調整市場における価格規律（三次予備力相当）

※: GC: Gate Closure [1] ELEXON、Imbalance Pricing Guidance、National Grid, “2019 STOR Tender Round Calendar”、2020年2月21日閲覧
[2] Balancing Market Principles Statement”, SEMO,” https://www.sem-o.com/documents/EirGrid-and-SONI-Balancing-Market-Principles-Statement-V2.0.pdf、2020年2月21日閲覧
[3] “Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM), Gjeldende fra 02.04.2019”, Statnett 、2020年2月21日閲覧
[4] “Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Minutenreserve, RV-Vers.: 06.08.2018 ”, Regelleistung、2020年2月21日閲覧
[5] RTE, “Rules on access to the RTE Information System and applications”、2020年2月21日閲覧
[6] PJM Manual 11:Energy & Ancillary Services Market Operations Revision: 107 Effective Date: September 26, 2019、2020年2月21日閲覧
[7] Amprionへのヒアリング（2020年1月に実施）

国 名称 事前確保 事前確保後の入札価格変更の可否 コメント

英国[1]

Balancing 
Mechanism

ΔkW 無し • 不可
―

kWh 無し • GC（実需給60分前）までにkWh価格入札

STOR

ΔkW
実需給の2~3か月前にkW価格入札
（年3回の入札）

• 不可

• kW価格の落札基準にkWh単価も考慮。それ故
価格変更不可

kWh
実需給の2~3か月前にkWh価格入
札（年3回の入札）

• kWh価格変更不可
※ただし、リアルタイムの状況を反映するために、事業者への

支払いは、入札価格もしくは、Reserve Scarcity Price
のうち高い価格を採用

アイルランド
[2]

Balancing 
Market

kWh
前日の13:30にkWh価格を提出
（初期発電計画提出時に上げ・下げ
調整力それぞれの価格も記載）

• GC（実需給60分前）までkWh価格の変更可能
• 10MW以上の電源に需給調整市場に強制参加

義務があり、前日の価格入札に事前確保の意味
合いはない

ノルウェー
[3]

RPM(Regulat
ing Power 
Market)

ΔkW
※一部、ΔkWとして年・季節単位で

事前確保あり（RKOM）
• 不可 • 事前確保分は一部であり、RPM市場において事

前確保されていない電源との競争があるためkWh
はGC直前まで変更可kWh 前日21：30にkWh価格入札 • GC（実需給45分前）までkWh価格の変更可能

ドイツ[4]

Minute 
Reserve
（TCR(Tertia
ry Control 
Reserve)）

ΔkW 前日10：00にkW価格入札 • 不可 • 事前確保時にkWh価格考慮。それ故価格変更
不可

• kW価格とkWh価格の総合評価方式は、court 
decisionにより廃止[7] （30ページ参考）

kWh 前日10：00にkWh価格入札 • 不可

フランス[5] Balancing 
Mechanism

ΔkW 一部、ΔkWとして事前確保有り • 不可
―

kWh 実需給60分前までにkWh価格入札 • 不可

米国
（PJM）

[6]

Real time
market

kWh 前日14：15にkWh価格入札

• 価格ベースの入札の場合は実需給65分前までkWh価
格の削減のみ可能

• コストベースの入札の場合は実需給65分前までkWh価
格変更（増減）可能

• 全電源に強制参加義務があり、前日の価格入札
に事前確保の意味合いはない

図表 1-1-8 需給調整市場における価格規律（三次予備力相当）

https://www.sem-o.com/documents/EirGrid-and-SONI-Balancing-Market-Principles-Statement-V2.0.pdf
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（1）需給調整市場における価格規律（二次予備力相当）

国 名称 事前確保 事前確保後の価格変更の可否 コメント

英国[1] 

[2] [3] Fast Reserve

ΔkW
実需給の前月の第一営業日にkW価格
入札

• 不可 －

kWh
実需給の前月の第一営業日にkWh価
格入札

• 実需給の1週間前までkWh価格の変更可能（修
正）

• 入札時にkWh価格の上限値としてCapped bid
offer price(￡/kWh)を登録。この価格より高い価
格への変更は不可

• 事前確保後にkWh価格の変更が認めら
れるが上限設定あり

アイルラン
ド[4]

DS3 Programme
(複数の商品区分有
り) 

kWh ※複数の商品区分がパッケージで調達されるため、詳細不明 －

ノルウェー
[5] aFRR ΔkW

※前週木曜10：00に入札
但し入札はkW価格として入札

• 不可 －

ドイツ[6] SCR(Secondary 
Control Reserve)

ΔkW 前日8：00にkW価格入札 • 不可 • 事前確保時にkWh価格考慮。それ故価
格変更不可

• kW価格とkWh価格の総合評価方式は、
court decisionにより廃止[9]（30ページ
参考）

kWh 前日8：00にkWh価格入札 • 不可

フランス[7]

Complementary 
Reserve及びFast 
Reserve

ΔkW 実需給前年度にkW価格入札 • 不可 • 事前確保分は一部であり、BMにおいて事
前確保されていない電源との競争があるた
めkWhはGC直前まで変更可kWh 前日16時に初回kWh価格入札 • 実需給60分前までkWh価格変更可能

米国
（PJM）

[8]

Day Ahead 
Scheduling 
Reserve kWh 前日14：15にkWh価格入札

• 価格ベースの入札の場合：実需給65分前までkWh
価格の削減のみ可能

• コストベースの入札の場合：実需給65分前まで
kWh価格変更（増減）可能

• 全電源に強制参加義務があり、前日の価
格入札に事前確保の意味合いはない

Primary Reserve

出所）
[1] National Grid, ” Fast Reserve (FR) Detailed Change Proposals (OCP2A and OCP2B)”、https://www.nationalgrideso.com/sites/eso/files/documents/Fast%20Reserve%20Detailed%20Change%20Proposal%20.pdf、2020年2月19日閲覧
[2] National Grid, ” FAST RESERVE TENDER RULES [AND STANDARD CONTRACT TERMS]”、https://www.nationalgrideso.com/document/89111/download、2020年2月19日閲覧
[3] National Grid, “Fast Reserve Tender Timetable - 2016 / 2017”、https://www.nationalgrideso.com/document/89281/download、2020年2月19日閲覧
[4] Balancing Market Principles Statement”, SEMO,” https://www.sem-o.com/documents/EirGrid-and-SONI-Balancing-Market-Principles-Statement-V2.0.pdf、2020年2月21日閲覧
[5] Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet Gjeldende fra 01.07.2019 , Statnett 、2020年2月20日
[6] “Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Sekundärregelleistung RV-Vers. 06.08.2018”, Regelleistung、2020年2月20日閲覧
[7] RTE, “Règlement de Consultation Consultation n°18475 Contractualisation des Réserves Rapide et Complémentaire”、2020年2月19日閲覧
[8] PJM Manual 11:Energy & Ancillary Services Market Operations Revision: 107 Effective Date: September 26, 2019、2020年2月21日閲覧
[9] Amprionへのヒアリング（2020年1月に実施）

図表 1-1-9 需給調整市場における価格規律（二次予備力相当）

https://www.nationalgrideso.com/sites/eso/files/documents/Fast%20Reserve%20Detailed%20Change%20Proposal%20.pdf
https://www.nationalgrideso.com/document/89111/download
https://www.nationalgrideso.com/document/89281/download
https://www.sem-o.com/documents/EirGrid-and-SONI-Balancing-Market-Principles-Statement-V2.0.pdf
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（2）需給調整市場の入札価格規制

ドイツ 英国 ノルウェー

周波数制御

FCR
（GF相当）

Primary Control Reserve（PCR）
• 顕著に高価格な入札は、落札対象から除外可能

Mandatory Frequency Response
• 入札制度は存在しない、登録価格上限を9,999

（£/MWh）に設定
Firm Frequency Response
• 文献調査にては確認できず

Enhanced Frequency Response
• 文献調査にては確認できず

FCR
• Pay-as-cleared方式での精算が原則だが、ローカル系統状況に応

じて、または、前日FCR市場の終了後のFCR必要量の変更に応じて、
容量価格のメリットオーダーに従わない場合あり。その場合、当該落札
リソースはPay-as-bid方式で精算

aFRR
（LFC相当）

Secondary Control Reserve（SCR）
• 顕著に高価格な入札は、落札対象から除外可能

• 入札システム上、エネルギー入札価格上限を9,999
（€/MWh）に設定

－

aFRR
• Pay-as-cleared方式での精算が原則だが、ローカル系統状況やそ

の他要素を考慮し、メリットオーダーに従わない場合あり。その場合、
当該落札リソースはPay-as-bid方式で精算

• Statnettは入札者に入札価格の決定方法に関する書類提出を求
めることが可能。入札価格が経済的に効率的と認められない場合、
入札を一時停止時可能

需給バランス
調整

mFRR

Tertiary Control Reserve（TCR）
• 顕著に高価格な入札は、落札対象から除外可能
• 入札システム上、エネルギー入札価格上限を9,999

（€/MWh）に設定

Fast Reserve
• エネルギー入札に関しては、事前に”Capped bid-

offer price”（上限価格）を事業者に設定させる
（落札時にその価格も考慮）。直前のkWh入札
の際に、上限価格を超えた入札ができないように規

制。

mFRR
• エネルギー入札価格上限を5,000（€/MWh）に設定
• Pay-as-cleared方式での精算が原則だが、系統に技術的問題が

発生した場合、メリットオーダーに従わない場合あり。その場合、当該
落札リソースはPay-as-bid方式で精算

• あるエリア内でのRPM市場価格が社会経済的に効率的な価格でな
いことが明らかな場合、入札を一時停止し、当該エリアのRPM市場価
格として現在の電力スポット価格を使用可能

• 供給量不足や下げ調整力不足の場合、他エリアの系統運用事業者
との間で調整力を融通。価格や融通時間は事前の合意に基づく。

RR他 ※BGの自己調整

STOR
• 文献調査にては確認できず

Balancing Mechanism
• 文献調査にては確認できず

－

⚫各国需給調整市場の入札における入札価格制限、価格操作が疑われる場合の入札の扱い、ローカルな系統条件に応じた制約、
非価格要素を考慮した規定は下記の通り。

出所）REGELLEISTUNG.NET, https://www.regelleistung.net/ext/, 2019年8月29日閲覧
“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”, Regelleistung ,https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL、2020年2月21日閲覧
“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Sekundärregelleistung RV-Vers. 06.08.2018”, Regelleistung,https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeSRL、 2020年2月21日閲覧
“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Minutenreserve, RV-Vers.: 06.08.2018 ”, Regelleistung, https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeMRL、 2020年2月21日閲覧
Amprionへのヒアリング（2020年1月実施）

“Mandatory response services”, National Grid, https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/frequency-response-services/mandatory-response-services、 2020年2月21日閲覧
“FAST RESERVE TENDER RULES AND STANDARD CONTRACT TERMS”, National Grid, https://www.nationalgrideso.com/document/134361/download、 2020年2月21日閲覧
“Discussion Points- EGC Workshop”, Statnett,第１回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会提出資料、 2020年2月19日閲覧
“Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet, Gjeldende fra 01.07.2019”, Statnett , https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-

afrr-gjeldende-fra-072019.pdf、2020年2月21日閲覧
“Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM), Gjeldende fra 02.04.2019”, Statnett , https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-

gjeldende-fra-02.04.2019.pdf、 2020年2月18日閲覧

図表 1-1-10 需給調整市場の入札価格規制

https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeMRL
https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/frequency-response-services/mandatory-response-services
https://www.nationalgrideso.com/document/134361/download
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf
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（2）需給調整市場の入札価格規制（ドイツ：PCR）

出所） Regelleistungウェブサイト、、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”, 
https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

• 落札リソースは、系統の安全性及び安定性を優先しつつ、経済的基準に関しては差別なく、入札毎・タイムスライス毎に決定される。

• 落札は、最適化された調整力調達アルゴリズムを使用した調達プロセスで実施される。以下の原則に基づく。

✓ 最適化アルゴリズムのインプットは以下で構成される。
i. 量(capacity)、sub-capacity、価格、接続TSO（リソースが接続する制御エリアのTSO）、及び入札の提出時間（入札タイミン

グ）
ii. 需要、ならびに個々の市場エリアの輸入及び輸出能力

✓ アルゴリズムの目的関数は、総調達コストの最小化である。
✓ 最適化アルゴリズムの制約条件は以下で構成される。

i. EBGL Article 33 (2) に規定される輸出入容量（import and export capacities)の適用
ii. 総調達量が必要量に等しい、または必要量を上回ること
iii. 入札の不可分性（indivisibility）の遵守
iv. 同価格の入札の場合、入札タイミング（タイムスタンプ）が早いリソースを優先
v. 市場エリアのニーズを満たす同等のソリューションが存在する場合、当該市場エリアからの調整力調達が、域外からの調整力調達より

優先される
vi. これら全ての条件設定を考慮した後、アルゴリズムの最初の結果が受け入れられる。（最適なソリューションが複数存在する場合）

• 価格以外にも、接続制御ゾーンを落札リソース決定の基準として使用可能（連邦ネットワーク規制庁と連携）。系統制約（network 
bottleneck等） 発生時には、系統運用の安全が優先される。

• ENTSO-Eのガイドライン、特にPrimary Control Reserveの調達における広域調達及びブロック調達に関する規定を考慮する必要があ
る。この点に関してENTSO-Eガイドラインを遵守するためには、メリットオーダーからの逸脱も許容される。

• 分割可能（divisible）として指定された入札の場合、sub-capacityが契約される場合がある。契約容量は、公表されてた最小入札容量以上、
入札容量以下の範囲である。

• 接続TSOは、PCRの入札にて協力する他のTSOと強調しつつ、以下項目を実施する権利を有する
✓ BNetzA（独連邦ネットワーク規制庁）の定める関連規定の変更に応じて、落札リソース決定の基準を変更すること
✓ サービス価格に関して顕著な価格不均衡を示す落札を、落札リソースから除外すること（対応する除外基準に関してTSOがBNetzAと

合意し、公表された場合）
等

https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL
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（2）需給調整市場の入札価格規制（ドイツ：SCR）

• 落札リソースは、系統の安全性及び安定性を考慮しつつ、経済的基準に関しては差別なく、入札毎・タイムスライス毎に決定される。

• 落札リソース決定は、各タイムスライスにおける総調達コストの最小化を目的として実施される。

• 落札リソース決定方法は、kW価格のメリットオーダー方式にて、必要量に達するまで落札するリソースを決定。
✓ kW価格が同一の場合は、kWh価格の低いリソースを優先。なお、kWh価格も同一の場合は、入札タイミング（タイムスタンプ）が早いリ

ソースを優先

• 価格に加え、系統制約（network bottleneck等) 発生時には、系統運用の安全が優先される。
• 分割可能（divisible）として指定された入札の場合、sub-capacityが契約される場合がある。契約容量は、公表されている最小入札容量以上、

入札容量以下の範囲である。

• 接続TSOは、SCRの入札にて協力する他のTSOと協調しつつ、以下項目を実施する権利を有する
✓ BNetzA（独連邦ネットワーク規制庁）の定める関連規定の変更に応じて、落札リソース決定の基準を変更すること。なお、接続TSO

はSCR提供者に変更を直ちに通知する。 提供者の同意は不要。
✓ サービス価格に関して顕著な価格不均衡を示す落札を、落札リソースから除外すること（対応する除外基準に関してTSOがBNetzAと

合意し、公表された場合）
等

出所） Regelleistungウェブサイト、、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”, 
https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL
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（2）需給調整市場の入札価格規制（ドイツ：TCR）

• 落札リソースは、系統の安全性及び安定性を考慮しつつ、経済的基準に関しては差別なく、入札毎・タイムスライス毎に決定される。

• 落札リソース決定は、各タイムスライスにおける総調達コストの最小化を目的として実施される。

• 落札リソース決定方法は、kW価格のメリットオーダー方式にて、必要量に達するまで落札するリソースを決定。
✓ kW価格が同一の場合は、kWh価格の低いリソースを優先。なお、kWh価格も同一の場合は、入札タイミング（タイムスタンプ）が早いリ

ソースを優先

• 価格に加え、系統制約（network bottleneck等) 発生時には、系統運用の安全が優先される。
• 分割可能（divisible）として指定された入札の場合、sub-capacityが契約される場合がある。契約容量は、公表されている最小入札容量以上、

入札容量以下の範囲である。

• 接続TSOは、TCRの入札にて協力する他のTSOと協調しつつ、以下項目を実施する権利を有する
✓ BNetzA（独連邦ネットワーク規制庁）の定める関連規定の変更に応じて、落札リソース決定の基準を変更すること。なお、接続TSO

はTCR提供者に変更を直ちに通知する。 提供者の同意は不要。
✓ サービス価格に関して顕著な価格不均衡を示す落札を、落札リソースから除外すること（対応する除外基準に関してTSOがBNetzAと

合意し、公表された場合）
等

出所） Regelleistungウェブサイト、、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”, 
https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL
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（参考）ドイツにおけるSCR・TCRの入札価格上限設定

＜上記エネ庁委託調査 BNetzA訪問ヒアリング 議事メモより抜粋＞

◆ 需給調整市場の各商品の入札価格に関する規制に関して
✓ 2017年末に、SCRとTCRのエネルギー入札価格について、9,999€/MWh を上限とする変更がなされた。
✓ 2017年10月17日に、エネルギー価格が77,777€/MWhのTCRリソースを発動する必要が生じ、実際に発動した。そのため、

TCRのコストがかさんだ。これほどの価格スパイクを想定していなかったために、インバランス料金の支払いに苦労したBRPもあった。
✓ BNetzAの見解では、このエネルギー入札価格は、コストベースでは説明できない、事業者の戦略的入札であったと考えられる。
✓ 事業者は、コストベースでの入札であることを説明する必要があるが、この入札は正当化できる水準ではないと考えている。
✓ いずれにせよ、このような状態が継続するのは好ましくないため、暫定的な措置として、SCRとTCRのエネルギー入札価格に、

9,999€/MWhの上限を設定した。
✓ 通常、容量入札価格は€1/MW程度と低く、エネルギー価格は100€/MWh程度である。

⚫三菱総研が過去のエネ庁委託調査の一環として実施したBNetzA(独連邦ネットワーク規制庁)に対する訪問ヒアリング※で
は、従前、ドイツの需給調整市場における入札価格には上限が設定されていなかった（ただし、 システム上入力可能な
SCRとTCRのエネルギー入札価格値は、99,999 €/MWhが最大であった。）ものの、2017年末にエネルギー入札価格
にスパイクが発生したことを受け、SCRとTCRのエネルギー入札価格について、システム上入力可能な最大が9,999 
€/MWhに変更された、とのコメントがあった。

出所）経済産業省ウェブサイト、平成２９年度電力系統関連設備形成等調査事業（日本における調整力確保の在り方に関する調査）、経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000212.pdf、2020年2月4日閲覧

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000212.pdf
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（2）需給調整市場の入札価格規制（英国：MFR）

出所）National Grid,“Mandatory response services”、 https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/frequency-response-services/mandatory-response-services、2019年10月10日閲
覧

• MFRは、技術要件を満たしたものは、 Mandatory Service Agreement (MSA)を自動的に結ぶこととなる。
• National Grid系統においては、100MW以上の発電所
• 性能要件は以下の通り

• Primary response：10秒以内に到達、20秒継続。
• Secondary response：30秒以内に到達、30分継続。
• High frequency response：10秒以内に到達、継続時間は無制限。

• 契約対象となった発電機は、Holding payment (£/h)、Response energy payment (£/MWh)を登録する必要がある。（入札とは異なる。）
• MFRを発動する場合は、登録価格が安いものから活用される。価格登録の上限値は定められていない。

https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/frequency-response-services/mandatory-response-services
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（2）需給調整市場の入札価格規制（英国： Fast Reserve ）

• Fast Reserveに入札する際は下記の項目の金額を登録する必要がある。
• Availability fee (£/hour)： 規定出力が利用可能な状態に対する 1 時間当たりのフィー(￡/h)
• Nomination/positional fee (£/hour)：発電設備等を Fast Reserve 供給に必要なポジションにまで稼動する費用
• Utilisation fee (£/MWh)：Fast Reserve の実稼動量に対する対価

• そのうち、Utilisation fee (£/MWh)は、Balancing Mechanism Unit（BMU）においては、”Capped bid-offer price”(上限入札価格)での
登録が必要。該当電源が落札されたのちは、Fast Reserve 契約期間においては、Capped bid-offer priceが入札上限価格となる。

出所）National Grid,“FAST RESERVE TENDER RULES AND STANDARD CONTRACT TERMS”、 https://www.nationalgrideso.com/document/89111/download 、2019年10月10日閲覧

https://www.nationalgrideso.com/document/89111/download
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（2）需給調整市場の入札価格規制（ノルウェー： FCR・aFRR ）

≪FCR≫ FCR市場での見積、承認、報告、及び決済の条件

7.入札の受け入れ-価格の決定
7.1. 入札受け入れの原則
Statnettは、受け入れられる入札を決定する。 受け入れの主な基準は、入札価格である。 同一入札範囲内で同一カテゴリの落札された全ての入札
は、最高入札MW価格（限界価格）によって決定され、通常、同一価格を受け取る。
ローカルネットワークの条件、または前日市場（D-1市場）の落札後に発生する調整力要件は、Statnettが限界価格よりも高い価格でサプライ
ヤーと契約を結ぶことを意味する場合がある。 これは、Pay-as-bidの原則に従い、特別な調達として扱われる。

≪aFRR≫ 二次調整力市場での見積、承認、報告、及び決済の条件

6.入札
6.4入札の設計
（中略）
サプライヤは、Statnettの要求に応じて、入札価格の計算方法を文書化する必要がある。 市場での価格設定が経済的に効率的でない場合、
Statnettは入札を一時停止できる。
（中略）

7.入札の受け入れ-価格の決定
7.1入札受け入れの原則
Statnettは、受け入れられる入札を決定する。 受け入れの主な基準は、二次調整力の合計調達コストの最小化である。
ローカルネットワークの状況及びその他の考慮事項により、提示価格で決済が行われる限界価格(Pay-as-bid)よりも高い価格で契約が締結さ
れる可能性がある。
入札は完全に受け入れられる。 入札数量の一部[MW]は受け入れられない。
他の北欧諸国での入札はノルウェーの入札と同じ方法で使用でき、Statnettはノルウェーの二次調整力を北欧の同期系統で交換できる。

出所）“Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet, Gjeldende fra 01.07.2019”, Statnett、 https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/reservemarkeder/vilkar-for-primarreserver-fcr-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf、 および“Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for FCR, Gjeldende fra 
02.04.2019” https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf、2020年2月20
日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/reservemarkeder/vilkar-for-primarreserver-fcr-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf
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（2）需給調整市場の入札価格規制（ノルウェー： mFRR ）

≪mFRR≫ 周波数調整力市場（RKM）での通知、入札の処理、及び価格設定の条件

8入札の受け入れ-価格の決定

8.1入札受け入れの原則

上げ調整または下げ調整に必要な場合、利用可能な入札は原則としてメリットオーダーで使用される。
他の北欧諸国における周波数調整力の入札は、ノルウェーの周波数調整力市場における入札と同じ方法で使用される。北欧地域以外の地域
からの入札も使用でき、また、特別な系統運用のニーズに応じて北欧諸国の周波数調整力が他地域で販売されることがある。
周波数調整中に系統の技術的な問題が発生した場合、Statnettは周波数調整力市場におけるメリットオーダーをスキップし、より高価な周
波数調整リソースを使用できる。
入札がスキップされた入札者は、これに対して報酬が支払われない。スキップされた入札は、運用の時点で使用不可と見なされる（メリット
オーダーリストから一時的に削除される）。

Statnettは、指定された価格で提供量（MW）の一部を使用できる。このような場合、提供量はサプライヤーと相談して決定される。
限られた地理的地域内で市場が社会経済的に効率的な価格設定を提供していないことが明らかな場合、系統運用者は周波数調整市場に
おける入札を一時停止し、その地域の現在の電力スポット価格で提供量（MWh）を使用できる。運用状況が許す場合、Statnettは、この
機会が使用される前に、影響を受けるサプライヤーに連絡して、入札価格の理由を取得する。周波数調整力が使用される場合、Statnettは妥
当な時間内に書面による確認を電話でサプライヤーに通知する。

特別な状況（電力不足や下げ周波数調整力リソースが不足している状況等）において、Statnettは、運用時間の十分前に電力の売買に
ついて他の系統運用事業者と契約を結ぶことができる。このような契約の必要性は、多くの場合、火力の周波数調整力に関連している。これら
の契約では、価格と期間は契約が発効する前に設定される場合がある。

出所）“Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM), Gjeldende fra 02.04.2019”, Statnett、 https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf、2020年2月20日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf
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（3）調整力の調達・発動に関する基本的考え方（ドイツ）
⚫ 調整力の調達は、総調達コストの最小化を目的関数とし、主にメリットオーダーに基づいて決定される。バランシングサービスの調達に関し、ドイツの

TSO４社が現在使用しているメカニズムの主要な特徴を下表にまとめる。
⚫ PCRに関しては、容量入札価格(€/MW/h)に基づきメリットオーダーから選ばれる。
⚫ SCRとTCRに関しては、「kW価格のメリットオーダー方式」にて決定。kW価格が同一の場合は、kWh価格の低いリソースを優先。kWh価格も同一の場合は、入札タイ

ミング（タイムスタンプ）が早いリソースを優先。
⚫ その上で、 SCR・TCRの実際の稼動（activation）に際しては、容量入札で落札された電源のエネルギー入札価格(€/MWh)に基づき、稼動する電源が選択される。

名称
一次制御予備力：PCR

（Primary Control Reserve）
二次制御予備力：SCR

（Secondary Control Reserve）
三次制御予備力：MR(Minute Reserve）
（TCR（Tertiary Control Reserve））

ENTSO-Eによる
分類

周波数制御予備力（FCR）に相当 自動周波数回復予備力（aFRR）に相当 手動周波数回復予備力（mFRR）に相当

概要

⚫ ガバナフリーによる自律制御能力
⚫ Nominal Capacityが100MWを超える発電ユニットは、

PCRを提供可能でなければならない

⚫ TSOの給電指令に対して5分以内に出力調整を行える、
一般に自動周波数制御（AFC：Automatic 
Frequency Control）機能付き発電ユニットにより提供
される出力調整能力

⚫ 供給力不足が起こった際にTSOの給電指令から15分以
内に負荷追従を行え、二次予備力レベルの回復に資する
調整能力

⚫ 主として火力プラントにより提供され、揚水プラントやガス
タービン、遮断可能需要によっても提供される

技術要件

応動時間：≤ 30秒
継続時間：0秒~15分

最小入札容量≥ 1MW（2011年、5MWから引き下げ）

応動時間：≤ 5分
継続時間：30秒 ~ 15分

最小入札容量≥ 5MW（2011年、10MWから引き下げ）
最小入札単位：1週間

応動時間：≤ 15分
継続時間：≥ 15分 ~ 1時間

最小入札容量≥ 5MW（2012年、10MWから引き下げ）
最小入札単位：4時間

取引される予備力の商
品

24時間商品
上げ代/下げ代の単一商品（symmetrical）

4時間×6ブロック
上げ代/下げ代別商品（asymmetrical）

4時間×6ブロック
上げ代/下げ代別商品（asymmetrical）

提供者 発電・需要 発電・需要 発電・需要

入札頻度 毎日 毎日 毎日

落札電源評価方式
（kW（容量）確

保）

• kW価格（容量価格）のメリットオーダー
• 系統制約の考慮無し

• 国ごとの割当容量を考慮

• kW価格のメリットオーダー
• 系統制約の考慮無し

• 国ごとの割当容量の考慮無し

• kW価格のメリットオーダー
• 系統制約の考慮無し

• 国ごとの割当容量の考慮無し

発動
• 自端制御

• プロラタ（発動量はリソースの落札容量ベースで按分）
• kWh価格のメリットオーダーリスト

• 系統制約に依存
• kWh価格のメリットオーダーリスト

• 系統制約に依存

調整力提供に対す
る対価

• 容量に対する支払いのみ
• Pay-as-bid

• 容量に対する支払い＆エネルギーに対する支払い
• Pay-as-bid

• 容量に対する支払い＆エネルギーに対する支払い
• Pay-as-bid

出所）REGELLEISTUNG.NET, https://www.regelleistung.net/ext/, 2020年2月11日閲覧
“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Primärregelleistung RV-Version: 01.07.2019”, Regelleistung ,https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegePRL
“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Sekundärregelleistung RV-Vers. 06.08.2018”, Regelleistung,https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeSRL
“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Minutenreserve, RV-Vers.: 06.08.2018 ”, Regelleistung, https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeMRL
EPEX Spot, https://www.epexspo.tcom/en, 2019年8月29日閲覧、 Amprionへのヒアリング（2020年1月実施）

図表 1-1-11 調整力の調達・発動に関する基本的考え方（ドイツ）
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⚫ ドイツでは、2018年7月12日より、SCRとTCR(MR)の落札リソース決定方法が、「kW価格のメリットオーダー方式」から、
「kW価格とkWh価格の総合評価によるメリットオーダー方式」に変更された。

⚫ 変更後、市場参加者が入札戦略を変更。kW調達コストが上昇（託送料金により回収）し、kWh発動コストが下落（その
ためインバランス価格が減少し、BRPへのインセンティブも低下）。また、変更実施当初より、さまざま市場参加者から反対の声
が上がっていた。

⚫ 「kW価格とkWh価格の総合評価によるメリットオーダー方式」は、2019年7月29日をもって廃止され、「 kW価格のメリット
オーダー方式」に再度変更された。

◼ 2019年6月に系統全体で非常に大きなインバランスが発生。従来の落札リソース決定方式への回帰を後押しする事象として取り上げられた。

（3）調整力の調達・発動に関する基本的考え方（ドイツ）

＜2018年7月11日以前の受け渡し分＞
⚫ kW価格のメリットオーダー方式にて、必要量に達するまで落札するリソースを決定。

＜2018年7月12日以後の受け渡し分＞

⚫ kW価格とkWh価格の総合評価によるメリットオーダー方式にて、 必要量に達するまで
落札するリソースを決定。

◼ ZW = LW + AW = 時間当たりkW価格[Euro/kW・h] + kWh価格[Euro/kWh] ÷
weighting factor*1 のメリットオーダー方式

*1： ZWが同一場合、kWh価格の低いリソースを優先。なお、kWh価格も同一の場合は、入札タイミング（タイムスタンプ）が早いリソースが優先的に落札
される。

*2：weighting factor（加重係数）は、過去12歴月の平均発動確率（average call probability：SCRの最大提供可能電力量に対する実際の
提供電力量）に基づき、各エリア毎に四半期毎に算出され、SCR及びTCRの入札開始前に、www.regell eistung.net に公開される、

出所）Amprionへのヒアリング（2020年1月に実施）を基に記載
Regelleistung、“Rahmenvertrag über die Vergabe von Aufträgen zur Erbringung der Regelenergieart Sekundärregelleistung RV-Vers. 06.08.2018”、
https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeSRL、2020年2月20日閲覧

図表 1-1-12 ドイツ SCRとTCR(MR)の落札リソース決定方法変更（後日廃止され、旧方法に再度変更）

https://www.regelleistung.net/ext/download/mustervertraegeSRL
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需給調整市場における市場分断 ーFCR共通市場における市場分断ー
⚫ 2007年よりドイツ国内では、PCR （FCRに相当）が国内の4TSOの共通市場により調達されていたが、2012年以降、順次、

オーストリア、ベルギー、オランダ、フランス、スイスも含めた広域調達へと発展。

⚫ 国ごとに、連系線を介して他のLFCブロックから輸出入可能な電力量の条件が考慮される。連系線容量に制約が生じない場合
は、FCR共通市場全体でkW入札価格のメリットオーダー方式に基づき、単一の精算価格が与えられる。

⚫ 1か国または複数の国の連系線容量に制約が生じた場合、市場分断が発生。分断後の市場毎に、kW入札価格のメリットオー
ダー方式に基づいて落札リソースが決定され、市場毎に単一の精算価格が与えられる。

出所）ENTSO、https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/fcr/ 、2020年2月27日閲覧

FCR参加国・TSO
オーストリア（Austrian Power Grid) 、ベルギー（Elia）、オランダ（Tenett）、フランス（RTE）、ドイツ（50Hertz、
Amprion、Tennet、Transnet BW） 、スイス（Swissgrid）

取引される商品
• 上げ代/下げ代の単一商品（symmetric product）
• 24時間商品（daily product）
• 部分約定可能な入札（divisible bids）と部分約定不可能な入札（indivisible bids）が存在

最小入札容量/入札容量単位 • 最小1MW/1MW刻み

入札期間 • 実需給14日前（D-14）入札開始～地域ごとの入札締切日の15:00入札締切

約定方法

• kW入札価格のメリットオーダー方式
• 入札締切後に、入札情報が中央約定システム（CCS: Central Clearing System）に送信され、システムが以下の

条件を考慮して最適な約定組み合わせを算出
✓ 国ごとに、連系線を介して他のLFCブロックから輸出入可能な電力量の条件を考慮
✓ 国ごとに、当該LFCブロック内のBSP(Balance Service Provider)より調達すべきFCRの最小量（コアシェ

ア：Core Share）に関する条件を考慮
✓ 部分約定可能な入札（divisible bids）と部分約定不可能な入札（indivisible bids）を考慮

精算方式の原則
• Pay-as-Cleared方式（メリットオーダー方式で落札された入札のうち、最も高い入札額での精算）により、FCR共通市

場全体で単一精算価格（CBMP：Cross-Border Marginal Price）が決定

市場分断
• 一つまたは複数の国の連系線容量に制約が生じた場合、市場分断が発生
• 分断後の市場毎に、kW入札価格のメリットオーダー方式に基づいて落札リソースが決定され、単一の精算価格

（LMP：Local Marginal Price）が与えられる。

図表 1-1-13 需給調整市場における市場分断
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（4）調整力提供に対する精算（英国）

調整力 調達コスト

Firm Frequency Response
(FFR)

✓ Availability Payment(£) ： 契約した全入札期間のFFRサービス提供可能時間に対する報酬。入札したAvailability料金
（￡/h）×利用可能時間

✓ Nomination  Payment(￡) ： 実際にFFRを発動した時間に対する報酬。入札Nomination Fee（￡/h）×発動時間

＜オプション＞

✓ Response Energy Fee (£/MWh) ：非BMプロバイダーに対し、指定ウィンドウの中で提供された実際の応答エネルギーに基
づき支払われる料金。負の場合、提供リソースからNational Gridに対する支払いが生じる。

✓ Window Initiation Fee (£/window) ： FFR調達フレーム内のNomination Windowに対する報酬

✓ Tendered Window Revision Fee (£/h)  ： National Gridが事前にwindowの指定をプロバイダーに通知する。これをプ
ロバイダーが受け入れた後で、National Gridがnominationを改定すると支払われる料金

Fast Reserve

✓ Availability Fee = 入札availability料金 x 入札者が入札した合計時間数

✓ Positional Fee = 入札positional料金x 入札されたユニットがNational GridによりFirm Fast Reserve提供のために中止
される予想合計時間

✓ Window Payment = 入札window initiation料金 x National Gridに指名されたwindowの予想総数

✓ Utilisation Payment = 入札utilisation料金x 予想utilisation量

STOR
（Short Term Operating Reserve）

✓ Availability Fee (£/MW/h): Availability Window内のSTORサービスに対してユニット/サイトをavailableにしたサービスプ
ロバイダーに対して支払われる。

✓ Utilisation Fee (£/MWh): National Gridの指示によりエネルギーを供給したサービスプロバイダーに対して支払われる。契
約MWレベルから増加/減少した状態で供給されたエネルギーも含まれる。この支払いは、BMUサービスプロバイダーに対しては、調
整メカニズムにより行われる。

⚫ 公募入札（tender）を通じて調達する調整力に関しては、National Gridが、 各サービスの入札評価にあたり、入札されたリソースを調達した場
合のコストと、同等の調整能力を有する他の代替的な需給調整サービスを調達した場合のコストを比較する。

⚫ また、上記の経済的評価に加え、各ユニットの能力（応答時間、応答パフォーマンス、エネルギー供給上の制限）、入札者・ユニットの信頼性、系
統制約等の非価格的条件も考慮した総合的な評価に基づき、落札するユニットを決定する。

⚫ 落札ユニットに対する報酬は、pay-as-bid方式で、主に容量に対する支払いとエネルギー量に対する支払いから成る。精算に用いられる価格は、
入札により決定される価格である。

出所）“Mandatory response services”, National Grid, https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/frequency-response-services/mandatory-response-services、2020年2月4日閲覧
“FAST RESERVE TENDER RULES AND STANDARD CONTRACT TERMS”, National Grid, https://www.nationalgrideso.com/document/134361/download、2020年2月4日閲覧
“Short Term Operating Reserve (STOR) Interactive Guidance” National Grid, https://www.nationalgrideso.com/document/115786/download、2020年2月4日閲覧

図表 1-1-14 英国の主な需給調整サービスの提供に対する報酬

https://www.nationalgrideso.com/balancing-services/frequency-response-services/mandatory-response-services
https://www.nationalgrideso.com/document/134361/download
https://www.nationalgrideso.com/document/115786/download
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（4）調整力提供に対する精算（ノルウェー）
⚫ 全ての予備力（FCR、aFRR及びmFRR）は、市場メカニズムを通じて調達される。
⚫ 落札リソースに対する報酬は、原則的にPay-as-Cleared方式である。

◼ Regulation Power Market（RPM）
✓ mFRRの北欧共通activation市場であるRegulation Power Market（RPM）では、北欧大での需給調整電力の入札リストが作成され、各入札はエネルギー価

格（NOK/MWh）に基づき、メリットオーダーの順に調達される。系統状況（すなわち需給管理、周波数維持）により、可能な限り価格に基づき、落札される入札が
決定される。

✓ 最小入札容量＝10MW、入札価格上限＝5,000（€/MWh）と定められている。
✓ 上げ方向の調整力(Balancing up)の場合は、最安値の入札から順番に落札し、下げ方向の調整力(balancing down)の場合は、最高値の入札から順番に落札

される。いずれの場合でもNordPoolスポット価格が基準となる。つまり、対応するプライスエリアと時間に関し、上げ方向に調整する場合、価格はNordPoolスポット価格
以上でなくてはならず、下げ方向に調整する場合、価格はNordPoolスポット価格を超えてはならない。

✓ インバランス電力価格は、mFRRのエネルギー価格に基づいて決定される。mFRRのエネルギー価格は、利用から2時間以内に、NordPoolのウェブサイトに掲載される。

調整力の名称 入札価格 調達リソース決定方式 精算

FCR 容量価格（NOK/kW）

⚫ 容量価格のメリットオーダーが落札リソース決定の主な基準
⚫ なお、Pay-as-cleared方式での精算が原則だが、ローカル系統状況に応じて、または、前

日FCR市場の終了後のFCR必要量の変更に応じて、容量価格のメリットオーダーに従わない
場合あり。その場合、当該落札リソースはPay-as-bid方式で精算される

容量分に対する支払いのみ

aFRR 容量価格（NOK/kW）
⚫ 容量の調達コストを最小化するように、容量価格のメリットオーダーで落札リソースを決定
⚫ なお、Pay-as-cleared方式での精算が原則だが、ローカル系統状況やその他要素を考慮し、

メリットオーダーに従わない場合あり。その場合、当該落札リソースはPay-as-bid方式で精算
容量分及びエネルギー分に対する支払い

mFRR

＜RPM市場＞
エネルギー価格（NOK/kWh）

⚫ エネルギー価格のメリットオーダー順に落札リソースを決定
⚫ （上げ方向の場合は最安値から、下げ方向の場合は最高値から）

エネルギー分に対する支払い

＜RKOM＞
容量価格（NOK/kW）

⚫ 容量価格のメリットオーダーを主な基準として落札リソースを決定
• Pay-as-cleared方式での精算が原則だが、系統に技術的問題が発生した場合、メリット

オーダーに従わない場合あり。その場合、当該落札リソースはPay-as-bid方式で精算
容量分に対する支払いのみ

※: mFRRの容量に対する支払いは、容量市場（RKOM）及び長期相対契約により、北欧共通市場（RPM）の開催前に事前に確保される容量に対する支払い

出所） “Discussion Points- EGC Workshop”, Statnett,第１回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会提出資料、2020年2月4日閲覧
“Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet, Gjeldende fra 01.07.2019”, Statnett , https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf、2020年2月4日閲覧
“Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM), Gjeldende fra 02.04.2019”, Statnett , https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf、2020年2月4日閲覧

図表 1-1-15 調整力提供に対する精算（ノルウェー）

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/vilkar-for-sekundarreserver-afrr-gjeldende-fra-072019.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/vilkar-for-regulerkraftmarkdet-gjeldende-fra-02.04.2019.pdf
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（5）諸外国における調整力の費用回収

ドイツ 英国 ノルウェー

調達費用
kW

運用費用
kWh

調達費用
kW

運用費用
kWh

調達費用
kW

運用費用
kWh

FCR（GF相当） アンシラリー料金 ― アンシラリー料金 ―
※1)

インバランス料金 インバランス料金

aFRR（LFC相当） アンシラリー料金 インバランス料金 ― ― アンシラリー料金 アンシラリー料金

mFRR アンシラリー料金 インバランス料金 アンシラリー料金 インバランス料金
アンシラリー料金＆
インバランス料金

※2)

インバランス料金

RR ― ― アンシラリー料金 インバランス料金 ― ―

出所）欧州各国は”SURVEY ON ANCILLARY SERVICES PROCUREMENT, BALANCING MARKET DESIGN 2018“, ENTSO-E、 https://www.entsoe.eu/publications/market-
reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design、2020年2月21日閲覧、に基づき三菱総研整理

出所内で、100%BRP、100% Grid Users(through tariff)との記載をそれぞれ、インバランス料金、アンシラリー料金とした

※1) ENTSO-E調査によると、英国のFCRの運用費用（kWh）の費用回収は、“N/A”との記載があるが、詳細不明
※2) ENTSO-E調査によると、ノルウェーのmFRRの調達費用（kW)の費用回収は、“Hybrid”との記載があるが、詳細不明

⚫ 調整力調達に関わる費用はインバランス料金、託送料金（アンシラリー料金）として系統利用者から回収される。

⚫ なお、調整力調達の収支管理については、欧州規則においてTSOの収支中立が原則として定められている※。

※COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing Article 44

図表 1-1-16 諸外国における調整力の費用回収

https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design
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1.1.3 連系線容量の確保
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欧州：現行の予備力の広域活用における連系線容量の確保

⚫現在の欧州の予備力の広域活用の多くは、エネルギー取引後の連系線空き容量（及び混雑の逆方向容量）を活用したも
ので、予備力取引のために連系線容量を予め確保して行うものでない。

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity 
balancing

Article 36 Use of cross-zonal capacity

1.全てのTSOは、調整力取引またはインバランス・ネッティング・プロセスの運用に関し、第37条の第2項及び第3項に従って計算された、利
用可能な地域間容量を使用するものとする。

Article 37 Cross-zonal capacity calculation 

1.当日地域間ゲートクローズ時間後、TSOは、調整力取引またはインバランス・ネッティング・プロセスの運用に関する地域間容量の可用性
(availability)を継続的に更新するものとする。地域間容量は、地域間容量の一部が使用された場合や当日の地域間容量の再計算が
行われる場合、その都度更新するものとする。

2.第3項による容量計算の方法論が適用される前は、TSOは当日の地域間ゲートクローズ時間後に地域間容量を使用するものとする。

3.本規則発効後5年以内に、容量計算地域の全てのTSOは、調整力取引またはインバランス・ネッティング・プロセスのための調整の時間枠
内に、地域間容量計算の方法論を開発するものとする。かかる方法論は、市場のひずみを回避し、Commission Regulation (EU) 
2015/122で定めた当日の時間枠で適用される地域間容量計算方法論と一貫性を持つものでなければならない。

出所） European Union、“COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing”、 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN、2020年2月20日閲覧

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN
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欧州：現行の予備力の広域活用における連系線容量の確保（北欧）

⚫ ノルウェーの場合、国際連系線を通じて融通されるFCR-NやFCR-Dは、Transmission Reliability Margin
（TRM）の範囲内で取引が可能と考えられている。TSO が、国際連系線の利用可能容量をFCR-N やFCR-D のた
めに確保しているわけではない。

⚫ 北欧大でのRegulation Power Marketの最終的なゲートクローズは、実運用の45分前であり、当日市場のゲートク
ローズ（実運用の1時間前）より後である。この時点での国際連系線の空き容量は全てのエネルギー取引を終えた後の空
き容量であり、TSO 以外は活用できない容量である。

⚫ mFRRに関しても国際連系線の利用可能容量を、需給調整のために事前確保しているわけではない。

出所）古澤・岡田「再生可能エネルギー大量導入下の欧州における国際連系線を活用した需給調整メカニズムの動向と今後」、電力経済研究 No.64(2017.3)、
https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/pdf/periodicals64_05.pdf、2020年2月7日閲覧

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/pdf/periodicals64_05.pdf
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欧州の送電系統運用者間の広域的調整力融通の調整
⚫ Regional Security Coordinators（RSC）はTSOの出資によって設立された会社であり、TSOに対して広域的に整合が取れた連系線容

量計算と調整力融通の助言をするにすぎないが、事実上、TSOはその助言に従っている。

⚫ EU域内には複数のRSCがあり、エリアごとに活用されているRSCは異なる。

⚫ TSOは、EU域内でのより複雑な広域的な融通を実現するために2009年よりRegional Security Coordination Initiatives (RSCIs)と呼
ばれる取り組みをボランタリーベースで始めた。2015年には”Multilateral Agreement on Participation in Regional Security 
Coordination Initiatives”という形でMLAとして明文化された。

⚫ RSCIsにおいて、欧州全体を対象として空き容量の計算・調整を行い、その試算に基づいてTSOが広域的な調整力融通が行われる。（日本の
OCCTOのように権限をもった機関が、調整するような仕組みはない。）

⚫ RSCIsは、TSOに対して広域的融通につながる５つのサービスを提供している。

出所）“REGIONAL SECURITY COORDINATION INITIATIVES: TSOS STAND UP TO THE CHALLENGES OF THE FUTURE”, ENTSO-E, 
http://vision.entsoe.eu/regions/regional-security-coordination-initiative/、2020年2月21日閲覧

RSCIsがTSOに提供する主なサービス

①運用計画のセキュリティ分析

②計画停止の情報整理（発電機・送電線）

③国境間の連系線の利用可能容量の試算

④短期（数週間先）の系統利用状況の予測

⑤共通グリッドモデル（1時間ごとに欧州のグリッド状

況を反映したモデル）

図表 1-1-17 欧州における各RSCの調整対象エリア

http://vision.entsoe.eu/regions/regional-security-coordination-initiative/
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欧州：予備力の広域調達と連系線利用ルール（1/2）

⚫ 欧州共通ネットワークコードの一つであるElectricity Balancing(EB)では、広域融通において予備力に割当てる連系線容量を設

定する手法について、送電事業者（TSO）に対して以下の3つの選択肢を示している。

⚫ 各選択肢は連系線利用について、エネルギー取引と予備力取引を経済的効果の観点から評価した上で割当量を策定するもの。

◼ 直接/間接オークションを通じて、連

系線容量をエネルギー取引、予備

力取引各々への入札として、最適

化アルゴリズムにより容量割当を決

定

※米国のISOで採用されている方法に

類似

同時最適化による割当
（EB 第40条）

◼ 連系線を介する予備力取引の価格

と、エネルギー取引の価格見通しの

比較に基づき、予備力向けの容量

割当を決定（上限値：前年度のエ

ネルギー取引に利用可能な容量の

10%）。

※北欧のHasle-pilotプロジェクトにお

いて実証例有り。

市場ベースによる割当
（EB 第41条）

◼ 予備力向けの連系線容量確保によ
る経済的便益分析に基づき、予備
力向けの容量割当を決定（上限
値：前年度のエネルギー取引に利
用可能な容量の５% 、新規連系
線の場合は設備容量の10％）。

経済便益分析による割当
（EB 第42条）

出所）“COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing”, European Union、 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN、2020年2月21日閲覧

図表 1-1-18 予備力の広域調達と連系線利用ルール

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN
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欧州：予備力の広域調達と連系線利用ルール（2/2）

同時最適化による割当
（EB 第40条）

市場ベースによる割当
（EB 第41条）

経済便益分析による割当
（EB 第42条）

割当プロセスの概要
直接/間接オークションを通じて、連系線容量を
エネルギー取引、予備力取引各々への入札とし
て、最適化アルゴリズムにより容量割当を決定

連系線を介する予備力取引の価格と、エネル
ギー取引の価格見通しの比較に基づき、予備
力向けの容量割当を決定（上限値：前年度
のエネルギー取引に利用可能な容量の10%）

予備力向けの連系線容量確保による経済的
便益分析に基づき、予備力向けの容量割当を
決定（上限値：前年度のエネルギー取引に利
用可能な容量の５% 、新規連系線の場合は
設備容量の10％）

需給調整市場取引価格 実際の取引価格 実際の取引価格 予測の取引価格

エネルギー市場取引価格 実際の取引価格 予測の取引価格 予測の取引価格

連系線割当価格 実際の取引価格 予測の取引価格 予測の取引価格

調整力への連系線割当タ
イミング

卸電力取引と同じ計画断面で、かつ卸電力取
引と同時に割当

需給調整市場のコマ毎に割当
いつ割当ててもよい
（需給調整市場の複数コマにわたる長期間が
好ましい）

利点
実際の卸電力市場と調整力市場の2市場の入
札価格により決定するため、予測の余地が無く
最も市場指向性が高い。

2市場の開場タイミングを分けることができる。
調整力より卸電力取引価格の予測の方が立ち
やすい。

２市場の価格のどちらも見通し価格とするため、
実際の市場取引結果を待たずに割当量を算
定できる。（ただし、非効率な割当は解放を随
時検討）

問題点・課題
２市場への入札を並行して行う必要があるため、
運営が複雑になる。（２市場の入札価格と連
系線容量をみつつ、落札を決定する）

予測が不正確だと、混雑処理などに与える影響
が大きくなる。

マーケット動向を適宜算定に組込むことが難しい

ENTSO－Eによる
全般的コメント

アルゴリズムが複雑なため、前日市場より前の長
期市場に適している。

予測の計算・容量割当のスケジュールが成り立
つ期近な範囲で、一連の処理をすることが適当

最も現実的な選択肢であり、他の実現可能性
が低いときの代替案となりえる。

出所）電力広域的運営推進機関、第２３回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2017年11月）、“CROSS-BORDER CAPACITY RESERVATION Rationale, options and challenges”, ENTSO-E、
https://docstore.entsoe.eu/Documents/MC%20documents/balancing_ancillary/160630_BSG_TOP5_XB_Capacity_Reservation.pdf、2020年2月21日閲覧

⚫ EBでは、広域融通において予備力に割当てる連系線容量を設定する手法について、送電事業者（TSO）に対して以下の3つ

の選択肢を示している。
図表 1-1-19 予備力の広域調達と連系線利用ルール

https://docstore.entsoe.eu/Documents/MC%20documents/balancing_ancillary/160630_BSG_TOP5_XB_Capacity_Reservation.pdf
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ドイツ：各TSOのエリア外からの調整力調達時の連系線容量の確保方法（GCC）

⚫ FCR（Primary Control Reserve）

• TRM（送電信頼度マージン:Transmission Reliability Margin）を使用。

⚫ FRR（Secondary Control Reserve及びTertiary Control Reserve）

⚫ クロスボーダー当日市場の後、利用可能な容量を使用する。インバランス相殺スキームへの不参加を決定するため、及び/ま
たはTSO/制御ゾーンによって相殺可能な量を制限するため、さらなる制限を以下の2つの方法によりactivationシステムに
導入することができる。

方法①：積極的アプローチ：TSOは、個別に系統安全性を監視し（混雑予測など）、”Request for Limitation 
Template”を用いてTransnetBW/IGCCのコーディネーターに通知する。

方法②：自動的なアプローチ：IGCCモジュールは、毎日2回更新される簡略化された系統モデルとリンクしており、
PTDF手法を用いて、制御ゾーン間の予想国際連系線潮流を計算する。この電力潮流予測によって国際連
系線に混雑が発生することが分かった場合、IGCC最適化アルゴリズムに制限を適用する。

方法②は自動化されているが、制御ゾーン内の混雑を考慮していない。各TSOは、国際電力潮流が、自身の制御ゾーン内の
混雑に対して及ぼす影響を監視する責任がある。各TSOが問題を予見した場合、方法①によって潮流を制限するよう指示す
ることができる。
出所）三菱総研過去調査におけるEGI(Elia Grid International) への照会結果
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ノルウェー 調整力運用に対する事前の連系線容量の確保

⚫ ノルウェーでは、一部のノルウェーとデンマークの間の連系線（ノルウェー南西部（NO2）とデンマーク西部（DK1））以外を
除いて、調整力運用のために国際連系線容量を事前予約して確保していない。

✓ NO2とDK1の連系線予約も一時的な協定に過ぎない。

出所）電中研、”再生可能エネルギー電源大量導入下の欧州における国際連系線を活用した需給調整メカニズムの動向と課題“(2017)、
https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/pdf/periodicals64_05.pdf 、2019年11月7日閲覧

図表 1-1-20 Nord pool管内の卸電力ゾーン
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1.1.4 需給調整市場の市場監視
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（1）欧州における需給調整市場の監視スキーム（REMIT）
⚫ REMITは、電力・ガス市場の公平性や透明性の確保を目的に決められた規定であり、ACERは各事業者がその規定が遵守し

ているかを監視する役割を果たしている。
⚫ EU内の卸売エネルギー商品が取引されている全ての市場を卸エネルギー市場と定義し、その市場における取引を監視対象とし

ている。
⚫ 上記の規定により、REMITの市場監視の対象は、卸電力市場や需給調整市場等すべてが該当する。

⚫ 各国の国家規制機関（NRA）に登録し、EU内で市場取引を実施する事業者に対して適応される。

REGULATION (EU) No 1227/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on wholesale energy 
market integrity and transparency

Article 2 Definitions

(4) ‘wholesale energy products’ means the following contracts and derivatives, irrespective of where and how they are traded:

(a) contracts for the supply of electricity or natural gas where delivery is in the Union;

(b) derivatives relating to electricity or natural gas produced, traded or delivered in the Union;

(c) contracts relating to the transportation of electricity or natural gas in the Union;

(d) derivatives relating to the transportation of electricity or natural gas in the Union.

(4) ‘wholesale energy products’は取引された場や手段に関わらず下記契約とデリバティブを指す

(a) EU内で引渡が行われる、電力・天然ガスに関する契約

(b) 生産・取引・引渡がEU内で行われる電力・天然ガスに関するデリバティブ

(c) EU域内の電力・天然ガスの輸送に関する契約

(d) EU域内の電力・天然ガスの輸送に関するデリバティブ

(6) ‘wholesale energy market’ means any market within the Union on which wholesale energy products are traded;

(6) ‘wholesale energy market’ は’ wholesale energy products ‘が取引されているEU内の市場を意味する。

出所）ACER, “REGULATION (EU) No 1227/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on wholesale energy market 
integrity and transparency”、https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227、2019年11月5日閲覧

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R1227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R1227
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（1）欧州における需給調整市場の監視スキーム（ACERとNRA）

⚫ ACERは欧州全体の市場に対して①取引データの収集②モニタリングの手法の検討を行い、それらを基に疑わしい事例を監視・
スクリーニングを実施。

⚫ 疑わしい事例がある場合は、EU所属各国の国家規制機関（NRA）に通知し、NRAがその事例について調査し、違反してい
る場合は、NRAが執行（罰則適用）を行う。

監視・分析：ACER 調査・執行：NRA

監視 情報提供

出所）ACER, “What is REMIT? Wholesale market monitoring under 
REMIT”, 、https://www.slideshare.net/ssuser4149c5/tew-091018-
what-is-remit-wholesale-market-monitoring-under-remit、2019年11
月5日閲覧

ACER

N2EX EEX

Nord pool spot EPEX SPOT

各取引市場

図表 1-1-21 欧州における需給調整市場の監視スキーム（ACER） 図表 1-1-22 欧州における需給調整市場の監視スキーム（NRA）

https://www.slideshare.net/ssuser4149c5/tew-091018-what-is-remit-wholesale-market-monitoring-under-remit
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（参考）ACERの市場監視スキーム

出所）ACER, https://acer.europa.eu/en/remit/REMITATACER/Market_surveillance/Pages/default_REMIT_at_ACER.aspx、2020年2月12日閲覧

⚫ ACERは市場監視のために、①取引データの収集②モニタリングの手法の検討を行い、それらを基にREMITの規定に違反した
事例がないか自動的にスクリーニングをする。

⚫ 疑わしい事例がある場合は、その事例をACERによって分析。その分析の結果、疑わしいと判断した場合は、EU所属各国の国
家規制機関（NRA）に通知し、NRAがその事例について調査を実施する。

データの取集
（取引データ・基礎データ）

監視手法の確立
（疑わしい事象の定義）

疑わしい事象の
自動スクリーニング

NRAによる調査

該当国のNRAに対して、疑わし
い事例の報告及び調査依頼

事象の初期分析
（疑わしいか否かを判断）

フィードバック

図表 1-1-23 ACERによる市場監視の流れ

https://acer.europa.eu/en/remit/REMITATACER/Market_surveillance/Pages/default_REMIT_at_ACER.aspx
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（1）欧州における需給調整市場の監視スキーム（ACERとNRA）

⚫ ACERとNRAの連携基盤として、ACERはIT基盤として欧州エネルギー市場参加者中央登録簿システム(CEREMP)と
REMIT情報システム（ARIS）を構築している。

⚫ ARISはデータ収集・報告システム（Tier1）、メインデータウェアハウス（Tier2）、市場監視システム（Tier3）、データ共
有システム（Tier4）の4層によって構築されている。

Tier1 データ収集・報告システム

• 報告主体（ACER、NRA、卸電力取引所、取引情報蓄積機関、市場データプロバイダー、TSO
等）から報告されるデータの収集システム

• 本システムの報告インターフェースとして2015年からREMIT-Portal（https://www.acer-
remit.eu/portal/）が公開されている

Tier2 メインデータウェアハウス • 市場参加者の登録情報に加え、報告された全ての取引及び基礎データを保存する主要データベース

Tier3 市場監視システム
• メインデータウェアハウスに蓄積されたデータに基づき、市場取引を分析（NASDAQ 社のSMARTS※

を採用）

Tier4
データ共有システム • NRA 、各国の金融規制、競争当局、欧州証券市場監督機構など関連機関との間でデータ共有を可能と

するシステム

※SMARTSとは、仮想通貨の不正防止のため米国NASDAQ証券取引が提供する市場監視技術

出所）
[1]経済産業省ウェブサイト、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング,平成28 年度産業経済研究委託事業（諸外国の電力取引における競争状況及び不正取引の監視手法や監視体制に係る調査)、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000554.pdf、2020年2月12日閲覧、に基づき三菱総研作成

図表 1-1-24 REMIT情報システム（ARIS）の構成[1]

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000554.pdf
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（2）需給調整市場における市場支配力行使の摘発・調査事例

⚫ ACERが市場監視によってREMITへの違反の可能性がある事例は、年々増加傾向。
• 2014年は、33件中14件が市場操作の疑いがある事例。

⚫ 欧州ではアルゴリズムによる卸電力取引が多数実施されており、アルゴリズムのエラーや誤作動の結果として市場操作が疑われる
事例も生じている。

33 35

48

85

102

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

うち14件が市場操作に
関する事例

※2018年の件数のみ下記出所より参照
出所）ACER,”REMIT Quarterly”,2019年9月5日閲覧, https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/REMITQuarterly_Q4_2018_2.0.pdf

出所）ACER, “What is REMIT? Wholesale market monitering under REMIT”,2018,2019年9月5日閲覧、https://www.slideshare.net/ssuser4149c5/tew-
091018-what-is-remit-wholesale-market-monitoring-under-remit

図表 1-1-25 REMIT違反の可能性がある事例数の時系列推移

https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/REMITQuarterly_Q4_2018_2.0.pdf
https://www.slideshare.net/ssuser4149c5/tew-091018-what-is-remit-wholesale-market-monitoring-under-remit
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（2）需給調整市場における市場支配力行使の摘発・調査事例

⚫ 欧州における電力市場の市場支配力行使について、監視当局による具体的な摘発事例は多くはないが、卸電力市場と需
給調整市場の双方にまたがって価格操作が行われることは典型事例と言える※ 。

※いわゆる発電調整による価格操作であり、卸電力市場において出力を削減し、同時に流動性が低い需給調整市場で価格をつり上げること。

⚫ 特に英国の事案2は送電制約下でローカルな市場支配力行使が疑われた事案。

年 対象発電事業者 備考

事例1（独） 2008年 E.On
卸電力市場と需給調整市場における支配的地位の濫用事案
→欧州委員会における送電事業の分離命令

事例2（英） 2008年
Scottish Power 
Scottish & Southern 
Energy 

卸電力市場と需給調整市場における価格操作が疑われた事案
→罰則を課すことなく調査打ち切りとなったが、本事案を契機に発電ライセンス
に‘Transmission Constraint Licence Condition’（TCLC）と呼
ばれる規定の導入が決定された

事例3（伊） 2016年 Enel, Sorgenia
卸電力市場と需給調整市場における価格操作が疑われた事案
→当該発電設備の収益に上限を設定

出所）
[1]European Commission,” Competition: Commission has carried out inspections in the German electricity sector”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_06_483,2020年2月10日閲覧
[2]European Commission, “Antitrust: Commission welcomes E.ON proposals for structural remedies to increase competition in German electricity market”, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_132,2020年2月10日閲覧
[3]European Commission,” Antitrust: Commission market tests commitments proposed by E.ON concerning German electricity markets” , 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_396,2020年2月10日閲覧
[4]Ofgem,“Transmission Constraint Licence Condition Guidance”, 2019年11月7日閲覧, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/05/2017_tclc_guidance.pdf
[5] L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato（AGCM）,  A498A - Energia: accolti impegni Enel, famiglie e imprese risparmiano 507 milioni di euro in bolletta in tre anni, 2019年11月1日閲覧. 
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/5/alias-8737
[6] Lexology, Mercato dell’energia e abuso di posizione dominante - L’AGCM chiude i procedimenti avviati nei confronti di Enel e Sorgenia per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di 
dispacciamento nella zona di Brindisi senza l’accertamento di un’infrazione, , 2019年11月1日閲覧、 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=167a30a3-16fa-480e-a7a9-04b95f8405d4

図表 1-1-26 欧州の電力市場における市場支配力行使の代表的な摘発事例
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（2）需給調整市場における市場支配力行使の摘発・調査事例（事例①独）

出所）
[1]European Commission,” Competition: Commission has carried out inspections in the German electricity sector”, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_06_483,2020年2月10日閲覧
[2]European Commission, “Antitrust: Commission welcomes E.ON proposals for structural remedies to increase competition in German electricity market”, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_132,2020年2月10日閲覧
[3]European Commission,” Antitrust: Commission market tests commitments proposed by E.ON concerning German electricity markets” , 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_396,2020年2月10日閲覧

調査対象部門 市場支配力行使の内容 欧州委員会による命令

小売部門[2]

卸電力市場において、電源の市場供出を出し
惜しみすることで、価格操作を図った疑い
さらに、他小売事業者による発電設備への投資
を阻止する戦略を考案し、実施していた疑い

E.ONがドイツ国内に保有する約5,000MWの
発電能力を売却（水力発電、褐炭、無煙炭、
ガス、揚水、原子力等）

送電部門[3]

二次制御予備力（SCR）市場において、
E.ONの発電子会社を優遇し、他発電事業者
の参入を阻害していた疑い

E.ON の送電事業（超高圧送電系統
（380/220kV））の分離

⚫ 2006年、欧州委員会は、支配的な市場地位の濫用に関するEC条約の規則（第82条）の下、独国大手電力会社の一
つであるE.ON による、卸電力市場及び需給調整市場における市場支配力行使に関する調査を開始した。[1]

⚫ 2008年、欧州委員会はE.ONに対する調査を終了。

⚫ 欧州委員会は、卸電力市場における価格操作の懸念に対応するため、 同社がドイツ国内に保有する約5,000MW
の発電能力の売却を命令

⚫ また、二次制御予備力（SCR）市場における他発電事業者の参入阻害の懸念に対応するため、同社の送電事業の
分離を命令

図表 1-1-27 需給調整市場における市場支配力行使の摘発・調査事例
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出所）
[1]BNetzAへのヒアリング（2020年1月に実施）を基に記載
[2]Amprionへのヒアリング（2020年1月に実施）を基に記載

（参考）ドイツにおける需給調整市場の監視スキーム

⚫ 需給調整市場における市場支配力行使に関する監視は、規制機関であるBNetzAが中心的な役割を果たしているが、厳密
な監視スキームが整備されているわけではない。[1]

⚫ TSOの１つであるAmprionは、需給調整市場におけるサービス提供品質の技術面のみを監視している。ただし、標準化された
監視はおこなっておらず、問題事象が起きた後に、事後的なチェックを行っている。[2]

✓ 需給調整サービスの提供可能期間（availability）や実際の発動期間(activation)におけるサービス品質（応動時間、ランプ時間、出
力、パフォーマンス等）

⚫ 実務レベルでは、BNetzAとAmprionの間で、需給調整市場に関する日常的な意見交換がなされている。[2]
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（2）需給調整市場における市場支配力行使の摘発・調査事例（事例②英国）

⚫ 2008年4月、Ofgemは、1998年競争法（Competition Act 1998）の下、英国大手電力会社（Big 6）の一部であ
るScottish Power（SP）及びScottish & Southern Energy（SSE） による送電制約下でのローカルな市場支配力
行使に対する調査を開始した。

⚫ イングランド/ウェールズ地域とスコットランド地域との間で送電制約が発生している状況下において、2社が卸電力
市場に入札可能であった電源を出し惜しみし、より価格の高い需給調整市場に入札する等、卸電力市場と需給調
整市場における価格操作が疑われた事案。

⚫ 2009年1月、2社に罰則を科すことなく本調査は打ち切りとなったが、本事案を契機に、Ofgemによる電力市場における支配
力行使の懸念に関するコンサルテーション・ペーパーの発行等を経て、発電ライセンスに‘Transmission Constraint 
Licence Condition ’ （TCLC）と呼ばれる規定を導入することが決定された。

⚫ TCLCは当初2012年に5年間の時限的規定として導入された（2017年7月まで）。その後、Ofgemの内部レビュー
を経て、発電ライセンスの中のStandard Licence Condition (SLC) 20Aとして、永続的な規定となった。

⚫ TCLCは、送電制約下での発電事業者の市場支配力行使の防止を目的としている。なお、TCLCは競争法の適用を置換す
るものではなく、送電制約下に適用状況を限定した形で、競争法を補完する役割を果たす。

出所）Ofgem,“Transmission Constraint Licence Condition Guidance”, 2019年11月7日閲覧, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/05/2017_tclc_guidance.pdf
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（2）英国 TCLCについて（１/４）

TCLC導入の背景

⚫ Ofgemは従前より、送電系統制約（transmission constraint）が発生している状況下において、発電事業者が需給調
整市場（BM市場）において市場操作を行い、系統運用者が需給調整に費やす費用が不当に増加する可能性を懸念。

⚫ 通常の系統状況下においても、電力供給・需要のパターンにより送電系統制約は発生しうるが、送電設備・発電設備の故障
がトリガーとなるケースが多い。

⚫ 電力供給が需要量を上回る際、系統運用者は発電所の出力減少、または需要増加を調達するが、系統制約により域外電
力輸出に制約が生じた場合（export constraint）には、系統運用者が利用可能なオプションが限られる。

⚫ 発電事業者は、BM市場に発電所の出力減少をビッドする。通常、発電事業者から系統運用者に出力減少に伴う回避可能
費用を反映した支払いがなされるが、状況によっては、発電事業者がマイナス入札（negative bid）を行い、系統運用者か
ら発電事業者に対して多額の支払いがなされるケースもある。

⚫ 再生可能エネルギーの特定地域における導入拡大に伴い、系統制約の発生増加が予想され、発電事業者によるBM市場で
の市場支配力行使のおそれもより高まると考えれる。

TCLC導入の経緯

⚫ 前頁記載の事案を契機に、Ofgemによる電力市場における支配力行使の懸念に関するコンサルテーション・ペーパーの発行
等を経て、2012年に5年間の時限的措置として、発電ライセンスに‘Transmission Constraint Licence Condition ’
（TCLC）と呼ばれる規定が導入。

⚫ 2017年7月の失効後、Ofgemの内部レビューを経て、延長が決定。発電ライセンス中のStandard Licence Condition 
(SLC) 20Aとして、永続的な規定として設定された。

出所）Ofgem,“Transmission Constraint Licence Condition Guidance”, 2019年11月7日閲覧, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/05/2017_tclc_guidance.pdf
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（2）英国 TCLCについて（２/４）
TCLCの適用対象

⚫ TCLCは、発電ライセンス所有者（Licence、即ち発電事業者）が、系統制約発生に関連して過剰な便益（excessive 
benefit）を得ることを禁じるもの。（TCLC Paragraph 1）

⚫ 発電事業者が過剰な利益を得るとは、系統制約発生に関連して以下の状況となる場合を指す。（TCLC Paragraph 2）

a. BM市場において、発電ライセンス所有者が、系統運用者に対して、極めて少額の支払いを行う、または極めて少額の支払
いを企図した場合

b. BM市場において、発電ライセンス所有者が、系統運用者から、極めて高額の支払いを受ける、または極めて高額の支払い
の受け取りを企図した場合

考慮される指標

発電ライセンス所有者が、系統制約発生に関連して過剰な便益を得たか否かを判断する際に、考慮される指標の一部は以下の通り。
（ただし、以下指標のみに限るものではない）

➢ 回避可能コスト：

✓ Ofgemは、電力域外輸出に係る系統制約の解消に要する費用を、推定回避可能コストと比較

✓ 回避可能コストは、短期間運転の限界費用（short-run marginal cost）と追加メンテナンスコスト、ランプダウンコスト(ramping down 
cost)の合計が基本となる。また、左記のコスト要素に加えて、機会損失費用や合理的な利益（マージン）の要素も考慮される。

✓ 機会損失費用は、例えば、再エネ発電事業者のROC (Renewable Obligation Certificate：再生可能エネルギー証書)による収入等。

➢ 他の発電設備との比較：

✓ 系統制約条件下での発電事業者によるビッドと、系統制約のない条件における比較可能な発電事業者によるビッドを比較

➢ 市場モニタリングにより得られた他の指標：

✓ 系統制約のない条件における、過去のビッド履歴や英国全域での平均ビッドを参照

出所）Ofgem,“Transmission Constraint Licence Condition Guidance”, 2019年11月7日閲覧, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/05/2017_tclc_guidance.pdf
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（2）英国 TCLCについて（３/４）

TCLC適用除外ケース

⚫ 発電ライセンス所有者がTCLCの規定に抵触しているように見えるものの、発電ライセンス所有者により示されるエビデンスを
Ofgemが精査した結果、その行為が客観的に正当化されると判断される場合には、Ofgemは当該事案へのTCLCの適用を
除外する。

⚫ 前頁記載の指標を含む様々な条件を考慮した上で、TCLCの規定への抵触の可能性がある場合、Ofgemは、当該発電ライ
センス所有者にこれを通知し、BM市場におけるプライシングに関して、Ofgemにその正当性を弁明する機会を設ける。当該発
電ライセンス所有者は、Ofgemへのサポーティングドキュメントの提出が可能。

⚫ TCLC適用除外の判断は、ケース・バイ・ケースであり、統一的な基準は存在しない。

⚫ Ofgemは、発電事業者が客観的正当化に資するエビデンスを容易に提供するよう、プライシング戦略の確立を奨励。（系統
制約が発生するエリアの発電事業者と発生しないエリアの発電事業者間の公平性を考慮）

プライシングの正当性判断における考慮事項

⚫ OfgemによるTCLC適用除外の判断は、あくまでもケース・バイ・ケースであるものの、以下の事項による影響は、プライシングの
正当性判断において考慮される可能性がある。

➢ オペレーションリスク：一部の発電設備は需給調整に係るアクションを取ると、発電機の速やかな再起動や出力削減が
困難な場合がある。また、新設の発電設備は、運開フェイズにおけるテスト実施のため、相対的に出力変化のフレキシビ
リティに欠ける場合がある。それらのリスクがプライシングに反映される。

➢ 起動コスト・ランプアップコスト：発電設備の起動やランプアップに関連するコストが、プライシングに反映される。

➢ 環境・安全に関する要素：厳気象（豪雨、洪水等）による安全性リスク等、環境・安全に関する要素が、プライシング
に反映される。

出所）Ofgem,“Transmission Constraint Licence Condition Guidance”, 2019年11月7日閲覧, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/05/2017_tclc_guidance.pdf
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（2）英国 TCLCについて（４/４）
モニタリング

⚫ Ofgemは、英国内の全てのBMUsに関するデータ、ビッド・オファーの受け入れに関するデータ、最新の燃料プライス及び電気料
金データを含むデータベースを開発。（データベースには、Elexonと Bloomberg のデータが含まれる。）

⚫ データベースは、ビッドのプライスがコストを大幅に上回っているか、また、市場の他のビッドのプライスから逸脱しているかを特定す
るために用いられる。該当事象を特定した後、Ofgemはデータをより詳細に分析し、潜在的なTCLC違反の可能性を調査する。

⚫ Ofgemはまた、潜在的なTCLCの違反の特定に、市場参加者も自ら役割を果たすことを期待している。

執行

⚫ 発電事業者はTCLCの要件を遵守していることを保証する責任を負う。Ofgemは、上記手段により、発電事業者のTCLC遵
守の状況を監視し、需要家、内部告発者、その他の業界関係者からOfgemに対してなされた訴えを確認する。

⚫ Ofgemは、施行ガイドラインに従い、Ofgemのイニシアティブあるいは関係者からの訴えを起点として、TCLCの潜在的な違反
を特定する。潜在的違反を特定した場合、当該発電ライセンス所有者に通知し、コスト及びその他の関連データの提供を依頼
する場合がある。当該発電ライセンス所有者は、この段階(または後の段階)で、自ら行動が客観的に正当化されることを示す
情報を提供する場合がある。

⚫ また、施行ガイドラインに定めるものとして、Ofgemの優先順位付け基準に照らして、執行措置を講じるのが適切であるかどうか
を評価する。例えば、潜在的違反を示すエビデンスが弱い場合や、違反が些細なものである可能性が高い場合、また、需要家
に対する損害が全くまたは少ない場合には、調査が行われる可能性は低くなる。

⚫ 発電ライセンス所有者がTCLCに違反していることが判明した場合、金銭的なペナルティを受ける可能性がある。ペナルティ量は、
ライセンス違反に対する金銭的罰則に関する公表された方針に従い、当局により決定される。

⚫ Ofgem内部での検討プロセス終了後も問題が解決しない場合は、標準的なライセンス手続きに従って、裁判所に対する、執
行決定に関する異議申し立てが可能。

出所）Ofgem,“Transmission Constraint Licence Condition Guidance”, 2019年11月7日閲覧, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/05/2017_tclc_guidance.pdf
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（2）需給調整市場における市場支配力行使の摘発・調査事例（事例③伊）

出所）
L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato（AGCM）, A498A - Energia: accolti impegni Enel, famiglie e imprese risparmiano 507 milioni di euro in bolletta in tre anni, 2019年11月1日閲覧. https://www.agcm.it/media/comunicati-
stampa/2017/5/alias-8737
Lexology, Mercato dell’energia e abuso di posizione dominante - L’AGCM chiude i procedimenti avviati nei confronti di Enel e Sorgenia per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di dispacciamento nella zona di Brindisi senza 
l’accertamento di un’infrazione, , 2019年11月1日閲覧、 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=167a30a3-16fa-480e-a7a9-04b95f8405d4

⚫ 2016年10月、イタリア競争・市場保護委員会（AGCM：Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato）
は、卸電力市場及びアンシラリーサービス市場（ex-ante MSD *1 （P98参照））における価格操作の疑いで、2発
電事業者（Enel及びSorgenia）に対する調査を開始。

⚫ 2016年5月27日から6月15日の期間に、南イタリアのBrindisiエリアの前日市場における、供出可能発電容量の物理
的出し惜しみ、及び入札価格操作（意図的に想定市場価格より高値で入札）により、需給調整市場でより高い収入を得
ていた疑い（AEEGSI*2によると、 2016年上半期のBrindisiエリアにおけるアンシラリーサービス調達費用は、前年同時期よ
り 3.2億 €増加）。

⚫ Brindisiエリアには、Eli Powerの発電設備1基と、SorgeniaのCGCT1基、Enelの石炭火力4基が存在。卸電力市場にお
いてEli Powerのみが落札された場合、アンシラリーサービス市場への参加者はSorgeniaとEnelの2社のみ。

⚫ Sorgeniaは、特定日において、前日市場に一切入札を行わず当該発電設備から供出可能な容量を出し惜しみした
上で、アンシラリーサービス市場に入札していた疑い。

⚫ Enelは、前日市場における供出可能容量の物理的出し惜しみや、高値での入札に加えて、前日市場で落札された容
量を当日市場で買い戻す行為を行った上で、アンシラリーサービス市場に入札していた疑い。

⚫ 2017年5月、AGCMは調査を終了。

⚫ Sorgeniaの入札に関する行動は、外部要因（主に競合であるEnelの市場行動）に左右されており、卸電力市場及
びアンシラリー市場において市場支配力を有するとは認められず、規制機関による介入は不要との判断がなされた。

⚫ 他方、Enelに対しては、2017年から2019年にかけて、当該発電設備の収益に上限を設定することを条件に、調査
を終了した。（市場支配力行使の認定、及び罰則の実施はなされなかった）。

*1: 事前給電サービス市場。Ternaが、系統混雑と予備力（二次予備力、三次予備力等）のためのリソースの確保を行う市場
*2: 電力・ガス・水規制機関（Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico）。2018年、組織改編に伴いARERAに名称変更
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1.2 大規模電源脱落時等における需給調整・インバランス料金の特例等
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（1）欧州共通ネットワークコードにおける緊急事態発生時の扱い

⚫ 電力系統の緊急事態発生時及び系統回復に関する共通ネットワークコード※では、市場停止時のインバランス精算ルールについて、2018年12月ま
でに、各国TSOが提案することを義務づけているものの、各国独自のルールを定めることが許容されている（E&R Article 39.1）。

※COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration

⚫ 同コードによる市場停止時のインバランス精算の原則は下記の通り（E&R Article 39.3）。

• TSOの財務的中立性の保証

• BRP、及びBSP（balance service providers）、TSOに対するインセンティブを歪めないこと

• BRPに対する系統のバランス維持、及びバランス回復に対するインセンティブ付与

• 系統バランス回復のためのTSOによる指令の実施に関するBRPとBSPに対するいかなる金銭的ペナルティーの回避

• 真に必要でない市場停止の回避、可能な限り速やかな市場回復に関するTSOへのインセンティブ付与

• BSPが系統を通常の状態に回復するために有用なサービスをTSOに提供するインセンティブ付与

電力系統の緊急事態発生時及び系統回復に関する共通ネットワークコード

TSOの提案状況

⚫ 2019年9月現在、E＆Rに関してTSOによる提案が確認できるのは、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、イタリア、クロアチア、スロベニア、スロバ
キアのみ※。

※Emergency & Restoration National Implementation, entso-eサイト（https://www.entsoe.eu/network_codes/er/al/）、 2019年9月5日閲覧

⚫ フィンランドはE&R Article 39.1に関しては特別な提案はしないこととしている※。

※https://www.epressi.com/media/userfiles/132826/1540454171/fingrid-explanatory-document-for-proposals-concerning-nc-er-art-361-an....pdf、2019
年9月5日閲覧

⚫ その他、英国は市場停止時のインバランス精算ルールについては、現行ルール（後述）で対応することとしている。

※https://www.nationalgrideso.com/document/144011/download、2019年9月5日閲覧
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（2）英国における需給逼迫等の緊急時のインバランス料金制度

対応の内容 対応実施の
決定主体

法的根拠・規定 関連市場の
運営状況

特別なインバランス料金
の取扱い

需
給
逼
迫
時

短
期
的

予備力希少価格
（RSP）メカニズム

予備力希少価格（RSP）メカニズムにより、
STOR価格の再設定を行い、需給逼迫時の市
場価格を正しく反映する

系統運用者
（National
Grid）

Imbalance Price
Guidance, Elexon

Balancing
Mechanismは並行し
て開場

STOR 行為の対価としての価格設
定を、事前設定した利用価格、また
予備力の稀少性を考慮して再計算
したRSP（＝LoLP*2×VoLL*3 ）
の２つのうち、いずれか大きい値に設
定。インバランス料金計算に反映さ
れる。

需要管理
（Demand
Control）

Balancing MechanismにおけるBids/Offer
やその他のバランシングサービスを用いてもなお、
需要を満たせない場合、最終手段として、ESO
（National Grid）やDNOが需要削減や需要
遮断を指示・実施

系統運用者
（National Grid
及びDNO）

The Grid Code,
Operating Code 
No.6 Demand 
Control, National 
Grid に規定

Balancing
Mechanismは並行し
て開場

需要管理実施により影響を受ける各
精算コマの、需要管理に関連する数
量について、VoLL*3 で価格付けさ
れ、インバランス価格の計算に適用

中
長
期
的

電力使用制限令
（Restriction on 
use of electricity）

Energy Act 1976に基づき、需給逼迫による
非常時に国務大臣がESECを発動し、産業・商
業・その他の需要家に対して、特定割合の需要
削減を要請可能 英国政府

• Energy Act
1976に基づく

• Electricity 
Supply 
Emergency 
Code(ESEC),Ofg
emに規定

Balancing
Mechanismは並行し
て開場
（ただし、Balancing 
Mechanism価格には上
限（historic price 
limit）が設定）

BSC Section T 1.7に基づき、偶
発事象発生時の単一インバランス価
格が適用される
（偶発事象発生時の各精算期間に対
応する、過去30日間のSBP（System 
Buy Price）及び及びSSP（System 
Sell Price）の平均値））

輪番停電
（Rota
Disconnection）

Energy Act 1976に基づき、需給逼迫による
非常時には国務大臣がESECを発動し、輪番
停電を実施する

ブ
ラ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

*

1

部分停止
（Partial System 
Shutdown）

一部系統のすべての発電が停止し、その他系統
からの電力供給がない状態。関連する発電事業
者と系統運用者が共同で作成した復旧計画に
沿って、ブラックスタートを実施 系統運用者

（National Grid
及びDNO）

The Grid Code,
Operating Code 
No.9 Contingency 
Planning, National
Gridに規定

市場停止の閾値に達
した（と見做された）
後、Balancing 
Mechanism停止

全系停止
（Total System
Shutdown）

全系統のすべての発電が停止し、域外連系線
からの電力供給がない状態。関連する発電事業
者と系統運用者が共同で作成した復旧計画に
沿って、ブラックスタートを実施

Balancing 
Mechanism停止

*1：偶発事象（Contingency）に含まれる。 *2：停電確率（Loss of Load Probability）。0～1の値を取り、系統予備率が下がると上昇して1に近づく。
*3：停電価値（Value of Lost Load ）。現在、6,000£／MWhに設定。
出所）
“Imbalance Price Guidance”, Elexon, https://www.elexon.co.uk/documents/training-guidance/bsc-guidance-notes/imbalance-pricing/、2019年9月5日閲覧
“The Grid Code Issue 5 Revision 38”, National Grid, https://www.nationalgrideso.com/document/33821/download 、2019年9月5日閲覧
“Electricity Supply Emergency Code (ESEC)”, BEIS, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/698739/2018_03_29_Electricity_Supply_Emergency_Code__ESEC__2018_Revision_V1.0-.pdf
“BSC Section G”, National Grid, https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/、 2019年9月5日閲覧
“The Grid Code, Operating Code No.9 Contingency Planning“, National Grid, https://www.nationalgrideso.com/document/33831/download 、2019年9月5日閲覧

図表 1-2-1 英国における需給逼迫時・ブラックスタート期間の対応まとめ

https://www.elexon.co.uk/documents/training-guidance/bsc-guidance-notes/imbalance-pricing/
https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/
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（2）英国における予備力不足時の予備力希少価格（RSP）メカニズム
⚫ BSC修正P305により導入された予備力希少価格(RSP：Reserve Scarcity Price)メカニズムにより、需給逼迫時には、

STOR 行為（STOR Action）の対価としての価格設定を、事前設定した利用価格、また予備力の稀少性を考慮して再
計算したRSPの２つのうち、いずれか大きい値に設定される。

⚫ STOR 利用期間(STOR Availability Windows)において、STOR 提供者が実施したBOA*1 もしくはBSAA*2 で、その利
用価格がVoLL *3 ×LoLP *4を下回る場合、STOR価格が再値付け（re-price）される。

需給逼迫時のSTOR行為価格＝（a）または(b)のいずれか大きい値

（a）当該STORの本来の利用価格（original utilization price）
（b）RSP（Reserve Scarcity Price）＝VoLL*3 x LoLP*4 *3：VoLL（ Value of Lost Load ）: 停電の価値6,000£／MWh

*4：LoLP: 停電確率、系統予備率が下がると上昇

STOR提供者によるBOAまたはBSAAに関連する行為か

*1：Bid Offer Acceptance：BM内の調整行為
*2：Balancing Services Adjustment Actions：需給調整サービス調整行為

STOR 利用期間の精算期間の行為
か

STOR行為の利用価格がRSP価格を
上回るか

当該STORの本来の利用価格
が保持される

RSP価格で再値付けされる 出所）“Imbalance Price Guidance”, Elexon
https://www.elexon.co.uk/documents/training-guidance/bsc-guidance-
notes/imbalance-pricing/、2020年2月12日閲覧

図表 1-2-2 予備力不足時の予備力希少価格（RSP）メカニズム

https://www.elexon.co.uk/documents/training-guidance/bsc-guidance-notes/imbalance-pricing/
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（2）英国における需給逼迫時の需要管理（Demand Control）

需要管理（Demand Control）
⚫ 英国では、需給逼迫時において、ESO（系統運用者であるNational Grid）が、Balancing Mechanismにおける

Bids/Offerやその他のバランシングサービスを用いてもなお、需要を満たせないと判断した場合、最終手段（last resort）とし
て需要管理（Demand Control）が使用される。（The Grid Code, Operating Code No.6にて規定）。

⚫ 需要管理は、ESOの指令により配電系統運用者（DNO）が実施する場合に加え、DNO自身が開始・実施する場合がある。

⚫ 需要管理には、下記の手法が含まれる。（OC6.1.2）
a. DNOにより開始される消費者電圧削減（Customer voltage reduction initiated by Network Operators） (SOにより

開始されるもの以外) 

b. DNOにより開始される負荷遮断による需要削減（Customer Demand reduction by Disconnection initiated by 
Network Operators）(SOにより開始されるもの以外) 

c. National Gridの指示による需要削減（Demand reduction instructed by The Company）

d. 自動低周波負荷遮断（automatic low frequency Demand Disconnection）

e. 緊急時手動負荷遮断（emergency manual Demand Disconnection）

需要管理が実施された場合のインバランス料金設定
⚫ 需要管理が行われた場合、需要管理実施により影響を受ける各精算コマについて、SO は、DNO 毎に需要管理指示に関連

する数量（需要管理量）の推計値をELEXON に提供する。需要管理量は、VoLL（＝£ 6,000/MWh） で価格付け
され、インバランス価格の計算に含まれる。その後、フラグ付け及びタグ付け規則を含め、インバランス価格の計算に関する通常
の規則が適用される。（Imbalance Pricing Guideline, 10. Appendix 2 – Demand Control actions）

関連市場の運営状況
⚫ BM市場、前日エネルギー市場、当日エネルギー市場は並行して開場（現地コンサルへの確認結果）

出所）“The Grid Code Issue 5 Revision 38”, National Grid
https://www.nationalgrideso.com/document/33821/download、
2020年2月4日閲覧

出所）“Imbalance Pricing Guidance ”, Elexon
https://www.elexon.co.uk/documents/training-guidance/bsc-guidance-
notes/imbalance-pricing/ 、2020年2月4日閲覧

https://www.nationalgrideso.com/document/33821/download
https://www.elexon.co.uk/documents/training-guidance/bsc-guidance-notes/imbalance-pricing/
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（2）英国における電力使用制限令及び輪番停電

Electricity Supply Emergency Code (ESEC)
⚫ 英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が発行するElectricity Supply Emergency Code (ESEC)は、非常事態

発生により長期的な電力需給逼迫時における、英国政府（国務大臣）の指示による電力使用制限令（Restriction on 
use of electricity）及び輪番停電（Rota Disconnection）を定めている。

電力使用制限令（Restriction on use of electricity）
⚫ 英国では、Energy Act 1976に基づき、需給逼迫による非常時に英国政府（国務大臣）がElectricity Supply 

Emergency Code（ESEC）を発動し、産業・商業・その他の需要家に対して、特定割合の需要削減を要請することが可能。

輪番停電（Rota disconnection）
⚫ 需給逼迫状況が長期化する場合、英国政府（国務大臣）の指示の下、輪番停電（rota disconnection）を実施すること

が可能。
⚫ 輪番停電では、事前に定めた対象外の保護サイト（protected site）への電力供給を可能な限り維持しつつ、保護サイト以外

の顧客に対し可能な限り平等に電力供給を行うための実施方法を定めている。

電力使用制限令及び輪番停電の場合のインバランス料金設定
⚫ BSC Section G4.2によると、電力使用制限令及び輪番停電時には、 BSC Section T 1.7に基づく、単一インバランス価格が

適用される（偶発事象発生時の各精算期間に対応する、過去30日間のSBP（System Buy Price：不足インバランス料
金）及びSSP（System Sell Price：余剰インバランス料金）の平均値））

関連市場の運営状況
⚫ BSC Section G4.3によると、節電要請時と輪番停電実施時には、Balancing Mechanismは並行して開場されている。ただ

し、Balancing Mechanism価格には、BSC Section Q5.5に規定される価格上限（historic price limit）が設定される。
出所）
“Electricity Supply Emergency Code (ESEC)”, BEIS
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/698739/2018_03_29_Electricity_Supply_Emergency_Code__ESEC__2018_Revision_V
1.0-.pdf 、2020年2月4日閲覧
“BSC Section G”, National Grid
https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/ 、2020年2月4日閲覧

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/698739/2018_03_29_Electricity_Supply_Emergency_Code__ESEC__2018_Revision_V1.0-.pdf
https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/
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（2）英国における輪番停電の実施方法
⚫ 需給逼迫状況が長期化する場合、英国政府（国務大臣）の指示の下、輪番停電（rota disconnection）を実施する

ことが可能。
⚫ 輪番停電では、事前に定めた対象外の保護サイト（protected site）への電力供給を可能な限り維持しつつ、保護サイト

以外の顧客に対し可能な限り平等に電力供給を行うための実施方法を定めている。

BEISによる輪番停電
の実施決定

指示輪番停電計画
（Indicative Rota Plan）

非常事態の終了

非常事態発生

可変的輪番停電計画
（Variable Rota Plan）

輪番停電計画及び
発動スケジュールの決定

出所）”Electricity Supply Emergency Code(ESEC) Revised April 2018” Department for Business, Industry & Industrial Strategy（BEIS） 、2020年2月4日閲覧

系統運用者による
輪番停電の実施

⚫ 電力供給に関わる非常事態が発生すると、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）に緊急対応チーム（ERT：
Emergency Response Team）が組織される。

⚫ BEIS ERTが輪番停電実施の必要性有りと判断した場合、国務長官は非常事態における権限に基づき、ESEC適用の命令を発す
ることができる。

⚫ BEISは関係する全ての系統運用者に対して、管轄エリアにおける輪番停電のスケジュールを実装するよう指示。
⚫ また、この指示の下で、NETSOはGrid Codeの規定範囲内で、系統運用者に対して、指定されたレベルの需要削減を達成するため

に、保護対象サイト以外のサイトへの電力供給を制限するよう指示。

⚫ 系統運用者の管轄エリア内の保護対象外サイトを、需要がほぼ等しい18の需要ブロック（Load Block）に分割。1日を3時間単位
の8時間帯に分割し、保護対象外サイトの電力供給がほぼ平等となるように輪番停電のシークエンスを定める。

⚫ National Gridは、次の24時間に必要と考えられる輪番停電計画を毎日14:00までにBEIS ERTに通知。その際、利用可能な残
りの発電余力と、隣接する送電系統との潮流レベルを考慮する。

⚫ BEIS ERTは、国内の発電/需要ポジションと負荷曲線形状を考慮して、使用する指示輪番停電計画を15:00までに確認する。

⚫ National Gridは、指示輪番停電計画を基に、翌日の輪番停電量を最小限に抑えるように、実施輪番停電計画を策定。輪番停
電の詳細な発動スケジュール（ロードブロックの需要遮断と復帰のタイミング）を導出し、これらのスケジュールを前日17:30までに系
統運用者に伝達する。（ただし、National Gridは必要に応じて輪番停電計画や発動スケジュールを更新する場合あり）

⚫ 系統運用者が、発動スケジュールに基づき輪番停電を実施。
⚫ 系統運用者は、国務長官によるESEC適用命令から48時間以内に、輪番停電開始の手順を有効化する必要がある。

⚫ 電力供給の状況が回復すると、BEIS ERTが関係各所に輪番停電の終了を通知する。
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（2）英国における系統停止及びブラックスタート時の市場運営

⚫ 系統停止（System Shutdown）及びその後のブラックスタートによる系統復旧に関しては、”The Grid Code, Operating 
Code No.9 Contingency Planning“, National Gridに規定されている。

系統停止（System Shutdown）
⚫ 系統停止には、部分停止（Partial System Shutdown）と全系停止（Total System Shutdown）が存在。

➢ 部分停止：一部系統のすべての発電が停止し、その他系統からの電力供給がない状態
➢ 全系停止：全系統のすべての発電が停止し、域外連系線からの電力供給がない状態

ブラックスタート（Black Start）
⚫ 系統停止からの復旧に必要な手順は、「ブラックスタート」と呼ばれる。
⚫ National Gridは、ブラックスタート機能を有する特定の発電所（Black Start Station）と予め相対契約を結び、系統復旧に

用いる。
⚫ 関連発電事業者及び関連系統運用者は、予め共同で、系統普及の方法と手順を詳述した復旧計画（Local Joint 

Restoration Plan）を作成。 ブラックスタート機能を有する発電所が系統の一部にエネルギーを供給し、当該系統のローカル需
要を満たす。

系統停止・ブラックスタートの場合のインバランス料金設定
⚫ ブラックスタートは偶発事象（Contingency）に含まれている。
⚫ 偶発事象発生時のインバランス精算処理はBSC Section G（Contingencies）において規定されており、 BSC Section T

1.7に基づき、単一インバランス価格が適用される（偶発事象発生時の各精算期間に対応する、過去30日間のSBP
（System Buy Price）及びSSP（System Sell Price）の平均値））

関連市場の運営状況
⚫ 部分停止の場合、市場停止の閾値に達した（と見做された）後、ブラックスタートにより系統復旧するまでBalancing 

Mechanismが停止される。
⚫ 全系停止の場合、ブラックスタートにより系統復旧するまでBalancing Mechanismが停止される。
出所）“The Grid Code, Operating Code No.9 Contingency Planning“, National Grid、https://www.nationalgrideso.com/document/33831/download、2020年2月12日閲覧

https://www.nationalgrideso.com/document/33831/download
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（2）英国における偶発事象発生時のインバランス精算処理制度

⚫ 偶発事象（Contingency）発生時のインバランス精算処理はBSC Section G –Contingencies において規定されてい
る。なお、National GridはE&R Article 39.1への対応として、同規定をそのまま適用することとしている。

⚫ 偶発事象とは、特定の緊急事態及び予想外・例外的な出来事を指し、これらは以下を含む。

• (a)ECVAAによる契約通知受領エラー

• (b)Bid/Offer受理又は提出における明白な誤り

• (c)National Gridが計画値を受信できない場合

• (d)ブラックスタート期間(Section G）

• (e)燃料危機時等の国務大臣による緊急権限発動(Section G）

⚫ 大規模電源脱落により大規模供給支障（系統全停止、部分停止）が生じ、National Gridがブラックスタート実施を通知
した場合、市場停止期間が設定される。

• バランシング・メカニズムの運用停止

• NGCの指示を受けたBMユニットへの補償

• (ECVAAに対する）契約通知の停止

• 単一インバランス価格の適用（BSC Section T）

• 市場停止期間において、各決済期間の全取引当事者の信用保証・債務不履行（BSC Section M）のための口座
上の債務を0とする。

出所）“BSC Section G – Contingencies”, Elexon
https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/、 2020年2月12日閲覧

https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/
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（2）英国における偶発事象発生時のインバランス精算処理制度

⚫ 偶発事象発生時の単一インバランスcash-out価格については、 BSC Section T 1.7に規定有り。

⚫ 偶発事象発生時の各精算期間（Settlement Period）のインバランス価格は、過去30日間の対応する精算期間の
SBP（System Buy Price：不足インバランス料金）及びSSP（System Sell Price：余剰インバランス料金）
の平均値として算出される。

➢ ただし、偶発事象発生日の過去30日間の対応する精算期間に偶発事象が発生した場合には、当該精算期間は過
去30日間のインバランス価格平均値算出の対象から除外され、平均算出対象の精算期間は、偶発事象発生日の
31日前以前に遡る。

➢ 同様に、偶発事象発生日の過去30日間に、時計変更日※ （Clock Change Day）が含まれる場合、当該日は
過去30日間のインバランス価格平均値算出の対象から除外され、平均算出対象の精算期間は、偶発事象発生日の
31日前以前に遡る。

➢ また、偶発事象発生に、時計変更日※ （Clock Change Day）が含まれる場合に関しても、規定がなされている。

出所）“BSC Section G – Contingencies”, Elexon
https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/、 2020年2月12日閲覧

https://www.elexon.co.uk/documents/bsc-codes/bsc-sections/bsc-section-g-contingencies/
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（2）英国 2019/8/9の広域停電の事例（発生状況）

出所）National Grid、https://www.nationalgrideso.com/information-about-great-britains-energy-system-and-electricity-system-operator-eso、 2019年8月28日閲覧

⚫ 2019/8/9夕刻に英国において落雷に伴う広域停電が発生。

図表 1-2-3 英国 2019/8/9の広域停電のシークエンス

https://www.nationalgrideso.com/information-about-great-britains-energy-system-and-electricity-system-operator-eso
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（2）英国 8/9の広域停電の事例（インバランス単価とインバランス量）

出所）英ELEXONウェブサイト（https://www.bmreports.com/bmrs/?q=balancing/systemsellbuyprices）、2019年8月28日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 2019/8/9の広域停電発生当日のインバランス単価とインバランス量の推移は下図のとおり。

16:52 
落雷→

系統遮断

図表 1-2-4 2019/8/9の英国におけるインバランス単価（SSP・SBP）とインバランス量
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（2）英国 8/9の広域停電の事例（インバランス料金計算）

⚫ 広域停電に伴い緊急負荷遮断（931MW）が行われたものの、インバランス料金への影響はほぼ見られなかった。
⚫ Elexonの説明によれば、今回の周波数低下に伴う自動負荷遮断は、系統運用者による系統調整行為によるものであり

（System Operator Flagの適用）、インバランス料金計算からは除外されるため。

出所）2019年8月15日付けElexon告知（ELEXON Circular EL03026）、 https://www.elexon.co.uk/documents/industry-news/elexon-circulars/el03026/、2019年8月
28日閲覧
※: 上段が負荷遮断を考慮しない場合の価格、下段が負荷遮断を考慮した価格

図表 1-2-5 広域停電時のエネルギー・インバランス価格

https://www.elexon.co.uk/documents/industry-news/elexon-circulars/el03026/
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（参考）英国 BSC Section T 1.7

1 .7単一インバランス価格（Single Imbalance Price）

1.7.1 偶発事象規定において、任意の精算期間に対して、単一インバランス価格が適用される場合
（a）パラグラフ1.7.1Aまたはパラグラフ1.7.2が適用される
（b）SBP（System Buy Price）及びSSP（System Sell Price）の決定に関する、4.4.2及び4.4.3の規定は適用されない
（c）コードのすべての目的で、その決済期間のSBP（System Buy Price）及びSSP（System Sell Price）は同一であり、パラグラフ1.7.1A、
または（該当する場合）パラグラフ1.7.2に従って設定された値となる（及び4.4に基づいて決定されたとみなされるものとする。）

1.7.1A
Section G3またはSection G4の目的で、関連精算期間に対して単一インバランス価格が適用される場合、Panelは、当局の承認を条件として、こ
のパラグラフ1.7.1Aに従って、または、パネルがこの規定が不適切であると考える場合にはパラグラフ1.7.2に従って、その単一インバランス価格
を決定するものとする。
このパラグラフ1.7.1Aの定める、単一インバランス価格は次の通り。

（a）パラグラフ（b）及び（d）を条件として、ブラックスタート期間（セクションG3.1.2（d）で定義）またはセキュリティ期間（燃料セキュリ
ティコードで定義）が開始した精算日の前日以前の30日間の全精算日における、対応する精算期間の各セットに関する、SBP（System
Buy Price）及びSSP（System Sell Price）の平均値

（b）NETSO（National Electricity Transmission System Operator：国家電力送電系統運用者）は、（a）で特定された精算日内
の特定の試算期間は、それらの精算期間がブラックスタート期間またはセキュリティ期間内に発生した場合、または、それらの精算期間中にグ
リッドコードの下での緊急指示が発出された場合には、単一インバランス価格の計算から除外される。

（c）パラグラフ（b）が適用される場合、パネルは、追加の精算期間のSBP（System Buy Price）及びSSP（System Sell Price）を
使用して、対応する各精算期間のSBP（System Buy Price）及びSSP（System Sell Price）の30日平均値を算出する。追加の精算
期間は、パラグラフ（a）で特定された精算日の直前の精算日の対応する精算期間とする。

（d）時間変更日（Clock Change Day）が、ブラックスタート期間またはセキュリティ期間の直前の30精算日内で発生した場合、その精算
日はパラグラフ1.7.1Aの対象から除外され、パラグラフ（e）に従い、更に前の精算日が選択される。

（e）パラグラフ（d）が適用される場合、パネルは、30日間の全精算日における、対応する精算期間の各セットに関する、SBP（System Buy 
Price）及びSSP（System Sell Price）の平均を計算するために、追加の精算日（パラグラフ（a）で言及される30精算日の直前）の
SBP（System Buy Price）及びSSP（System Sell Price）を用いる。

出所）”BSC Section T – Settlement and Trading Charges”, Elexon, https://www.elexon.co.uk/the-bsc/bsc-section-t-settlement-and-trading-charges/、2020年2月12日閲覧

https://www.elexon.co.uk/the-bsc/bsc-section-t-settlement-and-trading-charges/
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（参考）英国 BSC Section T 1.7

（f）ブラックスタート期間中またはセキュリティ期間中に時間変更日（Clock Change Day）が発生する場合：
i. 時間変更日（Clock Change Day）が短い（46精算期間）場合、3番目と4番目の精算期間（したがって、パラグラフ1.7.1Aに

従って3番目と4番目の精算期間について計算された単一インバランス価格）は、その時間変更日（Clock Change Day）について無
視される。

ii. 時計変更日（Clock Change Day）が長い（50精算期間）場合、このパラグラフ1.7.1Aに従って3番目と4番目の精算期間につい
て計算された単一インバランス価格が、その時計変更日（Clock Change Day）の5番目と6番目の精算期間にも繰り返される。その
時計変更日（Clock Change Day）の残りの決済期間の単一の不均衡価格は、パラグラフ1.7.1Aに従って計算された単一インバラン
ス価格となる（前の2つの決済期間、つまり1番目と2番目の精算期間を除く）（すなわち、精算期間5で計算された単一インバランス価
格は、長い時計変更日（Clock Change Day）の精算期間7に適用され、精算期間6で計算された単一インバランス価格は精算期
間8、以下同様、のように適用される）。

（g）このパラグラフ1.7.1Aでは、パラグラフ（f）を除き、「対応する」とは、順番に対応することを意味する（つまり、ある精算日の最初の精算期間は、
別の精算日の最初の精算期間に対応する）。

1.7.2 このパラグラフが適用される1.7.1Aを条件として、パネルは、その意見において、当局の承認を条件として、関連する精算期間におけるバルク電
力（bulk electricity）の市場価格は何であるか、または何であるはずであったかを判断するものとする。
（a）バルク電力とは、Section Pに従って、エネルギー契約量（Energy Contract Volumes）の通知により実行される契約の下で取引される電

力を意味する。
（b）パネルは、決定のために、パネルが比較可能とみなす精算期間（任意日）のバルク電力の価格と価格指数の報告、及び稼働日（送電損失

及び関連事項の異なる扱いに関して適切な調整を行う）以前の期間における同等の価格と価格指数を参照することができる。

1.7.3パネルは、関連する精算期間における最初の精算の実行において、かかる決定が考慮されるように、可能な限りその決定を時間内に行うものと
する。
1.7.4 BSCCo（Balancing and Settlement Code Company：バランシングおよび決済規則会社） は、パネルの決定をSAA
（Settlement Administration Agent：決済管理エージェント）及び各締約国に速やかに通知するものとする。

出所）”BSC Section T – Settlement and Trading Charges”, Elexon, https://www.elexon.co.uk/the-bsc/bsc-section-t-settlement-and-trading-charges/、2020年2月12日閲覧

https://www.elexon.co.uk/the-bsc/bsc-section-t-settlement-and-trading-charges/
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（3）アイルランドにおける需給逼迫時・ブラックスタート期間の対応まとめ

対応の内容 対応実施の
決定主体

法的根拠・規定 関連市場の
運営状況

特別なインバランス料金
の取扱い

需
給
逼
迫
時

予備力不足
Balancing MechanismにおけるBids/Offer
やその他のバランシングサービスを用いて、需要逼
迫に対して対応する。

系統運用者
（EirGrid）

Trading and Settlement 
Code Part B,E.4. 
ADMINISTERED 

SCARCITY 
PRICING,SEMO[1]より規定

文献調査では事実
確認できず。

（並行して開場と
考えられる）

需要管理実施により影響を受ける
各精算コマの、需要管理に関連す
る数量について、LoLP*2×VoLL*3

で価格付けされ、インバランス価格
の計算に適用

需要管理
（Demand
Control）

Balancing MechanismにおけるBids/Offer
やその他のバランシングサービスを用いてもなお、
需要を満たせない場合、最終手段として、TSO
（EirGrid）やDSOが需要削減や需要遮断を
指示・実施。需要管理の手段の1つとして輪番
停電（Rota load shedding）も含まれる

系統運用者
（EirGrid及び

DSO）

Grid Code, Operating 
Conditions 5 Demand 
Control, EirGrid[2] 及び
Distribution Code, 
Distribution Connection 
Conditions 5.4, 
METHODS OF DEMAND 
CONTROL,ESB 
Networks[3]に規定

文献調査では事実
確認できず。

（並行して開場と
考えられる）

VOLL（PDC（(Demand 
Control Price)））, 
LoLP*2×VOLL*3 

（PRS(Reserve Scarcity 
Pricing)）, のうち高い価格をイン
バランス料金と設定。
※2022年までは、PDCの上限価
格（VOLL）は、3,000€/MWh。
それ以降の上限値は
3,000€/MWhの上限値は外す。

節電要請 アイルランドでは該当の措置はなし。 ー ー ー ー

ブ
ラ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

*

1

部分停止
（Partial 
Shutdown）

一部系統のすべての発電が停止し、その他系統
からの電力供給がない状態。系統運用者からの
指示を基にブラックスタートを実施

系統運用者
（EirGrid）

Grid Code, Operating 
Conditions 4.7 Black 
Start, EirGrid[4]に規定

文献調査では事実
確認できず。

ブラックスタート時に市場が停止して
いる場合は、Trading and 
Settlement Code Part Bの
E2.2とE5.1に基づき、市場運営者
は市場が回復するまで市場バック
アップ価格（MARKET BACK UP 
PRICE）を適用。

全系停止
（Total Shutdown）

全系統のすべての発電が停止し、域外連系線
からの電力供給がない状態。系統運用者からの
指示を基にブラックスタートを実施

文献調査では事実
確認できず。

*1：偶発事象（Contingency）に含まれる。
*2：停電確率（Loss of Load Probability）。0～1の値を取り、系統予備率が下がると上昇して1に近づく。
*3：停電価値（Value of Lost Load ）。2007年に、10,000£／MWhと設定。その後はインフレ状況を反映して、価格を変動させている。2015年は€10,988.9/MWh
出所）
[1]SEMO, Trading and Settlement Code Part B,2019年11月7日閲覧, https://www.semcommittee.com/sites/semcommittee.com/files/media-files/SEM-17-
024c%20Trading%20and%20Settlement%20Code%20Part%20B%20%28clean%29.pdf
[2]EirGrid, EirGrid Grid Code Version 8,2019年11月7日閲覧, http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf
[3]ESB Networks,”Distribution Code Version 5” ,2019年11月7日閲覧, https://www.esbnetworks.ie/docs/default-source/publications/distribution-code-v5-0.pdf?sfvrsn=b05f33f0_6
[4] EirGrid, EirGrid Grid Code Version 8,2019年11月7日閲覧, http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf

図表 1-2-6 アイルランドにおける需給逼迫時・ブラックスタート期間の対応まとめ

https://www.semcommittee.com/sites/semcommittee.com/files/media-files/SEM-17-024c%20Trading%20and%20Settlement%20Code%20Part%20B%20(clean).pdf
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf
https://www.esbnetworks.ie/docs/default-source/publications/distribution-code-v5-0.pdf?sfvrsn=b05f33f0_6
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf
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Reserve Scarcity Price（PRS）
規制機関によって決められる曲線

（3）アイルランドの需要逼迫時のインバランス料金決定の特例措置

⚫ 予備力不足時と需要抑制実施において、インバランス料金決定メカニズムは異なる。

需給逼迫時

利用可能な予備力[MW]

Operating reserve 
requirement
（必要予備力）

Price (€/MWh)

①予備力不足②需要抑制

①予備力不足
（Reserve Scarcity）

②需要抑制
（Demand Control）

Reserve Scarcity Pricing（PRS）：LoLP×VOLL

下記二つの価格のうち、高い価格を適用
Reserve Scarcity Pricing（PRS）：LoLP×VOLL

Or
Demand Control Price (PDC)：
VOLL:(上限値：3,000€/MWｈ）

※2023年以降はVOLLの上限を規定通り適用する。

予備率が低くなるほ
ど、停電確率の値は

大きくなる
Demand Control Price(PDC)
上限3,000€/MWh

出所） SEMO,” I-SEM Training Imbalance Pricing”,2017, https://www.sem-o.com/documents/training/Imbalance-Pricing.pdfより、2019年10月25日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 1-2-7 アイルランドの需要逼迫時のインバランス料金決定の特例措置

https://www.sem-o.com/documents/training/Imbalance-Pricing.pdf
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（3）アイルランドにおける需給逼迫時のインバランス価格決定の流れ

⚫ 予備力不足時と需要抑制実施を含めた、インバランス料金決定の流れは下記フロー図の通り。

イ
ン
バ
ラ
ン
ス
価
格
決
定
に
至
る
流
れ

⚫ 算定した正味のインバラン
ス量を解消するために必要
となる調整力のうち、最も
高い値付けの価格を
Initial imbalance price
（PIIMB）とする。

STEP4

“Initial imbalance 

price”の決定

⚫ 抽出したオファーとビットの量

のうち、オファーからビッドの

量を差し引いて、正味のイ

ンバランス量を算定する。

STEP3

Net Imbalance Volume

（QNIV）の算定

⚫ Balancing marketへの

入札のうち、インバランス解

消のために活用する札

（”energy action”）の

みを抽出する。（周波数

調整や電圧調整に関連す

る札は除外する。）

STEP2

“energy action”の抽出

⚫ オファーとビットそれぞれにつ

いて入札価格を下から順

番に並べる

STEP1

Balancing market

への入札

⚫ 予備力不足・需要抑制を
実施した場合は、
Reserve Scarcity Price
（PRS）とDemand
Control Price(PDC)を算
定する。

STEP5

“Scarcity Price”の計算

⚫ STEP7までに決めた料金を

基に、インバランスの精算を

行う。

STEP8

精算

⚫ 上記で算定したPIIMB、

PRS、PDCの中で最も高い

価格をインバランス料金

（PIMB）として設定する。

⚫ STEP1~6は5分単位で算

定。

STEP6

“Imbalance price”の決
定

⚫ STEP6までの過程で得ら

れたPIMBを30分平均に

均す。

STEP7

PIMBの平均化

出所） Bird & Bird,” I-SEM imbalance pricing - a marginal imbalance price with demand control (loss of load) and reserve scarcity pricing”,2016,2019年10月25日閲覧,
https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/revised-imbalance-pricing.pdf?la=en&hash=C5E58A2FF1CEC9D19D6CD560401F517D5C15DABB

※オファー：供給量を増やすための入札、ビッド：供給量を減らすための入札

https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/revised-imbalance-pricing.pdf?la=en&hash=C5E58A2FF1CEC9D19D6CD560401F517D5C15DABB
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（3）アイルランドにおける需給逼迫時の需要抑制手段

⚫ アイルランドでは、需給逼迫時には、予備力を活用しても賄いきれない場合には、需要抑制（Demand Control）を実施

する。（Grid Code, Operation Conditions 5.4 Demand Control）[1]

⚫ TSOは、需要抑制発動が予見された場合、DSOに対して需要抑制を実施する可能性があることを通知する。

⚫ 需要抑制を実施する場合には、以前から計画していた輪番停電（Rota Load Shedding Plan）及び他の手段による

Demand Controlを実施する。[1]

⚫ DNOはTSOの指示の下、下記手段を活用して需要を抑制する。（Distribution Code, DOC5.1.3, ESB 

Networks）。[2]

出所）
[1]EirGrid,“EirGrid Grid Code version 8”, ” http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf、 2019年10月26日 閲覧
[2] ESB Networks ,“Distribution Code”,2016, https://www.esbnetworks.ie/docs/default-source/publications/distribution-code-v5-0.pdf?sfvrsn=6 、2019年10月26日閲覧、を元に三菱総研作成

需要抑制の手段[2]

①自動的に低電圧・低周波数需要を負荷遮断
（Automatic low Frequency or voltage Demand disconnection;）
②電圧低下も含めた需要家の需要削減
（Customer Demand Reduction including Voltage Reduction）
③需要家等が主体的に実施する需要家の需要管理
（Customer Demand management initiated by Suppliers or other parties, other than
following an instruction by the TSO or the DSO）
・4MW以上の需要削減可能な需要家の需要削減（Dispatchable Demand Customers）
・TSOやDSOの指示による需要家の需要削減
（Customer Demand Reduction instructed by the TSO or the DSO）
・緊急時手動負荷遮断（Emergency manual Demand disconnection;）

http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Grid-Code.pdf
https://www.esbnetworks.ie/docs/default-source/publications/distribution-code-v5-0.pdf?sfvrsn=6
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（3）アイルランドにおける市場停止時のインバランス料金の扱い
⚫ Eirgrid（TSO）はE&R Article 39.1に関するレビューの結果、同国のTrading and Settlement Code Part Bの既存

規定がそのまま適用されるとしている[1]。

Trading and Settlement Code Part Bの該当ルール[2]

• インバランス価格設定システムに計画外の停止が生じた場合、市場運営者は市場が回復するまでセクションE.5に規定す
る市場バックアップ価格（MARKET BACK UP PRICE）を適用する（E.2.2.3）。

• 市場バックアップ価格の計算方法（E.5.1.1, E.5.1.3 ）

- インバランス決済時間[y]ごとに、全ての発電側ユニット[u]及び供給側ユニット[v]に関する前日市場価格
[qTDAxuh、qTDAxvh]と当日市場価格[qTIDxuh、qTIDxvh] の取引量に基づく加重平均価格を算定し、市場
バックアップ価格[PMBUｙ]とする。

- 上記に従って、計算できない場合、当該インバランス決済時間の前日市場価格に等しく設定し、この価格が計算で
きない場合は、 最新の同じ曜日の前日市場価格を適用する。

出所）
[1]EirGrid,” The rules for suspension and restoration of market activities for Ireland in accordance with the requirements of Article 36(1) and Article 7 and
the specific rules for imbalance settlement and settlement of balancing energy in case of suspension of market activities for Ireland, in accordance with Article 39(1) 
and Article 7 ”, 2019年9月5日閲覧,http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/TheRulesForTheSuspensionAndRestorationOfMarketActivitiesForIreland.pdf、
[2]SEMO,” Trading and Settlement Code – Part B”, 2019年9月5日閲覧, https://www.semcommittee.com/sites/semcommittee.com/files/media-files/SEM-17-
024c%20Trading%20and%20Settlement%20Code%20Part%20B%20%28clean%29.pdf、2019年9月5日閲覧

https://www.semcommittee.com/sites/semcommittee.com/files/media-files/SEM-17-024c%20Trading%20and%20Settlement%20Code%20Part%20B%20(clean).pdf
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（3）アイルランドにおける停電時の金銭的補償

⚫ アイルランドでは、不可抗力によっての停電やブラウンアウト（電力不足により、供給電圧が低下すること。）が生じたときに、

系統運用者が需要家に対して金銭的補償を支払わなければいけないという明確な規定は存在しない。

✓ ただし、需要家は停電に由来する損害賠償請求を実施する権利はある。

⚫ 上記の情報からアイルランドにおいて、需給逼迫時のインバランス料金で回収する金額には停電時の需要家に対する補償金

は含まれていないと推察される。

該当条項 4.4.7 Brown- and blackout: responsible entity and financial compensation for customers
Financial compensation for customers 

“First and foremost, all Member States exclude rights to compensation in case of force majeure. 
Furthermore, in AT, BE, BG, IE, NL there are no specific legislative provisions for financial 
compensation in case of a brown-out or a black-out. Consumers have to base their claims on 
general provisions on damages.”

※一部抜粋、IE＝アイルランド

出所）European Commission,” Review of current national rules and practices relating to risk preparedness in the area of security of electricity supply (Contract 
ENER/B4/ADM/2015-623/SI2.717165) Final report”,2016,2019年11月1日閲覧,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER%20Risk%20preparedness%20final%20report%20May2016.pdf、2019年11月1日閲覧

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER%20Risk%20preparedness%20final%20report%20May2016.pdf
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（4）ノルウェー 需給逼迫時の系統運用者の市場運営

⚫ ノルウェーは、需給逼迫という状況が生じにくいという特殊な環境である。

✓ ノルウェーは一次エネルギー自給率が約680%あり、エネルギー輸出国である。需給が逼迫するときは、European 

Regulationの指示に従って他国への売り入札を削減する。

✓ また、ノルウェーの電力生産量の約95％水力であり、水を貯えることで蓄電も可能。

⚫ DNV-GLヒアリングによると上記の対応を実施しているときも、全ての市場は開場している。

出所）DNV-GL報告より作成
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（4）ノルウェー 需給逼迫時の系統運用者による対策

⚫ ノルウェーでは、需給逼迫時に停電を防ぐために、エネルギー省やStatnettにより、需要管理が実施される。

⚫ ノルウェー水資源エネルギー局（NVE）が発行している” Rationing guide in the power system (Veiledning for rasjonering i 

kraftsystemet)”に需給逼迫時の規定が記載されている。

⚫ 需要管理の一環として、”saving campaigns”(節電要請)や水力発電による蓄電、”rationing”(計画停電)を実施する。

⚫ 需要管理を実施する際には、エネルギー省やNVEなど、多くの関係機関の下、実施が検討される。

✓ Ministry of Petroleum and Energy (OED)： rationingの実施可否を決定する責任がある。

✓ Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)：OEDの任命の下、rationing実施を監督する。

✓ Preparedness organization of the power supply (KBO)：地域へ送電・配電するための発電機を所有している全ての地域の発

電機の所有者からなる緊急時に設立される組織。需要家に対して需要管理に基づく指令を出す。

✓ Statnett：電力の供給と消費の調整を実施する。

✓ 需要家：KBOの指示に従う義務がある。

出所）NVE,” Veiledning for rasjonering i kraftsystemet”, 2005,2019年11月7日閲覧、 http://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf、4章” 4 Planning 
template for rationing”に基づいて作成

需給逼迫

節電要請

Rationing計画
の作成

Rationing実施
通常時の運用へ

の復帰

図表 1-2-8 ノルウェーにおける需給逼迫時の対応手順

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf
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（4）ノルウェー 需給逼迫時の節電要請

⚫ ノルウェーでは、需給逼迫時に”rationing”を実施する前に国全体として“savings campaign”を実施する。

⚫ “savings campaign” は節電要請を実施するにあたり、需給が逼迫している事態をNVEやKBO、地域の

電力管理者によって需要家に通知する。（the media workとの記載もあり。）

⚫ あくまで節電要請は自発的な働きかけ”voluntary savings”と規定されている。

⚫ ”voluntary savings”が不十分な場合、KBOは優先的に以下の負荷遮断を実施する。

◼ 屋外暖房（outdoor heating）、投光器（floodlights）、別荘のあるエリア（areas with holiday homes）

出所）NVE,” Veiledning for rasjonering i kraftsystemet”, 2005,2019年11月7日閲覧、 http://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf、4.1 before 
rationing is undertaken に基づき記載。

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf
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（4）ノルウェー 需給逼迫時の需要管理”rationing”

⚫ 節電要請でも需給逼迫状況を改善できない場合、”rationing”(計画停電)を実施する。

⚫ 計画停電を実施する際、NVEやKBOに対しては、強制的に需要制限を実施してよい権利が与えられる。

⚫ 系統運用者は、NVEに対して余力ある発電機、予測需要、利用可能な連系線の空き容量の情報を提供する。その情報に

基づいて、NVEがrationingの実施可否を決定する。

⚫ rationingを実施するにあたって、各地域の電力事業者が設定した供給優先リストに基づいて、需要削減量や時期について

決定する必要がある。

⚫ 需要制限は、まず”quota rationing”から実施される。 ”quota rationing”とは、各エリアにおいて消費容量を定めることで

ある。定められた容量よりも多くの電力を消費する場合には、”ratization tariff”として高い料金を支払わなければならない。

✓ ただし、病院や水道局、下水処理場は”quota rationing”の対象外となる。

⚫ 需要削減が達成されているかは、系統運用者によって監視している。

⚫ ”quata rationing”によっても十分な需要削減ができない場合は、rationingによって負荷遮断をする。

✓ 病院や水道、下水処理場やその他特別に優先付けられた施設以外は1日数時間程度切断される。

⚫ rationing時のインバランス価格は、規制機関によって価格が決められる（メカニズムに基づくものではない。）

✓ 需給逼迫時のインバランス価格が適用されたことは過去30年間一度もない（DNVヒアリング結果より）

出所）NVE,” Veiledning for rasjonering i kraftsystemet”, 2005,2019年11月7日閲覧、 http://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf
4.2 When rationing is adopted introduced、6.2 Quota rationing、6.3 Sonevis Rotary Switch-offに基づき作成

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2005/veileder2005_03.pdf
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（5）米国カリフォルニアISOにおける需給逼迫時の市場運営

⚫ カリフォルニアISO（CAISO）では、2000年～2001年に発生した電力危機の経験を踏まえ、需給逼迫等による電力系
統の非常事態(System Emergency)の際の対応策が明確に定められている。

非常事態宣言

対応措置の発動

非常事態の終了

⚫ 下記のいずれか、または全てを実施
• 前日市場・リアルタイム市場の一時停止と管理価格の適用
• ブラックスタート電源の活用
• 計画停電（involuntarily interrupted demand）の実施
• その他、必要と考えられる措置

⚫ 非常事態が発生、またはその危険が差し迫っている場合にCAISOが宣言

⚫ WACCの関連する信頼度コーディネーターと協議の上、非常事態の主な原因が
解消されていることを確認

⚫ 計画停電を解除

非常事態回避に向けた
各種措置の実施

⚫ 需要家に対する節電呼びかけ（Flex Alerts※）
⚫ 発電事業者・送電事業者に対する保守等による設備停止制限通知

出所）CAISO Open Access Transmission Tariff, Effective as of August 12, 2019, 7.7 Management of Abnormal System Condition等より作成
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（5）米国カリフォルニアISOにおける需給逼迫時の市場運営
まだ発生していない場合

CAISOは市場運営を一時的に停止できる

⚫ 前日市場

• 原則：市場運営は継続

• 例外：次の場合に停止可能

①系統の全て、又は一部で大規模な系統崩壊が発生し、その回復プロセスにある場合

②CAISOが何らかの理由により前日市場価格を非公表とすべきと想定する場合

⚫ リアルタイム市場

下記の諸手段のいずれか、ないし全てを実施した上で必要な場合に停止

• 全ての入札電源を最大限活用（価格非考慮）

• 配電会社への既存需要削減プログラム活用の通知

• 全ての前日市場における需要削減入札の活用

• CAISOの裁量による直接負荷制御

• 事前に計画した配電会社による計画停電の実施 等

既に発生している場合

CAISOは下記の手段の一つ以上を講ずることができる

• 関連する市場の閉場時間の延長

• 市場混乱の原因となった入札の削除

• 該当する市場を一時停止した上で、前日ないしその他の市場期間の入札を複製・活用

• 該当する市場を一時停止した上で、管理価格※を適用

• 前日市場価格の公表延期 等

※過去の取引価格等に基づいて設定

市場混乱※

の有無

※ タリフ上の用語は”Market 
Disruption”

出所）CAISO Open Access Transmission Tariff, Effective as of August 12, 2019, 7.7 Management of Abnormal System Condition等より作成
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（5）米国カリフォルニアISOにおける需給逼迫時の市場運営

⚫ 需給逼迫時において、市場混乱が生じた場合、CAISOは混乱の原因と考えられる入札の削除や市場を一時停止した上で
管理価格を適用することができる。

市場混乱はあるが一時停止していない場合 市場の一時停止の場合

前日市場 ・自己スケジューリングを含む入札の一部の削除

・予想される系統状況に基づき、前日市場の前日の結
果を使用することが妥当と判断される場合、一日前
の前日市場価格

・上記が不適切と判断される場合、リアルタイム市場価
格、または例外的ディスパッチ、手動ディスパッチ価
格※

リアルタイム市場
・自己スケジューリングを含む入札の一部の削除

・直前の時間コマ価格、前日市場価格等
・一日前の対応する時間コマの前日市場価格

上記の管理価格の
適用ができない場合、
または不適切な場合

もっとも直近で適切な対応時間コマの市場価格を適用

出所）CAISO Open Access Transmission Tariff, Effective as of August 12, 2019, 7.7 Management of Abnormal System Condition等より作成

※: 通常の信頼度制約付き経済負荷配分（Security Constrained Economic Dispatch）で対応できない場合に行われる例外的な給電指令

図表 1-2-9 CAISOにおける市場混乱・一時停止の際の入札削除・管理価格の適用
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（6）米国テキサス州におけるScarcity Pricingについて

⚫ ERCOT社では2014年からORCA（Operating Reserve Curve Adder）と呼ばれるScarcity Pricingの仕組みを導入。

⚫ ORCAは系統の予備力減少に伴って、運転予備力の調達価格を上限9,000ドル/MWhとして引き上げる制度。

※この予備力調達価格の上昇を反映し、リアルタイム市場価格も上昇

⚫ ORCAカーブはVOLL（停電コスト＝ 9,000ドル/MWh ）×LOLP（停電確率）によって設定される。

出所） “2018 State of the Market Report for the ERCOT Electricity Markets”, Potomac Economics,
https://www.potomaceconomics.com/wp-content/uploads/2019/06/2018-State-of-the-Market-Report.pdf、2020年2月12日閲覧

VOLL×LOLP

図表 1-2-10 ERCOTのORCAカーブ（2017年冬期、及び夏季ピーク）

https://www.potomaceconomics.com/wp-content/uploads/2019/06/2018-State-of-the-Market-Report.pdf
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（7）ニュージーランドにおけるScarcity Pricingについて

⚫ ニュージーランドの卸電力価格は①予測価格（2時間毎に、最大30時間前まで策定）、②仮価格、③暫定価格、④最終
価格の4段階で計算される。

• 卸市場取引の決済に用いられるのは④最終価格のみで、①～③は決済に用いられない参考価格

⚫ Scarcity Pricingは系統の緊急時に暫定価格を基礎として卸価格に上限価格（20,000NZドル/MWh）と下限価格
（10,000NZドル/MWh）を設定するもの

⚫ ただし、過去1週間（336取引期間）の平均価格が$1,000NZドル/MWhを超過した場合、希少価格の適用は解除され
る（ストップロス）

⚫ 希少価格の発動は、系統運用者による全系供給力不足（An Island Shortage Situation）の宣言を受け、卸市場管
理者（Price Manager）が決定。

⚫ 希少価格は、TSOと規制委員会の分析に基づき、ラストリゾートとなる発電コストと、需要家の停電コストに基づき設定。

出所）Electricity Industry Participation Code 2010 Part13 13.135A, 13.135B
The Electricity Authority, Scarcity pricing - Overview, 27 October 2011,
The Electricity Authority, Scarcity pricing questions and answers,27 October 2011
Transpower New Zealand Ltd, SO Information Sheet, Shortage Situations and Scarcity Pricing, SO Document ID: GL-SD-417
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2. 太陽光発電及び風力発電の割合が大きい諸外国
における計画値同時同量制度等
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2.1 各国の電力市場・インバランス精算
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（1）調査対象国の電力市場構造・インバランス精算制度の概要

英国 ドイツ イタリア スペイン

電源構成[1] kW比率
（2018年）

石炭等火力21.7％、天然ガス38.9％、
原子力11.2％、風力11.3％、太陽光

2.7％、水力5.3%、その他8.9％

石炭20.7％、天然ガス13.9％、原子力
4.4％、風力27.2％、太陽光20.9％、水

力6.7%、その他4.2％

石炭9.3％、天然ガス45％、原子力0％、
風力6.2％、太陽光8.3％、水力16.3%、

その他14.9％

石炭9.7％、天然ガス24.9％、原子力
7.2％、風力23.4％、太陽光4.5％、水

力17.3%、その他13％

再エネ普及[1] TWh
(2018年)

110.0 TWh 224.8 TWh 112.6 TWh 97.6 TWh

市場プレイヤー[2]

発電
大手発電事業者
（EDF、RWE、SSE、Drax、
Centrica、Scottish Power）

4大電力グループ(E.ON、RWE、
Vattenfall、EnBW)＋シュタット
ベルケ

大手発電事業者
（Enel、Eni、Edison、A2A）

電力大手5社
（Endesa、Iberdrola、Naturgy、
EDP HC Energia、Viesgo）

送電 National Grid
Amprion、TransnetBW、
50Hertz、Tennet

Terna REE

配電 DNO14社
4大電力グループ＋シュタットベル
ケ

ENEL 電力大手5社

小売り

BIG6
（E.ON UK、RWE、EDF、
Scottish Power、Scottixh
and southern energy、
British gas）

4大電力グループ＋シュタットベル
ケ

Enel、Eni、Edison等 電力大手5社

卸電力市場[2]

・先物/先渡し市場
・前日市場
・当日市場
・バランシングマーケット

・前日市場
・当日市場
・需給調整市場

・前日市場
・当日市場
・日単位商品市場
・アンシラリーサービス市場

・前日市場
・当日市場
・需給調整市場

FIT/FIP[2] FIT-CfD FIT/FIP FIT/FIP(太陽光は除く) 差額決済型FIP

出所)
[1]英国：GOV.UK、”Digest of United Kingdom Energy Statistice(DUKES)2019:dataset”,5.7節,6.4節、2019年12月18日閲覧;

ドイツ電源構成：Fraunhofer ISE、” Net installed electricity generation capacity in Germany”、2019年12月18日閲覧;
ドイツ再エネ普及：AG Energiebilanzen e.V.、 Stromerzeugung nach Energieträgern (Strommix) von 1990 bis 2019 (in TWh) Deutschland insgesamt” ;
イタリア電源構成：statista、” Energy mix in Italy in 2018”、2019年12月18日閲覧;
イタリア再エネ普及：Terna、” THE EVOLUTION OF THE ELECTRICITY MARKET: ALL DATA”、2020年2月10日閲覧;
スペイン：REE、“The Spanish Electricity System PRELIMINARY REPORT”、2019年12月19日閲覧;

[2]海外電力調査会、”海外諸国の電気事業 第1編 2019年度版”、2019年12月19日閲覧、を基に三菱総研作成

図表 2-1-1 調査対象国の電力市場構造の概要

⚫ 太陽光・風力発電の発電量比率が高い4カ国（英国、ドイツ、イタリア、スペイン）の電力市場構造の概要は下記の通り。
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（1）調査対象国の電力市場構造・インバランス精算制度の概要

英国 ドイツ イタリア スペイン

需給計画

同時同量制の類型 計画値同時同量 実同時同量 計画値同時同量 計画値同時同量

ゲートクローズに提出する
計画の拘束力

拘束力有り 拘束力無し 拘束力有り 拘束力有り

調整力の調達方式 Self-Dispatch[1] Self-Dispatch[2] Central-Dispatch[3] Self-Dispatch[4]

需給調整に要するコスト※ 540億円（2018） 182億円(2017) 1176億円(2018) 257億円（2018）

インバランス精
算

インバランスの定義
時間単位の総電力注入の計量値 －
時間単位の計画値[5]

Σ自社発電分 ＋ Σ他バランシンググループから
の調達分 ＋ Σ他制御区域からの調達分 － Σ
需要量 － Σ他バランシンググループへの販売分
－ Σ他制御区域への販売分[5]

時間単位の総電力注入の計量値 －
時間単位の計画値[6]

時間単位の総電力注入の計量値 －
時間単位の計画値[7]

インバランス精算運営主体
（TSO側）

Elexon社 TSO4社 Terna REE

インバランス精算単位
Balance Responsible Party 

(BRP)[5] Balancing Group（BG）[5] 電源毎もしくはエリア内の電源全体
[6]※2

Balance Responsible Party 
(BRP)[8]

ポジション[9] 2ポジション
（発需別グループ）※3

1ポジション
（発需同一グループ）

2ポジション
（発需別グループ）

2ポジション
（発需別グループ）

不足・余剰価格別の
インバランス価格体系[9] シングルプライス シングルプライス

シングルプライス とデュアルプライスの混
合方式

デュアルプライス

時間単位[9] 30分 15分 15分または1時間※4 1時間

事後調整[9] 無し 有り 無し 無し

再エネ
インバランス[10]

特例措置の
有無

FIT

• 小規模FIT（5MW）はインバランス
負担免除

• FIT電源（100kW未満）はインバ
ランス負担免除

• 小規模の固定価格買取制度下の
電源はインバランス負担免除
（1992年 CIP 6/92、2007年
RID対象電源）

特例なし

FIP

• CfD FIT(5MW超)はインバランス負
担を負い他電源と同様の扱い

• FIP対象電源(100kW超)はインバラ
ンス負担を負い他電源と同様の扱い

• 再エネ発電事業者はインバランス負
担を第三者に委託可能

• 1MW以上の再エネは自己売買義
務を負い、インバランス負担を負う

• ただし、電源種別によりインバランス
精算制度は異なる。

図表 2-1-2 調査対象国のインバランス精算制度の概要

⚫ 4カ国のインバランス精算制度及び再エネ電源のインバランス精算面の扱いは下記の通り。
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（１）調査対象国のインバランス精算制度の概要(補足)

出所
[1] Competition & markets Authority,Energy market investigation,2020年2月18日閲覧、

[2] neon consentec, Cost- or market-based? Future redispatch procurement in Germany

[3]Emissions-EUETS,central dispatch model

[4] Research Institute of Industrial Economics, Central- versus Self-Dispatch in Electricity Markets

[5]三菱総研、平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業（海外における卸電力取引所・リアルタイム市場等制度調査）報告書

[6] econstor, Empirics of Intraday and Real-time Markets in Europe: Italy

[7] Magnus, Transmission System imbalances: A general overview from the consumer

[8]  econstor, Empirics of Intraday and Real-time Markets in Europe: Spain

[9] ENTSO-E,"Survey on Ancillary Services Procurement and Electricity Balancing Market Design 2017 Survey“

[10] CEER, "Status Review of Renewable Support Schemes in Europe for 2016 and 2017"(2018)

国 算出方法 データ出所

英国
Operating Reserve,STOR,Fast Reseve,Response,Other Reserveの年間調達費用の合計 National Grid ESO, Monthly Balancing Services Summary 

2018/19 March 2019

ドイツ PCR、SCR、TCRの年間調達費用の合計 Bundesnetzagentur, Report Monitoring report 2018

イタリア
2019年3月における、上げ調整力平均単価×上げ調整力電力量＋下げ調整力平均単価×下げ調
整力電力量より導出

Terna,Monthly Reporton the Electricity System

スペイン
Ancillary Services単価（系統混雑回避の商品である、Technical constraints PDBF、Real-
time technical constraintsを除く）に電力量を乗じて導出

REE, Ancillary Services. Preliminary Report 2018

需給調整市場規模の算出方法及びデータ出所

注）1€（ユーロ）＝125．17円 1￡（ポンド）＝143.48円 にて換算

補足
※1：各国の需給調整市場規模より算出、イタリアに関してはDNV-GL社調査に基づく試算
※2： 電源の出力によって異なる取り決めとなっている。
※3：BMUはGSPと呼ばれる送電系統と配電系統の接続点において事業者毎に登録され、送電系統への注入量・引き出し量の大小によって需要BMU、発電

BMUのいずれかに分類される。BMUには異なる事業者は混在できるが、異なる事業者のBMUを”Trading Unit”に束ねてインバランス精算が可能。
※4：発電ユニットの性能で異なる。
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（参考）調査対象国の選定について

出所）経済産業省ウェブサイト、第46回調達価格等算定委員会、https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/046_01_00.pdf、2020年2月17日閲覧

図表 2-1-3 主要国の再生可能電源の普及状況

⚫ 主要国の中で太陽光・風力発電の発電量比率が高いドイツ、英国、スペイン、イタリアの4カ国を対象とした。

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/046_01_00.pdf
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（2）英国：インバランス発生状況
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⚫ 英国の2018年の総インバランス発生量は下記の通り。（需給調整にかかわる市場プロセス は、P.12参照）

出所）ENTSO-E、transparency platform、https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show、2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成

※一部データの欠損値も含む。太陽光・風力からのインバランスの発生状況の調査を実施したが、特定の発電によるインバランス状況は確認できなかった。

図表 2-1-4 英国の2018年の総インバランス発生量

https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show
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（2）英国：インバランス料金・量と卸電力市場価格の関係
⚫ 2018年1月～12月までのインバランス料金と前日市場価格の差と、インバランス量の関係は以下の通り。

※1：欠損値を含む。
※2：インバランス精算のコマは、30分単位。前日市場単価のコマは、1時間単位。前日市場単価を30分コマに換算（1:00～2:00でXX￡/MWhの場合、1:00~1:30、1:30~2:00ともにXX￡/MWh としてグラフを作成）

出所）ENTSO-E、transparency platform、https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show、 2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成
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図表 2-1-5 英国のインバランス料金・量と卸電力市場価格の関係

https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show
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（3）ドイツ：インバランス発生状況

686

830

302

493

301 283

209

287 267
319 308

341

-305

-174

0

-241

0 0 0 0 0 0 0 0

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

イ
ン

バ
ラ

ン
ス

量
（

G
W

h
）

余剰インバランス 不足インバランス エリアインバランス

2018年1月～12月

⚫ ドイツの2018年の総インバランス発生量は下記の通り。（需給調整にかかわる市場プロセス は、P.14参照 ）

※一部データの欠損値も含む。※: 太陽光・風力からのインバランスの発生状況の調査を実施したが、特定の発電によるインバランス状況は確認できなかった。

出所）ENTSO-E、transparency platform、https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show、 2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 2-1-6 ドイツ：インバランス発生状況

https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show
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（3）ドイツ：インバランス料金・量と卸電力市場価格の関係

※1：欠損値を含む。
※2：インバランス精算のコマは、15分単位。前日市場単価のコマは、1時間単位。前日市場単価を15分コマに換算（1:00～2:00でXX￡/MWhの場合、1:00~1:15、1:15~1:30、1:30~1:45、1:45~2:00ともに
XX￡/MWh としてグラフを作成）
出所）ENTSO-E、transparency platform、https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show、 2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 2018年1月～12月までのインバランス料金と前日市場価格の差と、インバランス量の関係は以下の通り。

余剰不足

図表 2-1-7 ドイツ：インバランス料金・量と卸電力市場価格の関係

https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show
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（4）イタリアの電力市場構造

市場 概要 市場運営者 売り手 買い手

エネルギー市場

前日市場

MGP 
• 一時間ごとの電力を売買

電力市場管理局

GME
発電事業者

小売事業者/需
要家

日単位商品市場

MPEG

• ザラバでの1,2日後の電
力を売買

※平日のみの取引

電力市場管理局

GME
発電事業者

小売事業者/需
要家

当日市場

MI 

• 前日市場の取引結果の
調整

電力市場管理局

GME
発電事業者

小売事業者/需
要家

給電サービス市場
MSD

事前給電サービス市場

（ex-ante MSD）

• 系統混雑と予備力（二
次、三次等）のためのリ
ソースの確保

Terna
発電事業者

（従来電源）
Terna

バランシング市場

MB

• 二次予備力、三次予備
力の持ち替えを行うための
バランシングサービスを調
達する市場

Terna
発電事業者

（従来電源）
Terna

※: MSD：Mercato del servizio di dispacciamento MGP：Mercato del giorno prima MI:Mercato infragiornaliero
MB:Mercato del Bilanciamento GME：Gestore dei Mercati Energetici、MPEG：Mercato dei prodotti giornalieri

⚫ イタリアの電力市場はIPEX (Italian Power Exchange)と呼ばれている。IPEXの電力市場の構造は以下の通り。

⚫ GME（電力市場管理局）によって運営されるエネルギー市場（MGP,MI）と送電会社であるTernaが運営する需給調整市場（MSD）がある。

⚫ イタリアでは、GMEによる取引所取引の他、相対取引も存在するが、この相対取引は、GMEの有するプラットフォームであるPCE (Piattaforma
Conti Energia a Termine：相対契約登録プラットフォーム)上でログがとられており、管理されている。

※2017年の前日市場取引量292.20TWhのうち、210.92TWhが取引所取引であり、81.28TWhが相対取引

出所）GME,Spot Electricity Market (MPE)、https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MercatoElettrico/MPE.aspx、 2019年12月12日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 2-1-8 イタリアの電力市場構造

https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MercatoElettrico/MPE.aspx


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 99

（4）イタリアの電力取引プロセス
⚫ エネルギー市場は前日市場であるMGPの約定決定後、当日市場であるMIにおいて7つのセッションで取引が行われる（MGPもMIもオークション市場）

⚫ 給電サービス市場（MSD）は、Ternaが運営する系統混雑管理、予備力の確保、及びリアルタイムの需給バランス維持に必要となるリソースを調達する
市場である（TernaはPay as Bid 方式で入札を受け入れる）

出所）GME、Spot Electricity Market (MPE)、https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MercatoElettrico/MPE.aspx、 2019年12月12日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 2-1-9 イタリアの電力プロセス

https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MercatoElettrico/MPE.aspx
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（4）イタリアのインバランス精算制度について①
⚫ 10MWAを超える出力を持つ発電機（qualified units）は発電ユニット毎にインバランス精算の対象となる。10MWA以下の出力の同一社の発

電ユニット(not-qualified units)は、同一ゾーンごとに束ねられる。

※イタリアのインバランス精算に関わる地域は、二つのゾーン（macrozone）に分けられる。（北部と南部）

⚫ 2つの“macrozone”において別々のインバランス価格が設定される。

⚫ qualified unitsとnot-qualified unitsでは、インバランス精算ルールだけでなく、バランシング市場の参加ルールも異なる。

◼ 需要ユニット（Consumption Unit）もnot-qualified unitsと同じルールが適用される。

qualified units
(Relevant Production Units) 

not-qualified units
(Non-Relevant Production Units) 

インバランス精算単位 発電ユニット毎
同一入札ゾーンに存在する

同一社の発電ユニットを束ねた単位

給電サービス市場への参加 参加義務あり 参加不可

インバランス精算式 GME経由で発電ユニットが提出する計画値ー実発電量 計画値ー実発電量

インバランス精算時間 15分 1時間

インバランス価格設定 デュアルプライス シングルプライス

出所）econstor、” Empirics of Intraday and Real-time Markets in Europe: Italy”、https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111267/1/Report_1st_FPM_2015_Italy.pdf、
2020年2月3日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 2-1-10 イタリアのインバランス精算制度について

※イタリアのインバランス料金・量と卸電力市場価格の関係性の資料の公開データは得られなかったため記載していない。

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111267/1/Report_1st_FPM_2015_Italy.pdf
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（4）イタリアのインバランス精算制度について②

発電ユニット：余剰インバランス 発電ユニット：不足インバランス

システムインバランス（ゾーン毎）：余剰 受け取り：min[PMGP
※1, min PMB↓

※2] 支払い：PMGP

システムインバランス（ゾーン毎）：不足 受け取り：PMGP

支払い：max[PMGP
※1, max PMB↑

※3]

※1：同一インバランス精算期間における、前日市場（MGP）の価格
※2：同一インバランス精算期間における、下向き（BRPの購入）のオファー価格の中で最小の値。
※3：同一インバランス精算期間における、上向き（BRPの販売）のオファー価格の中で最大の値。

出所）econstor、” Empirics of Intraday and Real-time Markets in Europe: Italy”、 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111267/1/Report_1st_FPM_2015_Italy.pdf、
2020年2月3日閲覧、を元に三菱総研作成

発電ユニット群：余剰インバランス 発電ユニット群：不足インバランス

システムインバランス（ゾーン毎）：余剰
受け取りまたは支払い：

min[PMGP
※1, average PMB↓

※2]

システムインバランス（ゾーン毎）：不足
受け取りまたは支払い：

max[PMGP
※1, avarage PMB↑

※3]

※1：同一インバランス精算期間における、前日市場（MGP）の価格
※2：同一インバランス精算期間における、下向き（BRPの購入）のオファー価格の加重平均値
※3：同一インバランス精算期間における、上向き（BRPの販売）のオファー価格の加重平均値

⚫ qualified units とnot-qualified unitsのインバランス価格決定方式は下記の通り。

qualified units

not-qualified units

図表 2-1-11 インバランス価格決定方式：qualified units

図表 2-1-12 インバランス価格決定方式：not-qualified units

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111267/1/Report_1st_FPM_2015_Italy.pdf
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（4）イタリアにおける太陽光・風力の導入量
⚫ イタリアにおける再生可能エネルギーの導入容量は、2018年時点で、太陽光20,126MW（全設備容量の約8%）、風

力10,310MW（全設備容量の約6%）となっている。

イタリアにおける風力発電の導入推移
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 12 000
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イタリアにおける太陽光発電の導入推移

20 126

  0

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

Installed capacity (MW)

出所）IRENA、The renewable Electricity Capacity and Generation Statics、 http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=、 2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 2-1-13 イタリアにおける太陽光・風力の導入量

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=54


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 103

（5）スペインの電力市場構造

市場 概要 市場運営者 売り手 買い手

エネルギー市場
MIBEL

デリバティブ市場
• 先物、先渡、スワップ、オプションの電力商品を

売買
OMIP 発電事業者

小売事業者/需
要家

前日市場 • 一時間ごとの電力を売買 OMIE 発電事業者
小売事業者/需

要家

当日市場 • 前日市場の取引結果の調整 OMIE 発電事業者
小売事業者/需

要家

システム調整サービス

System Adjustment Service

技術制約

Technical Constraints

• 系統混雑を含む各種系統制約を解消するた

めのサービス

• 前日市場断面、当日市場断面、リアルタイム

断面で異なる対応となる

REE
発電事業者

REE

追加の上げ方向予備力

Additional upward power 

reserve

• 上げ方向の予備力を確保しておくためのサービ
ス

REE 発電事業者
REE

二次予備力

Secondary Reserve
• aFRRの予備力確保を行うサービス REE 発電事業者 REE

三次予備力

Tertiary Reserve

• RRに相当。二次予備力の持ち替え電源を調
達

REE 発電事業者 REE

偏差管理

Deviation Management

• 当日市場において300MWh以上の乖離が生
じる懸念がある際に、その乖離を埋めるために
調達される

REE 発電事業者 REE

⚫ 電力の取引は、ポルトガルとの統一の電力取引市場としてのMIBEL (イベリア電力市場)によって行われており、この市場は二つの市場運用者、すなわち
スペインのOMIE （前日市場及び当日市場）とポルトガルのOMIP （デリバティブ市場（先物、先渡、スワップ、オプション））によって運営されている 。

※MIBELの取引所取引の他、相対取引も存在（2017年の前日市場取引量253TWhのうち、24.0%が相対取引）

⚫ 一方で、電力システムの運用を行うために必要なリソースの調達は、REEが運営する「システム調整サービス（System Adjustment Services）」にお
いて実施される。

図表 2-1-14 スペインの電力市場構造
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（5）スペインの電力取引プロセス

前日 当日

2時 4時
前日
12時

技術制約
（前日市場断面）

追加の上げ方向
予備力

前日市場

当日市場

14時

シ
ス

テ
ム

調
整

サ
ー

ビ
ス

16時 18時 20時 22時
当日
0時

6時 8時 10時 14時 16時 18時 20時 22時 24時12時

セッション2

セッション1

セッション4

セッション3

セッション6

セッション5

：入札期間

：実行期間

8時 10時

2次予備力

技術制約
（当日市場断面）

偏差管理

3次予備力

技術制約
（リアルタイム断面）

市場における混雑管理リソースの調達

当日市場各セッションの約定前の調整による混雑解消

リアルタイムでの給電指令

前日23時の入札の後、各時間で予備力確保が行われる

⚫ スペインのエネルギー取引、需給調整取引のタイムラインは下記の通り[1]。

⚫ GateCloseは実需給の1時間前に設定されている[2]。

出所）
[1]REE、”Mercado de Produccion Peninsular”、 https://docplayer.es/51086118-Mercado-de-produccion-peninsular.html、2020年2月18日閲覧、より三菱総研作成
[2]Econstor、” Empirics of Intraday and Real-time Markets in Europe: Spain”、https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111923/3/Report_1st_FPM_2015_Spain.pdf、2020年2月3日閲覧

図表 2-1-15 スペインの電力取引プロセス

https://docplayer.es/51086118-Mercado-de-produccion-peninsular.html
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111923/3/Report_1st_FPM_2015_Spain.pdf
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（5）スペインのインバランス精算制度について
⚫ ENTSO-Eの最新の調査レポートによれば、スペインのインバランス精算制度の概要は下記の通り。

• 発電、需要別のインバランス精算

• 2017年から再エネ電源も事業者に対してインバランス精算の義務が生じた

• 精算コマは1時間単位

• 二重価格制度（Dual Pricing）

- インバランス悪化方向：需給調整市場における3次調整力（Tertiary Reserve）の価格（MPR）

- インバランス改善方向：前日市場価格（MPDA）

出所）
[1]Entso-e、 https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design、2019年12月11日閲覧
[2]Econstor、” Empirics of Intraday and Real-time Markets in Europe: Spain”、https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111923/3/Report_1st_FPM_2015_Spain.pdf、,2020年2月3日閲覧

BRP：余剰インバランス BRP：不足インバランス

システムインバランス：余剰 受け取り：MPRdw※1 支払い：MPDA※3

システムインバランス：不足 受け取り：MPDA※3 支払い：MPRup※2

※1：同一インバランス精算期間における、上げ方向の3次調整力の限界費用
※2：同一インバランス精算期間における、下げ方向の3次調整力の限界費用
※3：同一インバランス精算期間における、前日市場価格。

図表 2-1-16 デュアルプライスの設定

https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111923/3/Report_1st_FPM_2015_Spain.pdf
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（5）スペインにおける太陽光・風力の導入量
⚫ スペインにおける再生可能エネルギーの導入容量は、2018年時点で、太陽光7,048MW（全設備容量の約5%）、風力23,436MW（全設備

容量の約23%）となっている。

スペインにおける太陽光発電の導入推移スペインにおける風力発電の導入推移
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出所）IRENA、The renewable Electricity Capacity and Generation Statics、 http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=、2019年12月18日より三菱総研作成

図表 2-1-17 スペインにおける太陽光・風力の導入量

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=54
http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=
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（5）スペイン：インバランス発生状況
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⚫ スペインの2018年の総インバランス発生状況は下記の通り。

出所）ENTSO-E、transparency platform、https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show、 2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成

※一部データの欠損値も含む。

図表 2-1-18 スペインにおけるインバランス発生量

注）太陽光・風力からのインバランスの発生状況の調査を実施したが、特定の発電によるインバランス状況は確認できなかった。

https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show
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（5）スペイン：インバランス料金・量と卸電力市場価格の関係

出所）ENTSO-E、transparency platform、https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show、 2019年12月18日閲覧、を元に三菱総研作成
※1：欠損値を含む。
※2：インバランス精算・前日市場単価のコマは、1時間単位。

⚫ 2018年1月～12月までのインバランス料金と前日市場価格の差と、インバランス量の関係は以下の通り。

• スペインでは、BRPが余剰・不足によってインバランス単価の設定方式が異なる。（デュアルプライス）

• BRP余剰時は、系統が不足インバランスの際、前日市場への売電のインセンティブがある。

• BRP不足時は、系統が余剰インバランスの際、前日市場からの買電のインセンティブがある。

図表 2-1-19 スペインにおけるインバランス料金・量と卸電力市場価格の関係
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https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/imbalance/show
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2.2 太陽光や風力の予測が難しいことに対する事業者の対応
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太陽光や風力の予測が難しいことに対するTSOの対応状況（イタリア）

⚫ イタリアでは、再エネの発電量予測が困難なことに対してTernaは以下の2つの対応を実施している。

1.十分な予備力の確保

⚫ イタリアのTSOであるTernaは、基本的にネットワーク利用者が許す限り、多くのΔkWを予約することが可能である。※1そのため、
大量の電源を予約しておくことで再エネ予測誤差に対応している。

◼ TSOの特権として起動指令をかけることも可能であるが、その発動は稀である。

◼ その際の起動費用に関しても託送料金にパススルーすることができる。

2.調整力を最適化活用することによる調整力コストの削減

⚫ 調整力を運用するにあたって、コストを最適化するアルゴリズムを適用している。

◼ 最適化アルゴリズムには、ランプアップ時間等のすべてのパラメータが組み込まれ、コストを最小化するようプログラミングされている。※2

◼ ただし、例外として、石炭火力などの電源が、完全にcoldであり、ランプ時間が市場要件に対応していないことがある。当該プラントがリザーブを提
供できる唯一のリソースである場合、例外として、マーケットタイムフレームの前段階、即ち最適化アルゴリズムの枠外で、石炭火力のランプアップを
指示する場合がある。

出所）Ternaへのヒアリング（2020年1月実施）

※1)具体的な電源種・予約量は、文献調査及びヒアリングでは判明せず
※2)コスト最適化アルゴリズムの詳細は、文献調査及びヒアリングでは判明せず
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太陽光や風力の予測が難しいことに対するTSOの対応状況（スペイン）
スペインの再エネ出力予測（概要）

⚫ スペインでは再エネ予測誤差によるインバランスを回避するために、再エネ発電量予測に注力している。[1]

⚫ REEは、CECRE※1にインストールしているSIPREOLICO※2という再エネ発電量予測システムで中央集権的に管理。

⚫ また2017年から、1MW以上のすべての再エネ発電設備は、リアルタイムでCECREに発電量データを提供する義務が課せられた。

⚫ さらに5MW以上の全ての再エネ設備は、スペイン国内に存在する地方給電指令所と通信線によってオンラインで繋がれる義務が課せられた。

⚫ 上記によって、REEは精緻な発電量予測を実現でき、5MW以上の再エネにオンラインで抑制指令を出すことができる。

⚫ 精緻な予測を実現できているため、あらかじめ確保した上げ調整力が不足することはない模様。

※1: CECRE:REE社内にある再エネコントロールセンター、※2: SIPREOLICO:風力発電量予測システム
出所）
[1]スペイン現地でのヒアリング（2020年1月実施）
[2]REE、”Wind Generation Forecasting at REE.(2016) 、http://www.ieawindforecasting.dk/-/media/Sites/IEA_task_36/BCN-2016/IEAWindTask36-
ExpGapsForecastingWorkshop_Barcelona_Rodriguez_2016.ashx?la=da、2020年2月10日閲覧

図表 2-2-1 スペインの風力発電機の予測誤差の推移

※2 SIPREOLICO:風力発電量予測システム

http://www.ieawindforecasting.dk/-/media/Sites/IEA_task_36/BCN-2016/IEAWindTask36-ExpGapsForecastingWorkshop_Barcelona_Rodriguez_2016.ashx?la=da
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太陽光や風力の予測が難しいことに対するTSOの対応状況（スペイン）
再エネコントロールセンター CECRE

⚫ スペインのCECREは、2006年に開設された「REE」社内の再生可能エネルギーのコントロールセンターである。 CECREの目的は、全国の系統を安
定化させること、電力需要に応じて、再エネ電源の発電電力を監視制御する。

⚫ 電力系統全体を監視・制御しているCECOEL/CECOREの中の役割の1つを担っている。

⚫ 5MWを超える再エネ発電設備は、発電管理センター（GCC）に登録され、CECREは、GCCを介して再エネの制御を実施する。

※ 需給バランス調整を行う際、需給調整市場の商品設計から30秒～2時間単位の間の中で出力調整を行っている[1]。

出所）
[1]REE、”Ancillary Services in Spain: dealing with High Penetration of RES”、http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/de-la-Fuente_Ancillary-Services-in-
Spain.pdf 、 2020年2月25日閲覧、に基づき三菱総研作成
[2]REE、Control Centre of Renewable Energies (Cecre)、https://www.ree.es/en/activities/operation-of-the-electricity-system/control-centre-renewable-energies、2020年2月18日閲覧

図表 2-2-2 スペインの再エネ制御センター CECRE[2]

http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/de-la-Fuente_Ancillary-Services-in-Spain.pdf
https://www.ree.es/en/activities/operation-of-the-electricity-system/control-centre-renewable-energies
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太陽光や風力の予測が難しいことに対するTSOの対応状況（スペイン）

再エネ予測ツール SIPREOLICO

⚫ SIPREOLICOは、REE所有の風力発電出力予測モデルである。

◼ 再エネ発電量予測は、個々の発電機に対して実施されて240時間先まで予測できる。

◼ 1時間粒度の予測が1時間ごとに更新される。

◼ 予測にはニューラルネットワークを用いており、確率論に基づく信頼区間予測が可能。

◼ 複数の予測を組み合わせることによって誤差の改善を行っている。

⚫ 複数の気象予測モデルを利用し、風力及び風向を予測する。

⚫ CECRE(Control Center of Renewable Energies)は
1MW以上の風力及び太陽光発電所の測定値を受信している。
この測定値を予測に利用する。

◼ 該当となる発電機は、全風力発電機の96%、全太陽光発電機の70%が該当する。

<今後の展望>

⚫ 予報の外れ値の改善

⚫ さらに空間解像度を細かくした数値予測

⚫ ストームセル（小規模な気団）を含む風況実測

出所）
REE、”Wind Generation Forecasting at REE.(2016)、 http://www.ieawindforecasting.dk/-/media/Sites/IEA_task_36/BCN-2016/IEAWindTask36-
ExpGapsForecastingWorkshop_Barcelona_Rodriguez_2016.ashx?la=da、2020年2月10日閲覧

http://www.ieawindforecasting.dk/-/media/Sites/IEA_task_36/BCN-2016/IEAWindTask36-ExpGapsForecastingWorkshop_Barcelona_Rodriguez_2016.ashx?la=da
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太陽光・風力発電事業者（BRP）の発電予測等の対応
⚫ ドイツでは、再エネのインバランスは、ダイレクトマーケティングでは再エネ発電事業者のBRPが、FITではTSOが責任を負う。

⚫ 再エネ発電事業者自身の再エネインバランス最小化に向けた対応としては、様々な再エネ発電予測システムプロバイダーやモデルの活用、フレキシビリ
ティ（VPP等）の活用、前日市場・時間前市場及びOTC取引の活用、電力金融商品の活用等がある。

⚫ アグリゲーションビジネスの高度化などBRPのビジネスモデルによるインバランス負担軽減（太陽光や風力の予測外れを他の市場参加者が吸収）も
進んでいる。

⚫ 大規模再エネ発電事業者は自社で再エネ発電予測システムを開発している。※1 また、風力・バイオガス・水力の再エネBRPの発電量予測精度は
近年かなり向上している。※2

⚫ なお、ドイツにおいて、再エネ発電事業者のインバランス管理が大きな負担となっていないのは、ゲートクローズが実需給の15分前と短く予測負担が小
さいこと、インバランス量について事後的に事業者間で取引可能であることなど、制度的な背景もあるものと推察される。

※1: BNetzAヒアリング（2020年1月実施）に基づき記載、※2: Amprionヒアリング（2020年1月実施）に基づき記載

出所）Amprionヒアリング（2020年1月実施）に基づき三菱総研作成

再エネ販売
スキーム

再エネ販売
エージェント

再エネインバランス
責任主体

インバランス最小化に向けたツール・方策

Direct
Marketing
（ダイレクト
マーケティング
参加電源）

再エネ発電事業者
（特に風力、バイオ
マス、水力）

再エネ発電事業者
のBRP

◼ 個別事業者
✓ 様々な予測手法の活用（様々な予測プロバイダー、予測モデルの活用）
✓ BRPのフレキシビリティ（VPP等）活用
✓ 再エネプラント出力の運用上の工夫

◼ 市場
✓ 前日市場・時間前市場及びOTC取引の活用によるインバランス最小化
✓ 電力金融商品の活用（オプション、スワップ等）
✓ ネガティブ電力価格の導入（現時点では導入されていない）

◼ システム / 規制
✓ BRPによる自己バランスアプローチ
✓ 同一のBRP範囲でのプール
✓ インバランス精算価格の適切な設定によるインバランス最小化インセンティブの付与

FIT電源
TSO
（特に太陽光PV）

TSO
（再エネ発電事業
者のインバランスコス
トを社会化）

◼ 様々な予測手法の活用（様々な予測プロバイダー、予測モデルの活用）
◼ 前日市場・時間前市場及びOTC（Over-the-counter）取引の活用によるインバランス最小化

✓ 前日市場及び時間前市場の活用には規制による制限あり
✓ 特定のインセンティブスキーム

◼ 同一のBRP範囲でのプール

図表 2-2-3 太陽光・風力発電事業者の対応（ドイツの例）
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BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス

⚫ 欧州では、「Forecasting Provider」と呼ばれるサービスプロバイダーが複数存在する。

⚫ 日本とは異なり、気象情報の提供のみならず、再エネ発電量予測や需要予測まで提供する。

⚫ 欧州でサービスを展開している事業者の概要について次頁以降で説明する。

企業名 本社所在地 サービス概要

DNV-GL ノルウェー
• 風力・太陽光出力予測
• 需要予測
• 気象情報予測

Amira Technologies 英国
• 風力・太陽光出力予測
• 需要予測

EnergyMeteo ドイツ
• 風力・太陽光出力予測
• 需要予測
• 気象情報予測

Meteologica スペイン
• 風力・太陽光出力予測
• 需要予測（電力・ガス）
• 電力・ガスのスポット市場価格予測

AleaSoft スペイン
• 風力・太陽光出力予測
• 電力需要予測
• 電力価格予測

図表 2-2-4 BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス
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BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス：DNV GL社
⚫ ノルウェー・オスロに本部を置く自主独立財団として、ノルウェー・オスロのDet Norske Veritas（DNV）とドイツ・ハンブルクのGermanischer

Lloyd（GL）の合併により、1864年に設立

⚫ 第三者認証機関、オイル＆ガス分野のリスクマネジメント、風力/電力送配電分野のエキスパート、船級協会を主とする世界有数のサービス・プロ
バイダ。

⚫ 以下の４つのサービス全てにおいて、風力発電と太陽光発電の出力予測が可能[1]

①Forecaster Now（北米のみ）、②Forecaster Live、③Forecaster Plus、④Forecaster Solutions

（③及び④は、電力需要予測、気象予測等の他のサービスを含む）

⚫ エリア全体での発電量予測と個々の発電サイトでの発電量予測も実施している。

⚫ 24時間先の予測結果で、MAE※1ベースで5%程度、個別予測が9%～14％程度となっている。

出所）
[1]DNV-GL、“Forecaster introduction”、https://www.dnvgl.com/services/forecaster-introduction-3848、2020年2月7日閲覧
[2]DNV-GL、” Short-term power forecasting”、http://www.windpro.org/Presentations-Forecasting-and-99+Grid-Availability/JAN-22-2018/2-Technical-Session/Ayumu%20Suzuki%20-

%20Short-term%20power%20forecasting.pdf、2020年2月7日閲覧

※1：Mean Absolutely Error（平均絶対誤差）、※2：Typical portfolio forecast accuracy（エリア予測）、Individual Site（個々の発電機予測）

図表 2-2-5 DNV GLの予測サービスの予測精度[2]※2

https://www.dnvgl.com/services/forecaster-introduction-3848
http://www.windpro.org/Presentations-Forecasting-and-99+Grid-Availability/JAN-22-2018/2-Technical-Session/Ayumu%20Suzuki%20-%20Short-term%20power%20forecasting.pdf
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BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス：Amira Technologies社

⚫ 英国に本部を置くIT情報サービス企業、2015年に設立。専門分野として、エネルギー需給予測、データ可視化、英国電力市場が挙げられる。

⚫ 再エネ出力予測（風力・太陽光）と需要予測サービスを実施している。

⚫ 個別の発電設備からエリア、全国大を対象としており、基本的には英国にサービスを提供している。

⚫ 予測モデルは、機械学習を含め、複数の手法を活用しており、14日間×30分毎の予測を基本としている。

風力発電量予測結果の概要図[2] 太陽光発電量予測結果の概要図[3]

出所）
[1]Amiratechnologies、“Online Market Dashboards”、 https://www.amira-technologies.co.uk/、 2020年2月7日閲覧
[2]Amiratechnologies、“Wind Power Forecasting”、https://www.amira-technologies.co.uk/wind-power-forecasting.html、 2020年2月7日閲覧
[3]Amiratechnologies、“Solar Power Forecasting”、 https://www.amira-technologies.co.uk/solar-power-forecasting.html、 2020年2月7日閲覧

図表 2-2-6 風力（左図）及び太陽光（右図）発電量予測結果の概要図

https://www.amira-technologies.co.uk/
https://www.amira-technologies.co.uk/wind-power-forecasting.html
https://www.amira-technologies.co.uk/solar-power-forecasting.html
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BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス：EnergyMeteo社
⚫ ドイツ北西部/Oldenburgに本部を置くエネルギーサービス企業。2004年から再生可能エネルギー出力予測、系統運用、エネルギー取引、電力需要管理に関する

R&Dプロジェクトに参加し、その経験が現在のサービスにつながっている。[1]

⚫ 専門分野として、風力発電・太陽光発電の出力予測サービス、電力需要予測サービス、VPP関連事業。[1]

⚫ 特徴として、世界の風力発電の50％以上及び世界の太陽光発電の40％以上に関する出力予測を実施。[2]

⚫ 全世界の個別発電サイト、電力系統の一部のノード、ISO等のコントロールエリアの範囲で予測情報を提供している。[3]

⚫ 様々な代表的な気象予測サービスから気象の数値データを入手し、それぞれのデータ毎に風力発電・太陽光発電の出力予測を行い、KombiBoxという手順を経て、
予測誤差が最も小さい予測モデルを選ぶ。[3]

⚫ 標準的な出力予測値だけでなく、予測に伴う「不確実性」の指標も提供する。これは、気象の状況により、予測の精度（適合確率）が変わるためである。[3]

⚫ 以下のEUの研究開発・実証プロジェクトに参加している。[4]

⚫ ①Smart4RES（Horizon 2020、2019.11～2023.4）：次世代の再生可能エネルギーの出力予測に関する研究開発・実証

⚫ ②SAFEWIND（FP7、2008.9～2012.8）：特異的な気象状況に対応した風力発電の先進的モデリング及び出力予測に関する研究開発・実証

⚫ ③POWWOW（FP6、2005.10～2009.3）：風力発電の短期予測、洋上風力及び波力の資源予測等に関する研究開発・実証

図表 2-2-7 KombiBoxの予測フロー

出所）
[1]EnergyMeteo HP、https://www.energymeteo.com/ 、2020年2月10日閲覧
[2]EnergyMeteo、”Predictions and Nowcasting”、https://www.energymeteo.com/_media/dokumente/downloads/Flyer-Grid-Operators-web.pdf?m=1560769201、,2020年2月10日閲覧
[3]EnergyMeteo、”Forecast Services”、https://www.energymeteo.com/products/power_forecasts/wind-solar-power-forecasts.php、2020年2月10日閲覧
[4]European Commission、Horizon2020、https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EC/en、2020年2月10日閲覧

https://www.energymeteo.com/_media/dokumente/downloads/Flyer-Grid-Operators-web.pdf?m=1560769201
https://www.energymeteo.com/products/power_forecasts/wind-solar-power-forecasts.php
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EC/en


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 119

BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス：Meteologica社

出所）
[1]Meteologica HP、 http://www.meteologica.com/、 2020年2月10日閲覧

⚫ スペインマドリードに本部を置くエネルギーサービス企業。1997年に設立。

⚫ 事業内容としては、①再エネの出力予測、②電力・ガス需要予測、③気象予測、④電力・ガスのスポット価格予測を実施。

⚫ 同社が開発した世界で最良の数値気象予測（NWP：Numerical Weather Prediction）モデルをベースとし、発電出
力のヒストリカル・データも活用し、複数モデルのアンサンブルにより予測を行っている。

⚫ 本予測を利用することのユーザにとってのメリット：予測値と実績値の乖離に伴うインバランス・コストの最小化

⚫ 信頼性の高いサービスを365日・24時間提供

⚫ 1997年の設立以来、65以上の国（欧州、北米：米国・カナダ・メキシコ、アジア：中国・インド・インドネシア、アフリカ：南
アフリカ等、豪州）、200以上の電力・ガス関連企業に各種予測サービスを提供

http://www.meteologica.com/
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BRP・TSOの発電量予測を支援するビジネス：AleaSoft社
⚫ スペイン/バルセロナにカタロニア工科大学が率いる研究プロジェクトの結果として設立された。1999年より欧州の電力市場の自由化を背景に設立されており、エネル

ギー需要と価格予測の分野で研究を実施している。

⚫ 2019年現在では古典的な統計モデルからリカレントニューラルネットワークまでを組み合わせた400ものモデルを用いている

<風力/太陽光発電量予測>

⚫ 24時間先から最大240時間先まででの風力発電量予測を提供。

⚫ 予測範囲は国レベル・地域レベル・発電所レベルと選択可能。

⚫ 同社の再エネ予測情報は、REEにも提供されている。[3]

<電力需要予測>

⚫ Short, Mid, Longと三種類の予測期間があり、それぞれ10日、3年、20年先までの電力需要を予測する。

⚫ 予測範囲は国レベル・地域レベル・産業などの顧客レベルに合わせて選択可能。

⚫ 予測間隔は下記の3パターンから選択することができる。

◼ Short:予測間隔は1分毎から1時間毎までを段階的に選択できる。

◼ Mid:予測間隔は1時間毎。

◼ Long:予測間隔は1時間毎。時間ごとの最大需要及び最小需要も取得可能

出所）
[1] AleaSoft、“Interview with AleaSoft in the Spanish newspaper Expansión” https://aleasoft.com/interview-aleasoft-spanish-newspaper-expansion/、,2020年2月18日閲覧
[2] AleaSoft、” Demand and Renewable Energy Forecasting”、 https://aleasoft.com/products-and-services/energy-demand-forecasting、 2020年2月18日閲覧
[3] AleaSoft、“Interview with AleaSoft in the Spanish newspaper Expansión”、 https://aleasoft.com/interview-aleasoft-spanish-newspaper-expansion/、 2020年2月18日閲覧

図表 2-2-8 電力需要実績と長期(Long)予測

https://aleasoft.com/interview-aleasoft-spanish-newspaper-expansion/
https://aleasoft.com/products-and-services/energy-demand-forecasting
https://aleasoft.com/interview-aleasoft-spanish-newspaper-expansion/
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太陽光や風力の予測が難しいことに対する制度面の影響について

⚫ 調査対象国では、 FIP型制度の対象となっている一定規模の再エネ電源は、制度上は他電源と同様のインバランス責任を
負担しているため、再エネ発電事業者の市場取引に関して第三者の支援サービス、ビジネスモデル開発の工夫を促している。

⚫ 一方、インバランス精算制度は各国の電力市場モデル、電力取引構造を背景としてそれぞれ異なっており、変動性再エネ発
電事業の実質的なインバランス負担の実態に関するデータ、制度要因、についての評価・分析例は本調査では得られなかっ
た。
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3. 欧州における託送料金制度等の制度設計動向
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3.1 新技術導入等を踏まえた料金設定の在り方
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3.1.1 欧州における託送料金リバランスの動向
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(1)欧州における託送料金リバランスの議論の背景と目的
⚫ 欧州ではDSOにおけるレベニューの水準の安定化の必要性や再エネ等の普及拡大等の状況変化を踏まえて、託送料金の料

金体系の変更に向けた議論が行われている国が存在する。

⚫ 特に制度改革の要因となる技術普及の要素としてCEERは下表の要素を挙げている。

出所）CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
、2020年2月10日閲覧

技術要素 概要

メーターデータへのアクセス拡大
• スマートメーターの普及と清算プロセスの高度化により、需要家はより自身の電力利用状況

を把握しやすくなる。
• 結果として、需要家サイドにおいてより柔軟なネットワークの利用が促される。

スマート機器の導入
• 自動制御が可能なスマート機器の導入により、より柔軟な電力利用や電力料金支払いに

対する新たなビジネスモデル構築が進む。

蓄電池の普及拡大

• 蓄電池の導入拡大と技術向上は、ピーク時消費電力の減少やネットワーク増強の回避に
繋がる可能性がある。

• 結果として、需要家における託送料金の負担が削減される方向性に向かう可能性があり、
託送料金の体系の検討にあたり、蓄電池の普及を考慮することが必要。

EVの拡大

• EVの拡大は特定の配電網における電力需要の拡大につながることから、配電系統の整備
への影響が大きい。

• EVは配電系統のピーク需要に影響を及ぼしうることから、託送料金の体系の検討にあたり、
EVの普及拡大を考慮することが必要。

自家発電の拡大
• 自家発電の拡大により需要家は電力を供給されるだけでなく、供給する立場にもなりうる。
• この状況に対処できる形で配電網の整備が今後必要とされる。

図表 3-1-1 託送料金リバランスに繋がる技術要素例

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
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(2)欧州における託送料金リバランスの原則（1/2）
⚫ CEERでは今後託送料金の体系が欧州で改定されていくにあたり、以下の7つの原則を提示している。

出所）CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
、2020年2月10日閲覧

項目 概要

Cost reflectivity
（コストの反映）

• 系統の効率的な活用と増強のため、系統利用者から支払われる料金は、実行可能な限り
で、利用者が系統に課すコストを反映し、将来発生するコストを避ける適切なインセンティブ
を与えるべきである。

Non-distortionary
（ゆがみの回避）

• 系統コストは、ネットワークへのアクセスと利用、及び市場参画に関する意思決定をゆがめな
い形で回収されるべきである。

Cost recovery
（コスト回収）

• DSOは発生したコストを効率的に回収できるようにすべきである。
• 配電網の利用に関する託送料金と併せて、DSOは接続料金、その他規制部門のサービス

からもコストを回収してもよい。

Non-discriminatory
（非差別性）

• ネットワークの利用者間で過度の差別的な取り扱いは存在すべきではない。

Transparency
（透明性）

• 託送料金の計算方法は透明性が高く、すべてのステークホルダーに把握可能なものとすべき
である。

Predictability
（予見可能性）

• ネットワークの利用者において配電網の利用に係るコストを効率的に見積もれるようにし、
ネットワーク利用者が長期的な見通しで投資を行えるようにすることが重要である。

• しかし、エネルギーシステムは絶えず変化するため、託送料金は順次改変される必要がある。

Simplicity
（単純さ）

• 託送料金の体系はできうる限り理解しやすく、導入しやすくすべきである。
• シンプルであるほど、ネットワーク利用者は料金体系を意識して行動しやすくなる。

図表 3-1-2 欧州の託送料金のリバランスに向けた7原則
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(2)欧州における託送料金リバランスの原則（2/2）
⚫ CEERでは前述の7つの原則を実践して配電の託送料金体系を設計するにあたり、考慮すべき事項として以下の7点を挙げて

いる。

出所）CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
、2020年2月10日閲覧

考慮事項 概要

託送料金の設計はできる限り将来にお
いても有効なものとする

• 託送料金は新規技術の導入や市場参加者による革新的な取り組みによる付加価値の提供、需要家コスト削減を妨げて
はならない。

例）フレキシビリティの利用、省エネの実現。

料金体系はネットワークの各コスト項目
を反映するものとする

• 託送料金には、「ピーク容量の供給に係るコスト」、「系統の維持に要するコスト」、「OPEX」、「損失コスト」等が含まれる。
• これらそれぞれが適切に料金体系に反映されるべきである。
✓ 短期的には、DSOのコストの一部は負荷とは無関係であり、ネットワークの利用にゆがみが生じない公平な方法で回収さ

れるべき残余コストと考えられる。
✓ 長期的には、コストの多くは負荷に関連するものと言える。

ネットメータリングはネットワークコストに対
する自家発電の公平な貢献を妨げるた
め、回避する

• ネットワークを利用する自家発電は、ネットワークからの供給電力のみに依存する需要家と同様の方法で、公平かつコストを
反映する託送料金を適用されるべきである。

• ネットメータリングは蓄電池を無償で利用できることと同義であり、需要家においてDRを効果的に活用する意識を妨げる。

託送料金は需要家に価格シグナルを送
る1つの手段に過ぎない

• 託送料金はピーク需要を低減するためのシグナルを送ることができるが、確実な応答が求められる場合は、託送料金の価格
シグナル以外の手法も必要になる。

すべての電圧階級において一貫したアプ
ローチをとる

• 新規設備の建設、プラントのディスパッチ方法、エネルギー消費のタイミングの意志決定は配電網利用者が個別に行ってはな
らない。

• 送電網の整備も関連する事項である。
• これらのアプローチには一貫性が重視されるべきである。

すべての料金体系は複数の目的のバラ
ンスをとれる形とする

• 託送料金の価格シグナルのみでなく、複数の方法で特定の目的を達成する方がよい場合もある。
• 国ごとの市場環境の違い、制度変更の実施時点の変化に応じた影響の変動等を踏まえ、慎重な制度検討と制度変更時

のマネジメントが要求される。

規制期間には十分な専門知識を持つこ
ととする

• 規制期間は適切な料金体系を査定、選択、導入できるように、十分な専門知識とリソースを持つべきである。

図表 3-1-3 配電の託送料金検討に向けた7つの考慮事項

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
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(3)欧州で検討されている料金リバランスの体系概要とメリット・デメリット（1/2）

⚫ 欧州における料金リバランスの議論では、料金の要素として「固定」、「容量」、「従量」の3つの要素が考慮され、下表のとおり料
金要素のメリット/デメリットが認識されている。

出所）CCP、Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-
099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧

固定
容量

従量
事前確定※1 事後確定※2

メリット
• シンプル
• 安定的
• 予見可能

• 容量を基準とした価格
シグナルとなる

• 容量を基準とした価格
シグナルとなる

• 十分に容量コストを反
映可能

• 需要家にとって受け入
れやすい

デメリット

• 長期の価格シグナルと
ならないため、省エネや
システムの柔軟化を促
せない

• 容量コストを限定的に
しか反映できない

• スマートメーターが必要
• 複雑
• 予見可能性が低い
• 需要家にとって受け入

れにくい

• 容量コストを反映しな
い

• DSOにとってレベニュー
が不確実になる

※１：最大契約電力など、実運用の前に把握できている情報から料金を計算するモデル
※２：需要家における実際のピーク需要値など、実運用の結果を確認することで料金を計算するモデル

図表 3-1-4 各料金要素のメリット/デメリット

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
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(3)欧州で検討されている料金リバランスの体系概要とメリット・デメリット（2/2）

⚫ 欧州における料金リバランスの議論では、「容量」、「従量」の要素への課金体系について、「非変動制」、「変動制」、「ToU」が
検討され、下表のとおり料金モデルのメリット/デメリットが認識されている。

出所）CCP、Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-
099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧

非変動制
（Flat rate）

変動制※1

（Non-linear）

ToU

静的※2 動的※3

メリット
• シンプル
• 需要家にとって受け入

れやすい

• 複数の目的関数を考
慮した課金設定が可
能

• 混雑回避が可能
• 容量コストを反映可能
• 需要家のフレキシビリ

ティの価値を反映可能
• ルールに則った需要家

が金銭的メリットを享
受可能

• 静的ToUと同様のメ
リット

• ショートノーティスで電
力システム上の事象に
対応可能

デメリット

• コストを反映しにくい
• ピーク需要に対応しな

い自家発電の利用を
誘発しうる

• 複雑
• 需要家の理解度が低

い場合、意図通りに機
能しない可能性

• 想定したピークタイムが
実際と一致しない可能
性

• ピーク時の対応が固定
される

• 高度なメータリングが必
要

• すべての需要家が1つ
の価格シグナルに反応
することによるリスク

• 需要の調整がしにくい
需要家の負担が大きく
なる

※1：容量や電力利用量に応じて、適用される単価が変動するモデル
※2：適用される価格と時間帯が長期的に固定されるモデル（月ごと、年ごとのレベルでしか価格水準が変更されない）
※3：リアルタイムなネットワークの混雑状況に応じて日ごとや時間ごとの単位で価格が変更されるモデル

図表 3-1-5 各課金体系のメリット/デメリット

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
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(4)欧州各国におけるリバランスの動向概要
⚫ 欧州諸国では既存の料金体系において従量課金への依存度が高いことが指摘されており、DSOの将来のレベニューの安定化

に向けて容量課金やToUの導入を進めるべきとの方向性が示されている。

⚫ 以下に特に家庭部門を念頭に、従量課金の制度変更や容量課金への移行を進める事例を示す（詳細は次頁以降）。

従来の料金体系（家庭部門）

今後の制度の方向性料金要素
課金体系

固定 容量 従量（比率）

イタリア あり あり あり（66%） 変動性 / ToUなし
• 従量料金に適用されたIBTs（階段状の料金設定）

を課題視し、全面的に線形の料金設定に移行
• 結果として容量課金のウェイトが増加

ノルウェー あり なし あり（70%） 非変動性/ToUなし
• 今後家庭部門においても容量課金を進める方向性
• 4種の課金体系を精査し、方向性を検討中

オランダ あり あり なし（0%） 非変動性/ToUなし
• DSOの計量コスト減を念頭に、住宅並びに小規模需

要家については容量ベースの2009年以降は課金のみ
• 省エネインセンティブの強化等の課題解決を検討

ポルトガル なし あり あり（62%） 非変動性/ToU
• 現行の静的ToUからよりきめ細かな動的ToUへの移行

を模索

ドイツ あり あり あり（82％） 変動制/ToUなし • 現行の構造の見直し予定無し

英国 あり あり あり（86％） 変動制/ToUなし
• 料金体系の大幅な見直しが進めらている。
• 要回収コストを残余コストと将来コストの2区分に分け、残

余コストについては固定課金方式を導入予定
出所）
[1]CCP、Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-

099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧
[2]AF‐Mercados、REF‐E, Indra, “Study on tariff design for distribution systems Final Report”(2015)、

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20150313%20Tariff%20report%20fina_revREF-E.PDF、2020年2月10日閲覧

図表 3-1-6 欧州における料金リバランスの事例概要[1][2]

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20150313%20Tariff%20report%20fina_revREF-E.PDF
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(5)各国制度変更の詳細（イタリア）
⚫ イタリアでは1970年代より、家庭向けの託送料金としてIBTs(Increasing Block Tariffs)※の料金体系を導入してきた。

⚫ 2017年以降、IBTsは料金体系が複雑であり、エネルギー消費量と託送料金と直接的な紐づけができていないこと、結果として
省エネの推進に反するとの批判から、線形で変動する料金体系への移行が進められている。

※ 利用電力量（kWh）に応じて階段状に料金が変動する料金体系
出所）
[1]CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413、

2020年2月10日閲覧
[2]CCP, Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-

099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧

既存の料金体系 料金変更の経緯 制度変更の方向性

≪基本的な考え方≫
⚫ 料金は顧客種別（家庭または業務/産

業）と電圧階級で区分。
⚫ 基本/従量料金の他、契約電力量も考

慮（家庭用では従量料金が66%、産
業用では17%を占める）。

≪家庭料金の考え方≫
⚫ 契約電力量3kWを境に、「消費量小

（low-use）」、「消費量大
（intensive-use）」に区分して料金を
設定。

⚫ 1970年代より、IBTsの料金体系を導入
（当初3ブロックであった、料金形態は最
終的に6ブロックに修正）。

≪料金リバランスの背景≫
⚫ イタリアでは欧州におけるEnergy

Efficiency Directiveに基づいて、省エ
ネを推進していたが、家庭向け料金におけ
るIBTsはこれに反するものとして制度変
更が求められた。

≪IBTsに対する具体的な批判≫
⚫ IBTsはヒートポンプ、EV、電気調理器具

のような効率性の高い電気製品の導入に
過度の負担となりうる。

⚫ IBTsは、ヒートポンプとガス熱機器、EVと
ガソリン車のような電気製品と他製品との
間のコスト比較をゆがめてしまう。

⚫ IBTsの階段状の料金変動は需要家に
とって複雑であり、省エネ機器の導入や
DRの実施に対する判断を難しくする。

≪2017年以降の取組≫
⚫ 家庭を含むすべての低圧需要家の託送

料金において、kWh消費量に対して線形
に支払額が変動するように制度を変更す
る。

≪2018年以降の取組≫
⚫ 託送料金のうち、電力システムの維持に

要する費用（再エネ対策費用、その他
需要家全般に資する整備費用）につい
ても、kWh消費量に対して線形に支払
額が変動する課金体系を家庭需要家に
課すものとする。

⚫ 基本料金は「消費量大（intensive-
use）」の需要家において、「消費量小
（low-use）」の需要家よりも高い金額
を要求する。

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
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(5)各国制度変更の詳細（ノルウェー）
⚫ ノルウェーではこれまで大規模需要家のみに容量料金を適用してきたが、NVEでは今後、従量（kWh）料金よりも容量料金

を重視し、すべての需要家にこれを適用する方向性を示している。

⚫ 容量料金については、4つの方法が検討されており、需要家に対する受容性の調査などが進められている。

既存の料金体系 料金変更の経緯 制度変更の方向性

≪基本的な考え方≫
⚫ ノルウェーの託送料金131のDSOの間で

レベニューキャップの反映で自由度がある。
⚫ 託送料金は電圧階級と需要家種別によ

り区分される。
⚫ 料金体系は基本料金と従量料金から成

るものが主だが、100,000Kwh/年以上
の電力消費、80または125A以上の容
量がある場合は容量料金が別途課され
る。

⚫ 小規模な需要家においては基本料金が
平均で30%を占めている。

≪料金リバランスの背景≫
⚫ ノルウェーでは、ネットワーク利用者におけ

る平等なコスト負担を指向しており、その
中で今後従量（kWh）料金よりも容量
料金を重視する方向性を示している。

⚫ これを受け、今後家庭需要家においても
容量料金を課す方向で4つの方法が検
討されている。

≪容量料金の4つの方法案≫
⚫ 設備容量
✓ 設備容量に対する年間固定料金
⚫ 上限設定
✓ 契約上の利用上限を設定し、これを超

える場合はペナルティ
⚫ 実績利用量
✓ 実績で計測された利用量に対して料金

請求（ピーク値、平均値で評価等）
⚫ ToU
✓ 時間帯別料金の設定

≪方法案に関するコンサルテーション≫
⚫ NVEは4つの方法案に対するパブリックコ

ンサルテーションを行うとともに、外部コンサ
ルタントへの委託により一般消費者の意
識調査を実施。

⚫ 一般消費者からは、料金制度の改定は
制度及びその導入経緯のわかりやすさが
保たれる限りにおいて望ましいものと評価
された。

⚫ もっとも、その後の2017年のNVEの提案
に対するコンサルテーションでは、多数の反
対意見があり、NVEは提案を一時撤回。

≪制度変更の見通し≫
⚫ 家庭向けに容量料金を導入する料金体

系の変更は2021年1月からの施行を目
指して検討が進められている。

出所）
[1]CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413、

2020年2月10日閲覧
[2]CCP、Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-

099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧
[3]NVE、National Report (2018)、 http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_74.pdf、2020年2月10日閲覧

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_74.pdf
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(5)各国制度変更の詳細（ノルウェー）

2017年NVE提案の一時撤回

⚫ 2017年、NVEはノルウェーの120の配電会社に共通する料金モデルを提案。現状では、各配電会社は各社独自の料金ス
キームによって課金をしてきたが、共通して従量料金比率が高く、容量料金の設定方法も様々であった。

⚫ NVEの提案については、多くの反対意見が寄せられた。

【NVE提案に対する利害関係者の反応】

• 複数の消費者団体は、NVEの提案について、低所得者層への負担を増加させることによって料金引き上げを行うものと
批判。

• 発電事業者、小売り事業者、配電会社も需要家の理解を得ることが困難であることを理由に総じて消極的な反応。

⚫ これを受けて、NVEは提案を一時撤回した。もっとも、NVEは配電料金改革は今後の配電設備の増強投資抑制に必要との認
識は変えておらず、利害関係者との対話を通じて当初提案に対する誤解を取り除く努力を続けつつ、2020年早々に再提案を
公表する見込み。
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(5)各国制度変更の詳細（オランダ）
⚫ オランダでは、2009年に託送料金の制度改革があり、住宅並びに小規模需要家については容量ベース（kW）での課金のみ。

⚫ 系統のコストが容量に依存すること、DSOが計量に係るインフラ・課金が不要となり大幅なコスト減ができるため導入された。

⚫ 導入に際し需要家間のバランスをとる・省エネインセンティブを付与するために、エネルギー課税の非課税閾値を引上げ等を実施。

既存の料金体系 料金変更の経緯 制度変更の課題

≪基本的な考え方≫

⚫ オランダは8社のDSOが存在、規制当局
に託送料金体制を提案し、承認を受ける。

⚫ 需要家セグメントにより託送料金の設定
は異なる※。

• 住宅： 固定＋容量

• 小規模需要家： 容量

• 大規模需要家： 容量＋消費量

⚫ 小規模需要家はさらに容量別に６つのカ
テゴリーに分類。カテゴリー別に係数
（Accountable capacity factor）が
設定されており、係数に応じた託送料金
となる（右表）。

≪料金リバランスの背景≫

⚫ 住宅及び小規模需要家を容量ベースで
の託送料金に変えた理由としては、①
ACM（消費者・市場庁）はDSOのグリッド
コストは、使用量（kWh）でなく、容量
（kW）に依存すること、②DSOは量の
データが不要になるので課金コストが不要
となりコスト削減ができるため。

⚫ 容量ベースの託送料金導入により3,000
万€のコスト削減につながると推計された。

≪課題≫

⚫ kWhの消費量が相対的に高い需要家は、
制度改定により恩恵を受ける。さらに、省
エネに対するインセンティブが低減する。

⚫ DSOも制度変更により収入が変わらない
前提ではあるが、コスト削減により収入が
減る。

≪課題への対応≫

⚫ 容量を下げるための料金の優遇。

⚫ 容量を下げることができず、容量ベースの
課金により多額の支払いをすることになる
需要家に対する補填（Allowance
Scheme）。

⚫ 省エネインセンティブのために、エネルギー
課税の非課税枠閾値を引き上げ。

※ 3×80A以下は小規模

図表 3-1-7 オランダにおける制度変更の詳細

出所）
[1]CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413、

2020年2月10日閲覧
[2]CCP, Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-

099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
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(5)各国制度変更の詳細（ポルトガル）

⚫ ポルトガルではこれまで全国一律の静的な時間帯別料金（ToU）がとられてきたが、送配電網の効率的利用を目的として、よ
りきめ細かなToU、動的ToUの導入を検討。

⚫ ただし、動的ToUについては、導入時期尚早と判断。

過去の料金体系 料金変更の経緯 制度変更の方向性

≪基本的な考え方≫
⚫ 料金は顧客種別（標準低圧：家庭、

特別低圧：小規模業務、中圧：業務/
高圧：産業）と電圧階級で区分。

⚫ 基本/従量料金制（家庭用では62%、
産業用では17%が従量料金）。

⚫ 従量料金は静的ToUを設定（全需要の
80％）。

⚫ 地域的差異は設けず。

≪家庭料金の考え方≫
⚫ ToU無し、あるいはpeak/off-

peak/super off-peak の3種類のToU
を選択可能。

≪産業料金の考え方≫
⚫ peak/half-peak/off-peak/super 

off-peakの4種類のToUがあり、需要家
の希望があれば、追加の時間帯と2つの
季節を組み合わせた設定可能。

≪料金リバランスの背景≫
⚫ 静的ToUは長期的負荷シフトを促進する

が、短期の調整効果はない。

⚫ このため、需要の柔軟性、送配電網の効
率的利用を目的として、規制機関は動
的ToU導入のための規則を制定。
（Directive No. 6/2018）

⚫ 動的ToU導入のための予備的な費用便
益分析では、明確な導入便益が認めら
れたため、任意参加で大口産業需要家
のパイロットプログラムを2017年に実施。

≪2018年以降の取組≫
⚫ 2018年6月より1年間の期間で、高圧

需要家を対象とする2つのパイロットプログ
ラムを実施。

⚫ パイロットプログラム1：静的ToUを更に細
分化し、地域的差異も設定。

⚫ パイロットプログラム2：需給逼迫時（クリ
ティカルピーク）48時間前の通知に基づく
動的ToUを実証（ただし、参加者が少な
く、規制機関は導入可能条件が未だ整っ
ていないものと判断）。

出所）
[1]CEER、Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice (2017)、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413、

2020年2月10日閲覧
[2]CCP, Designing distribution network tariffs that are fair for different consumer groups (2018)、 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-

099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf、2020年2月10日閲覧
[3]EDP社ウェブサイト、https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/sobre-o-setor/tarifas-dinamicas、2019年12月5日閲覧

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_different_consumer_groups.pdf
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(6)各国制度変更の詳細（英国）

[1]AF‐Mercados、REF‐E Indra, “Study on tariff design for distribution systems Final Report”(2015)、https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20150313%20Tariff%20report%20fina_revREF-
E.PDF、2019年12月5日閲覧

[2]Ofgem,“Targeted charging review: decision and impact assessment”(2019年11月)、https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/targeted-charging-review-decision-and-impact-assessment、2020年
12月5日閲覧

≪基本的な考え方≫
⚫ 料金は顧客種別（標準低圧：家庭、

特別低圧：小規模業務、中圧：業務/
高圧：産業）と電圧階級で区分。

⚫ 基本/従量料金制（家庭では86%、小
規模業務では91%、産業が従量料金）。

⚫ 従量料金は静的ToUを設定（全需要の
99％）。

≪料金要素≫

≪料金リバランスの背景≫
⚫ 分散電源の普及、自家発、電気自動車

等の普及により電力供給システムが今後
急速に変化することが想定され、これに伴
い送配電料金の課金体系に歪みが生じ
ることを懸念（例えば、自家発設置者か
らのコスト回収不足が他需要家の料金上
昇につながる等）。

⚫ 2017年、Ofgemは｢残余コスト｣ ※1 、
｢将来コスト｣ ※2の2つのカテゴリに分けて、
将来にわたり、公平で歪みの少ない料金
体系の検討プロセスを開始。

⚫ 残余コスト分について。

• 2回のパブリックコンサルテーションを実施。
共に、料金変更の背景は理解しつつも、
Ofgem案に反対意見も多数。

• 2019年11月に利害関係者の反対意
見に配慮しつつも、残余コストを固定課
金方式で回収することを決定。

≪2021年以降の新料金体系≫
｢残余コスト｣の回収

⚫ 料金体系を固定課金化することにより、住宅
需要家の負担は軽減、非住宅需要家負担
は増加の見通し。

⚫ 住宅需要家内では使用量の大きい世帯は
負担軽減、小さい世帯の負担は増加するも
のの、Ofgemは短期的に負担増の世帯も長
期的にはメリットありと分析。

⚫ 早ければ2021年4月から段階的に導入し
2023年4月に完全実施予定。

⚫ 配電網に接続する小規模発電への発電側
課金は別途検討中。

｢将来コスト｣の回収

⚫ 検討中（2020年2月現在）

住宅 単一固定課金

非住宅(小口)
電圧, 及び契約容量に応じ
て固定課金の単価設定

非住宅(大口)
電圧、ネット需要量に基づき
固定課金の単価決定

※1: Residual cost:既に発生した固定費であり系統利用者の行動変化がコスト削減につながらない費用
※2: Forward looking cost:今後発生する投資コスト、可変費であり、系統利用者の行動変化がコスト削減が期待される費用

住宅
・kWh
・固定料金(1日あたり)非住宅(小規模)

非住宅(中規模)

30分計量メータ設
置需要家

・kWh
・kW(契約電力)
・kVA

⚫ 分散電源の普及、自家発、電気自動車等の普及により将来の送配電料金体系の歪みが増大することを懸念し、 送配電費
用を残余コスト 、将来コストに分けた上で、新しい課金体系を模索。

⚫ 残余コストについては、固定課金制度を導入することを決定。

過去の料金体系[1] 料金変更の経緯[2] 制度変更の方向性[2]

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20150313%20Tariff%20report%20fina_revREF-E.PDF
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/targeted-charging-review-decision-and-impact-assessment
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(7)各国制度の詳細（ドイツ）

⚫ ドイツでは固定/従量料金比率の見直しは現状では予定されていない。

⚫ 固定料金比率は電力ネットワーク料金規則（StromNEV）において定められる等時性関数に基づく[1]。

⚫ 等時性関数は原因者負担の考え方に基づき、個々の系統利用者の年間最大負荷と系統または変圧器レベルの年間最大負
荷の等時性確率を考慮している。

⚫ 等時性関数は系統利用者の年間kWh÷年間最大kWによって算出される年間系統使用時間（時間/年）の関数として0
～1の値を取る。簡便性の観点から2500 (時間/年)を境とした2つの線形関数の結合として設定されている。

⚫ これによれば、年間系統使用時間が長いほど、系統または変圧器レベルの年間最大負荷に対する寄与する確率が高いとみな
され、容量料金比率が高くなる。なお、kWの計量がなされない低圧需要家は固定料金が課されている。

図表 3-1-9 ドイツの電圧階級別の託送料金における容量料金シェア[3]

電圧階級
容量料金シェア

（年間kWh/年間最大
kW<2500）

容量料金シェア
（年間kWh/年間最大

kW≧2500）

超高圧 25.5% 83.4%

高圧 29.4% 74.3%

中圧 19.8% 72.2%

低圧 18.4% 57.1%

低圧
（計量無）

11.8%

出所）
[1]Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV §16, Anlage 4
[2]BNetzA, NetzentgeltsystematikElektrizität(2015), P16
[3]BNetzA, NetzentgeltsystematikElektrizität(2015), P14

図表 3-1-8 ドイツの託送料金設定における等時性関数[2]

等時性関数

等時性

年間系統使用時間0の場
合の等時性設定幅

ブレークポイント
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3.1.2 地点別料金・送電ロス料金



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 139

地点別料金・送電ロス料金

地点別料金の現状

⚫ 地点別送電料金制度は、電力設備を託送料金面のインセンティブで立地誘導を図るもので、系統設備投資の効率化、送配
電ロスの軽減効果が期待される。また、送電ロス料金は地点別料金の主要な構成要素と考えることができる。

⚫ 欧州で地点別送電料金制度が導入されているのは英国、アイルランド、北アイルランド、ノルウェー、スウェーデンのみで、いずれの
国も発電側料金が導入されており[1] 、発電、需要の双方に立地インセンティブを働かせている。

欧州委員会による評価報告書（2017年）[2]

⚫ 欧州委員会が2017年に公表した送電料金に関わる主要な選択肢の評価に関する報告書においても、地点別料金制度が取
り上げられ、既存評価のレビューも踏まえつつ、下記のように総括している。

 既存の導入効果検討例では、地点別料金制度についての評価はプラス・マイナス両面の評価があり、評価は定まってい
ないが、地点別送電料金制度は、特に在来型発電設備の立地誘導の観点から電力系統に好影響を与え、再エネ電
源についてもその可能性がある。特に、電力系統において送電容量の過不足が構造的にエリアにおいては、適切な選択
肢となりうるとしている。

 一方、EU全体での実施は複雑で困難であり、特に、断続的な自然エネルギーの大部分を占める、密に相互接続された
メッシュ型系統構造と分散的で多様な発電設備を持つEU地域では難しい。実施面の複雑さを考えると、EU全域での義
務的実施は、再エネを中心とした分散型のシステムへの移行を支援するための好ましい選択肢とは考えられていない。

出所）
[1] ENTSO-E、“ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2018”(2018)、 https://docstore.entsoe.eu/Documents/MC%20documents/TTO_Synthesis_2018.pdf、
2020年2月18日閲覧
[2]Study supporting the impact assessment concerning transmission tariffs and congestion income policies(2017)、
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_clean_version_may_3_2017.pdf、2020年2月18日閲覧

https://docstore.entsoe.eu/Documents/MC%20documents/TTO_Synthesis_2018.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_clean_version_may_3_2017.pdf
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3.1.3 無効電力と慣性対応
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無効電力・電圧調整費用と託送料金回収の現状

国 TSO 提供ユニット/義務的提供か TSOからの報酬
BSPからの

implicit/explic
itな入札の有無

報酬精算
ルール

託送料金
回収

変更
予定

英国 National Grid

送電系統に接続された従来型発電機及びウィンドファー
ムは、グリッドコードに基づき、義務的提供
義務的提供を超える水準については、従来型発電機及
びウィンドファームによる商用サービス（tender）あり

〇 Explicit※3 Pay-as-bid※4 ○ 無し

ドイツ

50Hertz
Transmission Codeにより高圧系統に接続した発電
機の具備すべき電圧調整の要件フレームワークが規定さ
れている
具体的要件は、TSOと発電機運用者の間で合意され、
系統連系契約に含まれる
（中圧系統においても同様のフレームワークが存在）

Partly（一部） N/A Free ○ 無し

Amprion Partly（一部）※1 N/A Free ○ 無し

TransnetBW Partly（一部）※1 N/A Free ○ 無し

TenneT DE Partly（一部）※1 N/A Free ○ 無し

アイルランド EirGrid
送電系統に接続したユニットは、グリッドコードの要件にて
義務化

〇
両方

(Implicit※2 & 
Explicit※3)

ハイブリッド（Hybrid）
○

無し

フランス RTE 義務的提供ではない Partly（一部） Implicit※2
規制価格

（Regulated 
price）

○
有り

スペイン REE 定格出力30 MW以上の送電系統に接続された発電機 × N/A N/A ×
軽微な変

更

イタリア Terna
定格電力10MVA以上の電源ユニットと、すべての新規
HV接続PPM及び同期発電機は、必須

× N/A N/A × 無し

スウェーデン
Svenska 
Kraftnät

N/A × N/A N/A × 無し

⚫ 無効電力・電圧調整費用は、アンシラリーサービス費用として託送料金回収される場合と発電事業者に義務的に無償提供を
義務づける場合があるが、現状では託送料金制度面で大きな変更は予定されていない。

出所）ENTSO-E、“SURVEY ON ANCILLARY SERVICES PROCUREMENT, BALANCING MARKET DESIGN 2018”、 https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-
services-procurement-and-electricity-balancing-market-design、2020年2月10日閲覧、より三菱総研作成

※1: 無効電力注入(injection)に対してのみ報酬あり。※2: 黙示的な ※3: 明示的な、※4: 各リソースの入札額をそれぞれの精算額決定に用いる方式

図表 3-1-8 無効電力・電圧調整費用と託送料金回収の現状

https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design
https://www.entsoe.eu/publications/market-reports/#survey-on-ancillary-services-procurement-and-electricity-balancing-market-design
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慣性調達と費用回収
系統連系要件上の扱い

⚫ 欧州では慣性について、欧州共通ネットワークコード（RfG）によって、系統連系の際にTSOは発電設備に対して機能具備を
もとめることができる旨が規定された。

電源タイプ 連系電圧
設備容量

（大陸欧州・英国の場合）
同期電源 非同期電源（太陽光・風力等）

Type A

110kV未満

0.8kW以上～1MW未満

Type B 1MW以上～50MW未満

｢もし可能な場合は（if applicable）｣、慣性機能を備え
ること（RfG第21条）

Type C 50MW以上～75MW未満 TSOは、パワーパーク・モジュールが系統周波数の急速な変
動の際に慣性制御機能（synthetic inertia）を発揮で
きるよう規定する権利を有する（RfG第21条）Type D 110kV以上 75MW以上

※: RfGはEU規制であり2016年5月に発効。各国は3年以内(承認準備期間を含めると2年以内)に、自国のグリッドコードをRfGに合致させる必要がある。RfGでは連系電圧・設備容量によって発電設備を4つに区分し、設備
規模に応じた系統連系に関する要件を定めている。
出所）
[1]経済産業省ウェブサイト、平成３０年度 新興国におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（海外における再生可能エネルギー等動向調査）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000766.pdf、2020年2月25日閲覧

慣性調達と費用回収

⚫ 大陸・北欧諸国と比較して、系統規模が小さい英国とアイルランドにおいては、TSOが慣性対応の調整力を調達している。

国 調達商品 調達方法 費用回収

英国[1][2] EFR(1秒以内の応答)
FFR/MFR(10秒～30秒以内の応答）※1 相対契約による調達

BSUoS※2によって回収
（発電側50％、需要側50％負担）

アイルランド[3] SIR(Synchronous Inertial Response) 入札による調達 託送料金によって回収

出所）
[1] National Grid、”Electricity Transmission network charging“、
https://www.nationalgrid.com/sites/default/files/documents/Introduction%20to%20TNUoS%2C%20BSUoS%20and%20Connection%20Charging.pdf、2020年2月25日閲覧
[2] Single Electricity Market Committee、“DS3 System Services Technical Definitions Decision Paper”、https://www.semcommittee.com/sites/semcommittee.com/files/media-
files/SEM-13-098%20%20DS3%20System%20Services%20Technical%20Definitions%20Decision%20Paper%20-%20FINAL_1.pdf、2020年2月25日閲覧

※1 EFR, FRR/MFRについては、P10 英国：調整力の分類と要件 （１/２）を参照 ※2 BSUoS (Balancing Service Use of System Charges)

図表 3-1-9 欧州共通ネットワークコード（Requirement for Generators）における慣性力の扱い[1]

図表 3-1-10 英国・アイルランドにおける慣性調達と費用回収

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000766.pdf
https://www.nationalgrid.com/sites/default/files/documents/Introduction%20to%20TNUoS,%20BSUoS%20and%20Connection%20Charging.pdf
https://www.semcommittee.com/sites/semcommittee.com/files/media-files/SEM-13-098%20%20DS3%20System%20Services%20Technical%20Definitions%20Decision%20Paper%20-%20FINAL_1.pdf
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3.2 託送料金（レベニューキャップ制度）
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3.2.1 各国のレベニューキャップ制度の比較
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各国のレベニューキャップ制度の比較（1）

インセンティブ型 ベンチマーク型

概要

• 規制期間の将来コスト想定に基づきレベニューキャップを設定

• 将来コスト想定の妥当性審査の観点から、ビジネスプランを
厳格に審査

• 事業投資やサービス品質の向上を促すべく、アウトプット・イン
センティブを設定

• 過去費用実績に基づくベンチマーク設定によってレベニュー
キャップを設定

• 費用は制御可能費用、制御不能費用に分けられ、制御
可能費用について効率化ファクターを設定

特徴
• 事業者のビジネスプランのコスト想定、投資計画の正当性を
確認する観点から、詳細査定を実施してレベニューキャップを
設定

• DEA分析等の統計モデルに基づくベンチマーク設定によって
詳細なコスト査定を経ずにレベニューキャップを設定

査定プロセス • 個別コスト項目に対して詳細査定を実施する •個別コスト項目に対して詳細査定を実施しない

メリット

• アウトプット指標の設定によって、多面的な政策目的に適合
した事業活動をコントロール可能

• 個別のコスト項目毎の詳細査定のコミニュケーションを通じて、
レベニューキャップ設定について、事業者の納得を得やすい

• 個別コスト費目の査定を要しないため、査定側は具体的支
出項目に関する高度な実務知見は求められない。

• 査定にかかわる行政コスト、事業者の負担が小さい

• 投資計画も含め、事業者側の効率化手段に関する裁量性
が大きく、事業者の自主性的経営判断を尊重

デメリット

• 個別コスト費目の査定を要しないため、査定側は具体的支
出項目に関する十分な実務知見が必要

• 査定にかかわる行政コスト、事業者の負担が大きい

• 投資計画については、料金査定とは別途工夫が必要であり、
過大投資、過小投資のリスクがある

• 対象事業者数が少ない場合、効率化係数の統計的な処
理に関する信頼度が担保されにくい

• モデル分析に関する規制・事業者の相互理解を欠くと査定
がブラックボックス化する

導入国※ 英国（フランス、アイルランド） ドイツ、ノルウェー（スウェーデン）

※本表は本調査で詳細調査を実施した英国、ドイツ、ノルウェーを前提として特徴を整理したものであり、（）内の国についてはCEER報告(Report on Regulatory Frameworks for European 
Energy Networks 2019)の概要情報に基づき分類したものであることに留意

図表 3-2-1 各国のレベニューキャップ制度の比較（１）
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各国のレベニューキャップ制度の比較（2）

インセンティブ型 ベンチマーク型

英国 ドイツ ノルウェー

査定体制

規制機関 Ofgem(ガス・電力市場局) BNetzA(連邦ネットワーク庁) NVE(ノルウェー水資源・エネルギー局)

査定人員規模
54名（2014年時点）

（送電25名、配電29名）
24名

(ベンチマーク評価13名、コスト承認21名)
15名（2014年時点）

規制対象
事業者

送電(TSO)

3社
National Grid Electricity Transmission社、
Scottish Hydro Electric Transmission社、

Scottish Power Transmission社

4社
Tennet社、50Herz社
Amprion社、EnBW社

1社
Statnett社（国営）

配電(DSO)
14社（6グループ） 800-900社

※ベンチマークによる査定対象は顧客数が3万以
上の200社、その他の社は簡易査定

128社

制度の特徴

• 事業者のビジネスプランのコスト想定、投資計
画の正当性を確認する観点から、詳細な査定
に基づいてRCを設定

• 一方、事業者の投資やサービス品質の向上を
促すべく、各種インセンティブを設けて期中のRC
に反映

• 託送料金削減、情報の透明性の確保目的
の中で、多数のDSOの効率的査定という観
点から一部事業者に対してベンチマークに基
づく評価により査定

• 過去実績に基づき、制御不能コストを除外し
た効率化可能な部分のみの改善を求める

• 多数のDSOの効率的査定という観点から、一
部のパススルーコストを除き、DEA分析によるベ
ンチーマーク評価によって査定

• 収入上限の設定において規制機関は個別コス
トの査定を行わない

• 収入上限を1年毎に見直し、投資と費用回収
のラグを短縮し、投資インセンティブに配慮

規制期間の設定
8年
TSO：2015年4月～2023年3月
DSO：2013年4月～2021年3月

5年
2019年1月~2023年12月（第3期）

1年（主要な算定原則は5年毎に見直し）

レベニュー
キャップ設定
（期初）

費目区分

• スローマネー（CAPEX相当）とファストマネー
（OPEX相当）に区分

• スローマネーはWACCを乗じた許容報酬の算出、
減価償却費の算定に反映してRCに算入

• 法律に基づいた分類に基づく制御不能コストの
切り分け

• 制御可能コストのうち効率化ベンチマーク評価
に基づき非効率コストの切り分け（特定の費目
でなく、計算上の切り分け）

• DEA分析によるベンチマーク評価

ビジネス
プラン
の扱い

直接的な詳細査定有り
• ビジネスプランの前提となるコスト諸元、投資計

画、アウトプット評価を含めた詳細な資料を多
数提出し、Ofgemが査定

• ビジネスプランについては、その正当性を示すた
めの説明が求められる

詳細査定無し
• TSOがシナリオプランニング及び系統開発計画

（NEP）を作成し、BNetzAが承認
• それに基づき投資計画等は実施され系統開発

計画に基づく投資金額等のチェックはしない
• DSOは系統計画等は策定しない

詳細査定無し（DEA分析により考慮）
• ビジネスプランは料金査定の直接の対象とされ

ず、設備投資計画等の適切性は、DEA分析に
よる効率化スコアにおいて間接的に反映

図表 3-2-2 各国のレベニューキャップ制度の比較（２）
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各国のレベニューキャップ制度の比較（3）

アウトプット・インセンティブ型 インプット・インセンティブ型

英国 ドイツ ノルウェー

効率化係数の算定方法

• 明示的な効率化係数の算定はなされない • DEA分析、SFA分析を用いたヤードスティッ
ク評価に加え、生産性ファクターを考慮

• DEA分析を用いたヤードスティック評価によっ
て統計的に算定

インセンティブ

制度

事業

効率化

• 期初の事業者のコスト見通しとOfgemの想
定との差分に基づいて係数を設定

• 設定した係数を下記の想定費用と実績差の
取り扱いにて適用

TSO

• e3GRIDによる国際ベンチマーク評価(DEA

分析)により設定

DSO

• 国内DSOを対象としたベンチマーク評価
(DEA分析)により算定

TSO

• e3GRIDによる国際ベンチマーク評価(DEA

分析)により設定

DSO

• 国内DSOを対象としたベンチマーク評価
(DEA分析)により算定

アウトプット

• 信頼性/可用性、環境性、接続性、顧客満
足度、社会的責任（DNOのみ）、安全性、
拡張性（TOのみ）の観点から指標を設定し、
達成状況に応じて期中調整にてRCに反映

• 効率化ベンチマーク分析結果に基づく効率化
指標

• その他品質要素の考慮(停電回数、ネット
ワーク損失低減 等)

• 効率化ベンチマーク分析結果に基づく効率化
指標

• 電力品質（停電コスト）の考慮

期中調整と外生的要因

の取扱い

• 効率化インセンティブ、アウトプット指標による
インセンティブ、イノベーション費用等について
期中調整

• 外生的要因もUncertainty Mechanism
の中で考慮して期中調整に反映

• 物価変動や回避不可能な事象等は実績等
を基に補正される

• 期中の投資等は申請を通じて期中調整（実
質的には簡易審査で届出ベースで承認され
る）

• 期初の期待許可収入上限と期末の託送料
金収入実績の差として超過利潤/収入不足
が出た場合は託送料金を調整

想定費用と実績差の取扱い

• 実績における削減/増加分について事業者の
取得分と、需要家への還元分に仕分け

• 2年のタイムラグをもってRCに反映

• 次の3年間に分散して調整される • 2年後のRC設定時に組み込み

図表 3-2-3 各国のレベニューキャップ制度の比較（3）
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3.2.2 英国

（1）電力ネットワークの特徴

（2）現行制度の背景と制度の目的

（3）制度概要

（4）制度詳細



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 149

(1) 電力ネットワークの特徴

電気事業体制（英国）

⚫ 英国の現行電気事業はアンバンドリングが徹底されており、発電/送電/配電/小売の各部門に所有権分離され、各々が独立し
た経営を行っている。

⚫ 英国の送電事業者（TO）はNational Grid Electricity Transmission、Scottish Hydro Electric Transmission、
Scottish Power Transmissionの3社体制。

⚫ 英国の配電事業者（DNO）は6グループ14社存在し、日本の送配電事業者10社と社数が近い。このため、査定の対象者数
が近く、我が国における託送制度の参考にしやすいと考えられる、DNOでの託送料制度を中心に情報を整理している。

発電・卸供給
【自由化】

送電
【独占】

配電
【独占】

小売
【自由化】

最終需要家【全面自由化】

再生
可能
電源
（RO,
FIT）

6大電力を中心に数十社

National Grid等

6グループ14社

6大電力を中心に数十社

GBSO【系統運用者】

電力の流れ

供給契約

相対契約

取引所またはBM取引

BM市場

取引所

出所）ofgemウェブサイト、RIIO-ED1 Annual Report、
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riio-
ed1_annual_report_2017-18.pdf、2020年2月6日閲覧

出所）海外電力調査会、「海外諸国の電気事業 第1編 2019年（上下巻）、2019年1月

図表 3-2-4 英国の電気事業体制 図表 3-2-5 英国における配電事業者

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riio-ed1_annual_report_2017-18.pdf
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(2) 現行制度の背景と制度の目的

RIIO-1導入の背景と目的（英国）
⚫ 前制度のRPI-Xの改革の必要性が認識されたことから、2013年にRIIO-T1が、2015年にRIIO-ED1が新たな託送料金規制のフレーム

ワークとして導入された。
⚫ RIIOの目的意識はTO向けのRIIO-T1、DNO向けのRIIO-ED1ともに同様であり、将来に向けたエネルギーセクターの持続可能性の維

持と低炭素化、また、消費者の利益向上が掲げられている。

出所）
[1] 経済産業省ウェブサイト、平成30年度電力市場環境調査（諸外国における託送料金制度等に関する調査・分析）、 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000081.pdf、2020年2月18日閲覧
[2] Ofgem, Decision on strategy for the next transmission price control - RIIO-T1、 https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decision_0.pdf、2020年2月18日閲覧
[3] Ofgem, Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control –Overview-、 https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/03/riioed1decoverview.pdf、
2020年2月18日閲覧

• 前制度のRPI-Xが事業者に寛容との指摘。
• RPI-Xにおいて財務状況の報告や一貫した会計基準が十分でない等の指摘。
• RPI-Xにおいてエネルギーセキュリティ、料金低廉化、低炭素化のトリレンマに対する事業者の適応力の欠

如等の課題が表面化。

≪RIIO-T1での主な言及事項[2]≫
• ネットワーク事業者に対して、持続可能なエネルギーセクターの実現に向けた役割を果たさせること。
• そのための取組を、現在から将来にわたって、消費者に対して価値提供できる形で進めること。
✓ 消費者に価値を提供し、低炭素化に向けて取り組む事業者に報酬を与えること（できない場合はペナ

ルティ）。
✓ 事業者のビジネスプランが、消費者に貢献し、低炭素化に資するものであることを証明させること（そのた

めに、詳細な情報を提出させる）。
≪RIIO-ED1での主な言及事項[3]≫
• ネットワーク事業者に対して持続可能なエネルギーセクターの低コストでの実現に向けての強いインセンティブ

を持たせ、消費者への利益をもたらすこと。
• アウトプットの設定等を通じて、消費者に効率的、かつ、タイムリーに貢献可能な取り組みに対して、報酬を

与えること。
• 低炭素化に向けた取り組みに対する動機づけを行うこと。

RIIO
導入の

目的[2,3]

RIIO
導入の
背景[1]

図表 3-2-6 RIIO-1導入の背景と目的

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000081.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decision_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/03/riioed1decoverview.pdf
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(3) 制度概要

RIIO-1の概要（英国）
⚫ 前述の目的を踏まえ、RIIO-1はレベニュー（Revenue）を、インセンティブ（Incentive）を通じて、イノベーション

（Innovation）とアウトプット（Output）をもたらすためのモデルとして導入された。
⚫ RIIO-1の主な特徴は以下の通り。

出所）
[1]Ofgem、Handbook for implementing the RIIO model、Ofgem, Decision on strategy for the next transmission price control - RIIO-T1、 https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-
publications/51871/riiohandbookpdf、2020年2月4日閲覧
[2]Ofgem、Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control –Overview-、DNV GL,WPDヒアリング（2020年1月実施）より三菱総研作成

詳細なビジネスプランの
提出とコスト査定

• ネットワーク事業者はRIIO-1の規制期間中にどのような投資を行い、アウトプットを実現するかについて、十分に正当化された
（”well-justified”）のビジネスプランを提出することが求められる。

• ビジネスプランの査定にあたってはその根拠となる情報について、定量情報、試算根拠となるエクセルファイルも含めて多数の提出
を求められる。

• コスト査定は大きく分けてTOTEXを基準にしたTOTEX評価モデルと、各々のコスト項目についてコスト算出モデルを作成して積
み上げるコスト分解型モデルの2つを利用する（コスト分解型のモデルが、TOTEXの全体をとらえられるように正確にコスト項目
の分類、積み上げができない可能性も踏まえて、TOTEX評価のアプローチも必要とされる）。

アウトプット
インセンティブ

• 信頼性/可用性、環境性、接続性、顧客満足度、社会的責任（DNOのみ）、安全性、拡張性（TOのみ）の観点から指
標を設定し、達成状況に応じてレベニューキャップに反映。

• これによりネットワーク事業者に対して消費者等のステークホルダーのニーズに貢献する取り組みを促進。

効率化インセンティブ
• ネットワーク事業者に対して投資の効率化を促すべく、投資金額の効率化分を事業者と消費者に還元する効率化インセンティ

ブを設定。
• 還元のレートは事業者のビジネスプランにおけるコスト想定とOfgemの想定するコスト想定の差異に基づいて設定。

イノベーションの促進
• イノベーション向けの投資を促進するためのパッケージとして、Network Innovation Competition(NIC)、Network 

Innovation Allowance(NIA)、Innovation Roll-out Mechanism (IRM)のパッケージを用意。

Uncertainty
Mechanism

の考慮

• ネットワーク事業者をコントロール不能なコスト変動から保護するために、Uncertainty Mechanismを適用。
• 投資における価格/数量の変動等に対して、パススルーや再交渉（re-opener）の形で反映するほか、経済指標や税制の変

更についても翌年のレベニューに反映することで調整を適用。

図表 3-2-7 RIIO-1の概要

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/51871/riiohandbookpdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 152

期中調整

(3) 制度概要

RIIO-1のレベニューキャップ策定プロセス（英国）
⚫ RIIO-1ではのレベニューキャップ策定プロセスの概略は以下のとおり。
⚫ TO/DNOが提出するビジネスプランの査定に基づき、期初のレベニューキャップが策定される。
⚫ 期中はアウトプットの達成状況に応じてレベニューキャップが調整される。

期初のレベニューキャップ策定ビジネスプラン策定

• TO/DNOにて投資、コスト等に関する
情報、及びRIIOで求められるアウトプッ
トの達成見通し等を取りまとめたビジネス
プランをとりまとめ。
✓ TO/DNOはビジネスプランのドキュメン

トの他、その根拠、正当性を示すため
の費用分析モデル、財務分析モデル
など、多数の資料の提出を求められる。

• ビジネスプラン決定までのプロセスは以下
のとおり。
✓ 当初のビジネスプラン査定（fast-

track、slow-trackへの振り分け）。
✓ 事業者によるビジネスプランの見直し
✓ Initial Proposalの提出（査定、パ

ブコメ）。
✓ Final Proposalの提出、確定。

• 修正後のビジネスプランで設定されたコス
トとOfgem自身で想定するコストを
25%:75%の比率で加重平均化したコ
ストをベースにレベニューキャップを策定。

• Ofgem自身が想定するコストは大きく分
けてTOTEX評価モデルとコスト分解モデ
ルの2つのモデルに基づき算出。
✓ TOTEX評価モデル：TOTEXそのも

のを直接予測するために、特定の変
数による回帰を行う。

✓ コスト分解モデル：TOTEXを構成す
るコスト項目ごとにモデルを構築して積
み上げる。

• 事業者の想定とOfgemの想定の差に
基づき、期中の効率化インセンティブを適
用する際に事業者へ還元されるレートが
決定される。

• TO/DNOは毎年RIGs(Regulatory 
Instructions and Guidance)の指
示に基づいて、アウトプットの達成状況や
実績コスト、その根拠となる諸情報を提
出。

• 提出された資料に基づき、以下のルール
に基づいてレベニューキャップの調整がなさ
れる。
✓ 効率化インセンティブ：ビジネスプラン

に対する実績コストの増減に基づいて
その一部をレベニューキャップに反映。

✓ アウトプット：RIIO-1で設定される各
アウトプット項目に基づいてインセン
ティブ/ペナルティを付与。

✓ Uncertainty Mechanism：ビジネ
スプランにない外生的な要因に依る
費用増分をレベニューキャップに反映。

✓ その他：イノベーション費用等の反映。

出所）Ofgem, RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas 、 Ofgem, Decision on strategy for the next transmission price control – RIIO-T1 Tools for cost assessment 、
Ofgem, RIIO-ED1: Final determination for the slow-track electricity distribution companies –Business plan expenditure assessment-、 Ofgem, Decision on strategy for the next transmission and gas 
distribution price controls - RIIO-T1 and GD1 Business plans, innovation and efficiency incentives、Ofgem, Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control  Outputs, Incentives and 
Innovation 、Ofgem, RIIO-T1 Electricity Transmission Price Control – Regulatory Instructions and Guidance: Version 6.2、Ofgem, Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control -
Uncertainty mechanisms、 DNV GL/WPDヒアリング（2020年1月実施）より三菱総研作成

図表 3-2-8 RIIO-1のレベニューキャップ策定プロセス
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(3) 制度概要

期初・期中のレベニューキャップ策定の概略（英国）

出所）Ofgemウェブサイト、 https://www.ofgem.gov.uk/network-regulation-riio-model/current-network-price-controls-riio-1/riio-t1-network-price-control、2020年2月21日閲覧
Ofgemウェブサイト、 https://www.ofgem.gov.uk/network-regulation-riio-model/current-network-price-controls-riio-1/riio-ed1-network-price-control、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 英国ではRIIO1ではTO/DNOのビジネスプランをOfgemが査定し、査定結果に基づいて修正されたプランを公表して意見募集
したうえで、RIIO1の期間で参照すべきビジネスプランが最終決定される。

⚫ RIIO1の期中はライセンスにおける指示に基づき、RIGsに従って毎年各TO/DNOのパフォーマンスが提出され、当初策定したビジ
ネスプランの達成状況が確認され、レベニュー調整やインセンティブ、ペナルティの評価が行われる。

当初のビジネスプラン策定 期中のパフォーマンス提出

≪Ofgemによる情報公開の範囲≫
• 当初のビジネスプラン（➀）の査定結果概略
• ビジネスプランに関する提案書（②初版、③最終版）
• 上記提案書の付録資料
✓ コスト評価に関する補足説明
✓ 財務評価に関する補足資料（エクセルフォーマット含む） 等

≪Ofgemによる情報公開の範囲≫
• RIGsにおける提出資料作成のガイド
• 提出資料のフォーマット
✓ コスト諸元、財務評価等の各種情報を記入するエクセル（TOと

DNOで内容は異なる）

➀

⚫ TO/DNOはOfgemにビジネスプランの第一案を提出し、
Ofgemがこれを査定
✓ 評価が十分な事業者はFast-trackingに振り分け（ビ

ジネスプランの確定プロセスを先行）
✓ 不十分な事業者はSlow-trackingに振り分け

➁

⚫ TO/DNOは査定結果に基づいてビジネスプランを修正
⚫ Ofgemによるレビュー資料をビジネスプランの提案書として

Ofgemホームページに公表し、意見募集
✓ Consumer Challenge Groupの意見も反映

③
⚫ 意見募集を踏まえたOfgemによるビジネスプランへのレビュー

の最終版をOfgemホームページに公表し、RIIO-1の前提と
なるレベニューキャップを確定

➀

⚫ TO/DNOはライセンスにおける指示に基づき、
RIGs(Regulatory Instructions and Guidance)
に従って、毎年パフォーマンス状況（年次レポート）を提出

※ 事業者による他の公表物は規制ではなく、自主的取り組み
による

➁

⚫ OfgemはRIGsのレポートの内容を確認し、コスト等の実績
状況を確認
✓ RIGｓの所定のエクセルフォーマットに記入して報告
✓ アウトプットについても、顧客満足度や信頼性、環境性等

の項目に応じた記入シートを用意

③
⚫ 確認結果に基づいて、アウトプットの達成状況やインセンティ

ブ、ペナルティを評価

図表 3-2-9 期初・期中のレベニューキャップ策定の概略

https://www.ofgem.gov.uk/network-regulation-riio-model/current-network-price-controls-riio-1/riio-t1-network-price-control
https://www.ofgem.gov.uk/network-regulation-riio-model/current-network-price-controls-riio-1/riio-ed1-network-price-control
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(3) 制度概要

期初・期中のレベニューキャップ策定のスケジュール（英国）
⚫ RIIO-１におけるレベニュー策定のスケジュールは下表のとおり（下表はTOの場合だが、DNOの場合も規制期間が

2015~2023であるのみで、基本的なスケジュールは同様）。

出所）
[1]Ofgem, RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/1_riiot1_fp_overview_dec12_0.pdf、2020年2月18日閲覧、より三菱総研作成
[2] Ofgem, RIIO-T1 Electricity Transmission Price Control – Regulatory Instructions and Guidance: Version 6.2、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/2018-19_riio-
t1_electricity_transmission_rigs_v6.2.docx、2020年2月18日閲覧

時期
実施事項

Ofgem TO

期
初

2011年 3月
RIIOの方法論の詳細を検討決定文書として2011年3月にこれ
を公表

2011年 7月 各社よりOfgemへビジネスプランの当初案を提出

2011年 10月 各社のビジネスプラン当初案に対する査定結果を公表
Scottish Hydro Electric Transmission、Scottish Power 
Transmissionは良質なビジネスプランとしてFast-trackingへ
National Grid TransmissionはSlow-trackingへ

2012年 2月 ＜Fast-tracking＞コンサルテーションを実施

2012年 3月 ＜Slow-tracking＞コンサルテーションを実施 ＜Slow-tracking＞修正版ビジネスプランをOfgemに提出

2012年 4月
＜Fast-tracking＞ビジネスプランの最終版に関する提案書を公

表（レベニューキャップ確定）

2012年 7月
＜Slow-tracking＞ビジネスプランの暫定案を公表し、コンサル

テーションを実施
＜Slow-tracking＞ビジネスプラン暫定案をOfgemに提出

2012年 12月
＜Slow-tracking＞ビジネスプランの最終版に関する提案書を

公表（レベニューキャップを確定）

2013年 4月 RIIO-T1開始

期
中

各年 7月末 期中のパフォーマンス評価を行うためのRIGsの提出期限

～翌年
レベニュー確定

RIGｓの提出内容に基づき、Ofgemにてレベニューへの反映結
果を検討

必要に応じてOfgemからの確認に対応

図表 3-2-10 RIIO1における期初・期中のレベニューキャップ策定のスケジュール

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/1_riiot1_fp_overview_dec12_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/2018-19_riio-t1_electricity_transmission_rigs_v6.2.docx
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

RIIO1のレベニューキャップ計算の全体像（英国）
⚫ RIIO1ではTOTEXとアウトプットに基づき、最終的に以下要素の合計からレベニューキャップを算定。
✓ 許容報酬 / 減価償却費 / ファストマネー / イノベーション資金 / パフォーマンスインセンティブ / その他
✓ うち、期初のレベニューキャップの要素は、許容報酬、減価償却費、ファストマネー、イノベーション資金

※：大規模な系統投資プロジェクト（規制期間を跨ぐプロジェクトも含まれる）の考慮も含む（TOの場合はStrategic Wider Works）
出所）
[1]Ofgem、Guide to the RIIO-ED1 electricity distribution price control、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/01/guide_to_riioed1.pdf、2020年2月28日閲覧
[2]Ofgem、RIIO-ED1 Annual Report 2017-2018、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riio-ed1_annual_report_2017-18.pdf、2020年2月28日閲覧
[3]Ofgem、RIIO-ED1: Final determinations for the slow-track electricity distribution companies-Business plan expenditure assessment、https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-
ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月28日閲覧、を元に三菱総研作成

≪TOTEX≫

需要関係CAPEX

非需要関係CAPEX

OPEX

期中はUncertainty 
Mechanism

による調整を考慮※

※TOも基本的な考え方は同様

図表 3-2-11 RIIO1のレベニューキャップ計算の全体像（DNOの場合）

スローマネー

ファストマネー 許容報酬減価償却費 Tax

RAV
(Regulated 

Asset Value)

WACC
（税考慮前）

ベースレベニュー

RAVの価額に基づき、
定額法より減価
償却費を算出

安全性
信頼性

顧客満足度
接続性

環境/社会的義務

イノベーション
資金

※ 一部期中調整分もあり

アウトプット
インセンティブ

その他
（インフレ調整、年金関

係、税調整 等）

≪アウトプット≫

効率化
インセンティブ＋

IQI*

ベース
レベニュー

レべニューキャップ
（Allowed Revenue）

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン

期中調整
（ビジネスプランも参照して反映）

期初分はレベニュー
に一定割合加算

*Information Quality Incentive

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/01/guide_to_riioed1.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riio-ed1_annual_report_2017-18.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

RIIO1におけるTOTEXの構成（英国）

⚫ RIIO1ではTOTEXは「需要関係CAPEX」、「非需要関係CAPEX」、「非運用CAPEX」、「OPEX」、「制御不能OPEX」の合計
とされている。

需要関係CAPEX
• 需要家の電力使用パターンの変化に対応するために必要となる投資。
• RIIO-ED1で事前に定められたベースラインを前提に、Uncertainty Mechanismに基づく調整を行う。

非需要関係CAPEX

• 非需要関連CAPEXは、主に資産の健全性、アセットの不具合のリスク、及びこれらによる配電ネットワーク
への影響によって変動する。

• これは、主要アセット（変圧器、開閉器、架線、地中電線、電線トンネル）とそれ以外のアセット（反応
炉、計器、保護制御装置、浸水防護、その他資産）に大別されている。

非運用CAPEX • システム資産（IT、通信、自動車、土地、建物）を除く新規及び更新資産に対する支出。

OPEX

• ネットワークの日常的な運用に関連するコストで構成される。
• 「直接OPEX」、「関連性の高い間接コスト」と「ビジネスサポートコスト」に分類される。
• 直接OPEXは、検査、保守、及び故障修理のコストを表す。
• 関連性の高い間接コストはバックオフィス機能を表す。
• ビジネスサポートコストは、ビジネス全体をサポートするコストを表す。

≪参考≫ 制御不能OPEX
• 制御不能OPEX及びその他の除外されるサービスコストには、DNOの制御不能なコストが含まれる（例え

ば、ライセンス料、ビジネス手数料等）。
• これらはパススルー・コストであり、RAVを決定する際にTOTEXから削除される。

※TOも基本的な考え方は同様

図表 3-2-12 TOTEX構成要素（DNOの場合）

出所） FTI Consulting提供資料より三菱総研作成
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

RIIO1におけるファストマネー/スローマネー/RAV等の考え方（英国）
⚫ RIIO1ではTOTEXをCapitalisation Rateに基づき、スローマネーとファストマネーに分ける。
⚫ そのうちスローマネーをRAVとして取り扱い、WACC（税考慮前）を乗じることで許容報酬を算出する。

スロー/ファストマネー

• TOTEXのうち事前に合意された割合（Capitalisation Rate）がスローマネー(TOTEXの資本比率)と
設定される（例えば、ENWLでは68%）。
✓ Capitalisation Rateは各事業者が実績からビジネスプランで定め、Ofgemが事業者の提出状況か

ら正当性を確認したうえで、期初に承認する（原則として毎年同じ値）。
✓ スローマネーはRAVに算入され、減価償却期間にわたって報酬算定に寄与する（CAPEXに相当）。

• 残りが当該年度に支出されるファストマネーと設定される。
✓ ファストマネーは年ごと、費用発生年ごとに報酬算定に考慮される（OPEXに相当）。

RAV
(Regulated Asset Value)

• RAVは事業者がWACC及び減価償却引当金に従って収益を得るための基準価値を表す。
• 2,500万￡を超える高価値プロジェクトなど、一部の支出については事後的にRAVに算入される場合もあ

る（SWWの資産のように事後で構築されることが見通される試算は事前にShadow RAVとして見積もら
れ、事後的にRAVに算入される）。

• 需要関連支出において、需要家側の費用負担がある一部の設備分は算出の際のTOTEXから控除される。
また、純利益の予測価格も許容報酬から控除される。

減価償却費

• RAVの資産は定額法で償却される。
✓ RIIO以前の既存資産の耐用年数は20年。
✓ 新資産の耐用年数は45年。
✓ RIIO1の8年間をかけて、20年→45年に減価償却年数を移行。

（さらに以前の規制期間における減価償却年数は33年であり、税法との一致よりも減価償却のペー
スやレベニュー額の調整の観点から年数は変更されていると考えられる）

出所）
[1]Ofgem, RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas、Ofgem Regulating Energy Networks for the Future: RPI-X@20 History of Energy 

Network Regulation、 https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53602/4riiot1fpfinancedec12.pdf、2020年2月18日閲覧
[2]Ofgem, RIIO-ED1 Financial Model、 https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-ed1-financial-model-following-annual-iteration-process-2019、2020年2月19日閲覧
[3]FTI Consulting提供資料より三菱総研作成

※TOも基本的な考え方は同様

図表 3-2-13 スロー/ファストマネー、RAV、減価償却費の考え方（DNOの場合）

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53602/4riiot1fpfinancedec12.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-ed1-financial-model-following-annual-iteration-process-2019
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RIIO1における許容報酬の考え方（英国）

⚫ 許容報酬は”RAV(Regulated Asset Value)”に想定される”WACC（税引き前）”を乗じることで下式のとおり算出される。

許容報酬 ＝ RAV × WACC

⚫ WACCは下式より算出され、各々の要素の概要は表のとおりである。

WACC = (自己資本コスト × (1-他人資本比率)) + (負債コスト × 他人資本比率)

自己資本コスト
• 標準的なCAPM（資本資産価格モデル）により設定
• 他手法や過去事例との比較は実施

負債コスト
• 非金融事業者における10+年債の利回りの過去情報より設定
• 対象とする情報期間は20年まで毎年増加する

他人資本比率
• 信用格付けと整合的な設定とする
• ここで用いる比率は事業者の実際の他人資本比率と整合させる

WACC（税引き前）
• 税効果は別途計上する前提で設定されたWACC
• ここで設定したWACCをRAVに乗じる

※TOも基本的な考え方は同様

図表 3-2-14 許容報酬の構成要素の考え方（DNOの場合）

出所） FTI Consulting提供資料より三菱総研作成
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RIIO1におけるイノベーション資金の考え方（英国）

⚫ RIIO1におけるイノベーション資金のうち、”Network Innovation Allowance(NIA)”は期初に考慮される。
✓ なお、事後的な調整メカニズムとして”Network Innovation Competition(NIC)”、”Innovation Roll-out 

Mechanism(IRM)”が存在する。

Network Innovation 
Allowance(NIA)

• ビジネスプランにおける事業者の計画をOfgemが査定し、年間許容レベニューの一定比率として設定（例
えば、ENWLの場合0.7%であり、これは全DNOの中で最も高い）。

• NIAは、以下の目的のために、ネットワーク事業者に限定的に資金を供出する枠組み。
✓ ネットワークとその利用者に金銭的なメリットをもたらす可能性のある、小規模な技術プロジェクト、商用プ

ロジェクト、運用プロジェクトに資金提供すること（ネットワークに直接的に関与するものに限る）。

≪参考：期中調整分≫
Network Innovation 
Competition(NIC)

• 需要家に低炭素かつ/または広範な環境面の便益をもたらす可能性のある、大規模プロジェクトに資金を
提供するための枠組み。

• 競争的資金プログラムとしてOfgemから毎年、計画審査及び採択され、採択後、翌年のレベニューキャップ
に加算する。

≪参考：期中調整分≫
Innovation Roll-out
Mechanism(IRM)

• IRMは収益調整メカニズムであり、企業はRIIOの期間内に追加資金を申請して、低炭素かつ/または環境
面での効果が実証可能かつ費用対効果の高いプロジェクトを実施することが可能。

• IRMにより、ネットワーク事業者は、2つタイミングで追加資金を申請することが可能（年間許容レベニューの
1%を上限とする）。

• IRMを介して提供される資金はすべてTOTEXに追加されるため、ファスト/スローマネーの構成要素、収入
額と減価償却費、税金控除効果、及び効率化インセンティブの調整に影響を与える。

• Uncertainty Mechanismの一部として翌年のレベニューキャップに反映される。

出所）
[1]Ofgem, Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control Outputs, incentives and innovation、

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decoutputsincentives_0.pdf、2020年2月18日閲覧
[2]FTI Consulting提供資料より三菱総研作成

※TOも基本的な考え方は同様

図表 3-2-15 イノベーション資金の考え方（DNOの場合）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decoutputsincentives_0.pdf
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TOにおける当初のビジネスプラン査定の概略（英国）
⚫ TOについては2011年10月に各事業者がRIIO1に向けて当初提出したビジネスプラン（ガス事業者含む）をOfgemが査定した結果が

公表されている。

⚫ この段階では各事業者のプランは「プロセス」、「アウトプット」、「コスト効率性」、「財務効率性」、「不確実性/リスク」の5項目から簡易に査
定され、良質な計画として査定を簡略化するFast-trackingとビジネスプランの修正を重ねて査定を行うSlow-trackingのいずれで策定を
進めるか、また、Ofgemとして今後精査する項目が検討された。

■：基準を満たす
■：一部修正が必要
■：大幅な修正が必要
R：早期に改善可能

プロセス
(Process)

⚫ ビジネスプランがしっかり構築されているか。
⚫ 所定の様式に沿って作成されているか。

アウトプット
(Outputs)

⚫ Ofgemの求めるアウトプットを提供できるか。
⚫ アウトプットの提供のためのリソースや方法が説明できているか。

コスト効率性
(Resource - efficient expenditure)

⚫ コスト面で効率的な計画か。
✓ ネットワーク事業者の提出するコスト水準と査定結果のコスト水準がどの程

度異なるかに基づいて評価を行う。査定時の評価は他のネットワーク事業
者やベストプラクティスとの比較、コンサルタントの評価、過去トレンドとの比
較等に応じて検討される。

⚫ 効率の良さを根拠づけられているか。

財務効率性
(Resource - efficient financial costs)

⚫ Ofgemの考える財務の方向性に合致するか。
⚫ コスト効率的な計画か。

✓ Ofgem自身の監査方針（アセットの寿命、減価償却評価、資産価値評
価）とともに、WACCの前提となる財務コスト（資本コスト、債務コスト、
自己資本比率、リスク要素）等を加味して評価する。

不確実性/リスク
(Uncertainty/Risk)

⚫ 不確実性/リスクへの対応とその低減策を考えているか。
✓ ここでのリスクはコントロール可能なリスクとコントロール不可能なリスクの2つ

が存在する。コントロール可能なリスクはネットワーク事業者がビジネスプラン
の中でその取扱いを検討する。コントロール不可能なリスクは、その発生に伴
うコスト変動等についてUncertainty Mechanismの中で取り扱うように
整理する。

≪各基準の主たる評価事項≫

≪Fast-trackと判断≫
⚫ SPTL (Scottish Power 

Transmission Ltd)
⚫ SHETL (Scottish Hydro 

Electric Transmission Ltd)

≪Slow-trackと判断≫
⚫ NGET (National Grid 

Electricity Transmission)
⚫ NGG (National Grid Gas)

*ガス会社も併せて評価

出所）
[1]Ofgem、Initial assessment of RIIO-T1 business plans and proportionate treatment、https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/10/busplanletter.pdf、2020年2月12日閲覧
[2]Ofgem、Initial assessment of RIIO-T1 business plans -Supplementary Annex-、https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53801/busplanannexpdf、2020年2月12日閲覧
DNV GLヒアリング（2020年1月実施）、等より三菱総研作成

図表 3-2-16 TOの当初のビジネスプランの査定結果

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/10/busplanletter.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53801/busplanannexpdf
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DNOにおける当初のビジネスプラン査定の概略（英国）

出所）Ofgem、 Assessment of the RIIO-ED1 business plans、https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/84945/assessmentoftheriio-ed1businessplanspdf、2020年2月12日

⚫ DNOについては2013年11月に、各事業者がRIIO1に向けて当初提出したビジネスプランをOfgemが査定した結果が公表され
ている。

⚫ 査定にはTOと同様の5項目が用いられており、評価の方法も同様の3段階評価である。

■：基準を満たす
■：一部修正が必要
■：大幅な修正が必要

≪Fast-trackと判断≫
⚫ WMID
⚫ EMID
⚫ SWALES
⚫ SWEST

≪Slow-trackと判断≫
⚫ 上記以外の10社

* Electricity North West Ltd (ENWL); Northern Powergrid (NPg): Northeast and Yorkshire (NPgN and NPgY); 
Western Power Distribution: West Midlands, East Midlands, South Wales, South West (WMID, EMID, SWALES, 
SWEST); UK Power Networks (UKPN): London Power Networks, South East Power Networks, Eastern Power 
Networks (LPN, SPN, EPN); Scottish and Southern Energy Power Distribution (SSEPD): Hydro and Southern 
Electric (SSEH, SSES); SP Energy Networks (SPEN): Distribution and Manweb (SPD, SPMW)

WPDグループの
4社

図表 3-2-17 DNOの当初のビジネスプランの査定結果
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ビジネスプランの査定に関する情報公開の状況（英国）
⚫ 当初のビジネスプランに対する査定結果を踏まえ、TO/DNOはOfgemとビジネスプランの修正に関する議論を継続。

⚫ ビジネスプランに関する提案書をOfgemが公表し意見募集を行うとともに需要家サイド及び環境関連の専門家から成るConsumer 
Challenge Group (CCG)との議論も踏まえ、最終版の提案書を策定、公表。

✓ いずれの公表資料も査定のプロセスや手法よりは査定結果の比較、講評を主眼に置いたもの。

DNO (slow-trackの10社の例)

≪Final determinations≫
⚫ TOの提案書と同様に、最終的なビジネスプランのレ

ビュー内容に加え、Initial ProposalとFinal 
Proposalの差分を紹介。

⚫ レビューは以下の項目立てで紹介。
✓ RIIOに定めるアウトプット評価項目への対応
✓ コスト効率化の状況
✓ 財務効率化の状況
✓ 不確実性とリスクの考え方
✓ イノベーションに対する考え方

≪Business plan expenditure assessment≫
⚫ コスト効率化に関連して、提案書本編より細かな粒度

でInitialとFinal、また、Ofgemが想定した数値との比
較等を紹介。

※ 補足資料は上記のコスト関係の他、財務、アウトプット、インセン
ティブ、イノベーションに関するものも存在

TO (National Grid Electricity Transmissionの例)

≪Final Proposal≫
⚫ 意見募集において提起された論点を概説。
⚫ 最終的なビジネスプランのレビュー内容に加え、Initial 

ProposalとFinal Proposalの差分を紹介。
⚫ レビューは以下の項目立てで紹介。
✓ RIIOに定めるアウトプット評価項目への対応
✓ イノベーションに対する考え方
✓ コスト効率化の状況
✓ 財務状況
✓ 不確実性メカニズム (Uncertainty Mechanism)

≪Cost assessment and uncertainty 
Supporting Document≫
⚫ 不確実性メカニズム、コスト効率化に関連して、提案

書本編より細かな粒度でInitialとFinalの比較を掲載
⚫ コストについては大まかな費目に分けての比較を実施。

※ 補足資料は上記のコスト関係の他、財務、アウトプット、インセン
ティブ、イノベーションに関するものも存在

出所）
[1]Ofgem、RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas / Cost assessment and uncertainty Supporting Document、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/1_riiot1_fp_overview_dec12_0.pdf、2020年2月12日閲覧
[2]Ofgem、RIIO-ED1: Final determinations for the slow-track electricity distribution companies / Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/3_riiot1_fp_uncertainty_dec12.pdf、2020年2月12日閲覧、より三菱総研作成

図表 3-2-18 ビジネスプランの査定に関する情報公開の状況

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/1_riiot1_fp_overview_dec12_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/3_riiot1_fp_uncertainty_dec12.pdf
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ビジネスプランへの記載事項（英国）
⚫ OfgemはDNOのビジネスプラン作成にあたり、以下の内容を含むことを要求している。

項目 概要

概要資料

サマリー/ファクトシート • ビジネスプランにおいてキーとなる数値、情報を整理した1ページの資料

エグゼクティブサマリー
• ビジネスプランの主要項目を整理した章
• アウトプット指標の取り扱い、支出計画とその託送料金への影響、想定される不確実性、主要財

務指標等に関するまとめを記載

ビジネス
プランの

記載項目

アウトプット
• 安全性、信頼性/可用性、環境性、接続性、顧客満足、社会的責務の6つのアウトプット項目に

関してDNOが取り組む内容

支出（会計上の支出）
• コスト（及びその前提となる数量）に関する将来の見通しに関する説明
• コストが関連するアウトプット指標に関する説明

財務 • 資本コスト、資産・減価償却の見通し、税等の財務条件

不確実性/リスクの取り扱い • RIIO-ED1期間に想定される不確実性、リスクとその対応方針

シナリオ
• DNO自身のベストシナリオの他、英国エネルギー・気候変動省が設定する4つのシナリオにおける支

出見通し

スマートグリッド • スマートグリッドに関わるソリューションの導入見通し、及びその効果（費用便益分析の結果）

イノベーションの導入見通し • 現行のビジネスにどのようにイノベーションや低炭素技術を導入していくかの見通し

付帯資料

付録資料 • 上記項目に関するさらに詳細な説明資料、技術情報

データセットの提出 • コストやアウトプットの評価の前提となるデータセットの提出

費用便益分析モデルの提出 • ビジネスプラン作成時に用いた費用便益分析モデル（ビジネスモデルの正当性の根拠）

財務分析モデルの提出 • ビジネスプラン作成時に用いた財務分析モデル（期中のレベニュー調整のためにも活用）

出所）Ofgem、Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control : Business plans and proportionate treatment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decbusinessplans_0.pdf、2020年2月12日閲覧、より三菱総研作成

図表 3-2-19 RIIO-ED1で指示されるビジネスプランの記載/提出事項

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decbusinessplans_0.pdf
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ビジネスプランへの記載事項（英国）ー費用便益分析モデルについてー
⚫ ビジネスプランの費用便益分析モデルを通じて事業者はビジネスプランの内容が需要家にとって最適なものであることを実証する。

⚫ モデルの守るべき指針はOfgemより示されるが、モデルは各事業者で作成するものであり、モデルがOfgemの指針と合致しない部
分はその説明を行うこととされている。

⚫ DNOの1社であるUK Power Networks(UKPN)のホームページに公開されている費用便益分析モデルの例を以下に示す。

出所）UK Power Networksウェブサイト、https://www.ukpowernetworks.co.uk/internet/en/about-us/documents/EPN-2016-E4-Losses-CBA-RIIO-ED1-GMT.xlsx、2020年2月12日閲覧、に三菱総
研加筆（日本語部分説明）

≪投資金額≫
• 設備増強、メンテナンス、更

新等の各種投資の金額を年
毎に記入し、その合計を算出

≪社会コストの減少量≫
• 環境影響（GHG排出な

ど）、顧客その他に生じうる
損失の減少量を金銭価値換
算して年毎に算出して合計

≪社会コスト試算の前提≫
• 金銭価値化される前の社会

コストの減少分を記入（ロス
低減、CO2排出低減、停電の減
少（頻度/時間）、重大事故の
発生確率低減、オイル流出）

図表 3-2-20 UKPNの費用便益分析モデル（エクセルファイル）の例

https://www.ukpowernetworks.co.uk/internet/en/about-us/documents/EPN-2016-E4-Losses-CBA-RIIO-ED1-GMT.xlsx
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ビジネスプランへの記載事項（英国）ー財務分析モデルについてー

⚫ ビジネスプラン提出時、及びその後の期中調整には、Ofgemの指定する財務分析モデルの提出が求められる。

⚫ このモデルはエクセルファイルとして公開されており、事業者が各年のコスト情報や財務諸元等を入力することで、各シートで必要情
報が算出され、最終的にレベニューキャップの金額が算出されるように設計されている。

出所）Ofgem、財務分析モデル、https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-ed1-financial-model-following-annual-iteration-process-2019、2020年2月7日閲覧、より三菱総研作成

TOTEXシート
入力シートのデータに基づき、CAPEX、
OPEX等の区分に応じて整理したうえで
TOTEXを集計

TIM(TOTEX Incentive 
Mechanism)シート

TOTEXの実績値に基づき、効率化インセ
ンティブに基づくレベニューの増減を計算

DARTs(Direct Allowance 
Revenue Terms)シート

年金損失の補填や、前期からの調整項を
算出

Depnシート 減価償却費を算出

Return＆RAVシート
RAV及びRAVとWACCから求まるレベ
ニューを算出

TaXPoolsシート
Finance&Taxシート

レベニュー算出における税効果を計算

Inputシート

コスト情報や
財務諸元を入力

Revenueシート

左記の計算結果に基
づきレベニューを算出

図表 3-2-21ビジネスプランへの記載事項

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-ed1-financial-model-following-annual-iteration-process-2019
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≪補足≫ ビジネスプランの内容について（英国）

＜TO/DNOの作成するビジネスプランへの記載事項について＞

⚫ ビジネスプランには将来の系統に必要な投資について明示することが必要。

⚫ このとき、投資を行わなかった場合や延期した場合等のオプションについても説明し、併せてそれらの費用便益分析も記載する。

✓ 費用便益分析はネットワーク更新、設備増強等の多様な投資項目について、前述の分析モデルを用いてオプションごとに数値を設定して実施。

⚫ これらを整理するにあたり、記載する対策を採用した理由、実施の時期、想定されるアウトプット、投資した設備が有効活用されないリスクについても整理する。

＜ビジネスプラン策定における外部コンサルの役割について＞

⚫ OfgemはTO/DNOのビジネスプランの査定にあたり、外部のコンサルタントを活用。
-会社例：DNV GL、CEPA、Pöyry Management

⚫ Ofgemが主にコンサルタントに要求するのは以下の4点。

✓ 単価の査定

✓ 全般的なコストの査定（アセットでライフサイクルにわたって生じるコスト等）

✓ 過去データとの矛盾の有無の確認

✓ 費用増加の場合の説明の作成

⚫ 各々についてどの程度精緻に査定するかは評価対象とするプロジェクトにより異なる。

＜ビジネスプランにおける決定・拘束事項＞

⚫ TO/DNO各社のビジネスプランについては、OfgemよりFinal Proposals、Final Determinationとして期初にコンサルテーションを経た内容を公表。各社
より確定されたビジネスプランも公表。

⚫ これらの中では、到達すべきアウトプット指標の考え方、支出見通し、収入（レベニュー）の見通しのそれぞれが記載されており。各々は期中に適用されるレ
ベニューキャップの前提として並行して規定されている。

出所）
[1]DNV-GLへのヒアリング（2019年11月実施）に基づき三菱総研作成
[2]一部文献より補足： Ofgem, RIIO-ED1: Final determinations for the slow-track electricity distribution companies Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧
[3]Ofgem、RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas Cost assessment and uncertainty Supporting Document、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/3_riiot1_fp_uncertainty_dec12.pdf、2020年2月7日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/3_riiot1_fp_uncertainty_dec12.pdf
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≪参考≫ ESOによる系統整備計画について（英国）

⚫ 英国の系統運用会社National Grid ESOはTOやDNOによるbusiness planとは別に系統整備計画（Network Options 
Assessment：NOA 2018/19）を策定。

✓ ドイツや北欧の系統計画も将来の需給シナリオに基づき、今後の系統整備の見通しを示し、費用便益分析等を実施しており、記載
の粒度に差はあるものの、整理の方向性は概ね同様である。

⚫ ライセンス条項とNational Gridの公表するNOAの説明資料において、NOAはSOとして今後の系統整備のあるべき姿を示し、TOや連
系線運用者に対してとるべきアクションを提案するものであり、TOのbusiness planとは別途TOとの議論の下で作成されるとされている。

⚫ NOAの作成にあたり、National Gridはレポーティングの形式と作成方法についてOfgemから審査を受ける必要がある。

⚫ SOはTOとの協力の下でNOAを作成することをOfgemから求められており、その中でbusiness planとは別に費用便益分析等を踏まえ
てリスクやコストの評価を行ったうえで系統整備の計画（Forward Plan）を作成。同計画はOfgem、ステークホルダーによるドラフト案
のコンサルテーションプロセスを経て作成される。ESOはNOAの内容も踏まえて投資の実施有無、延期有無等を検討する。

出所）
[1]DNV-GLへのヒアリング（2019年11月実施）
[2]National Grid ESO、Network Options Assessment 2018/19、https://www.nationalgrideso.com/document/137321/download、2020年2月7日閲覧、を元に三菱総研作成

項目 概要

手法紹介 • NOAの策定プロセス、経済性分析の方針、Strategic Wider Worksとの関係性等の概要を紹介

分析範囲の定義 • 分析対象とする系統エリアの区分について紹介

提案オプションの整理 • エリア別に系統整備を行う際に想定されるプロジェクトのオプションを提示

投資方策の
レコメンデーション

• 各オプションごとになされた経済性分析の結果、及び結果として示される各オプションの推進要否、次期等を整理

連系線分析
• 約20年先に向けて、必要となる国際連系線の容量を分析
• 分析はNational Grid ESOが策定するFuture Energy Scenarios（長期のエネルギー需給見通し）、Electricity 

Ten Year Statement（系統状況見通し）に基づく

ステークホルダー
エンゲージメント

• ステークホルダーからの意見募集の時期等を説明

図表 3-2-22 NOAの構成及び記載事項の概略

https://www.nationalgrideso.com/document/137321/download
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ビジネスプランの記載事項の例（1/8）（英国）
⚫ TO/DNOのビジネスプランについては、関連情報が各社より公開されているが、公開されている情報の範囲は事業者により異なる。

⚫ DNOであるWestern Power Distributionの場合、下記の内容が公開されており、Ofgemの指示する記載事項とおおむね合
致。

目次項目 記載内容

Executive summary • ビジネスプランの概略と各所の記載事項の要旨

Who we are and what we do
• 事業概要と事業規模の概略

（アセットの種類別の保有量、所管エリア、託送料に占める収入比率等）

Our track record
• コスト効率化、ネットワーク信頼性向上（停電の回避、安定な電力供給）に関する近年の取組事

項及び成果の紹介
• 直近で検討中の技術導入や業務改善の取組内容の紹介

Developing the plan for our business • ビジネスプラン策定の背景となるWPDの長期戦略について紹介

Developing the plan for our stakeholders
• 顧客、規制期間を含む多様なステークホルダーとの関与の方法、ビジネスプランにも影響する意見聴

取の方法について紹介

Incentives • RIIOで考慮されるインセンティブの紹介（Ofgemの既定の紹介）

Innovation • WPDにおける過去のイノベーションに関する取組と今後の予定について紹介

Outputs
• RIIOで規定される、安全性、信頼性/可用性、環境性、接続性、顧客満足、社会的責務の6つ

のアウトプット項目に関して、WPDが取り組む内容（達成すべき水準を含む）とその方法を紹介

Expenditure • WPDの所管エリア別の費目別の支出額の見通し（後述）

Uncertainty • 支出見通しに関して不確実性が伴う事項について整理、紹介

Financing the plan • ビジネスプランの前提となる財務条件（資本コスト、資本構成等）の紹介

Impact on customers’ bills • ビジネスプランに基づく託送料金収入の見通し

出所） Western Power Distribution、RIIO-ED1 Business Plan、 https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月7日閲覧、より三菱総研作成

図表 3-2-23 Western Power Distributionのビジネスプラン概要の主な記載事

https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475
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ビジネスプランの記載事項の例（2/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプランにおいて、「事業概要と事業規模の概略」の章では、一般的な事業概要を紹介するとともに、所有するネット
ワーク資産の状況や需要家料金に対するWPD（配電）費用の割合といった定量情報を紹介。

出所）Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan、 https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

記載事項 概要

事業概要

• 配電事業に携わっている旨を記載
して説明

• 事業地域やほぼエリア内で独占環
境にあることなど、一般的な事業概
要を紹介

設備等概要
• 所有するネットワーク資産、及び所

管する顧客情報等の定量的情報
を整理（右上図）

需要家の料金に対
するWPDの費用割
合

• 需要家の電気料金に対するWPD
（配電）の寄与分について定量
データを紹介（右下図）

図表 3-2-24 Who we are and what we do：事業概要と事業規模の概略 図表 3-2-25 ネットワーク資産の状況

図表 3-2-26 需要家の料金に対するWPD（配電）費用の割合

Western Power Distributionのビジネスプランの主な記載事項（詳細例）
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ビジネスプランの記載事項の例（3/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプランにおいて、「近年の取組事項・成果」の章では、WPDの近年取り組んでいる事項について表のとおり紹介さ
れている。

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

記載事項 概要

Reducing our costs following acquisition of 
the Midlands
businesses

• West Midlands, East Midlandsエリアを事業エリアに統合したことによるコスト削減効果について紹介

Proven management of work delivery
• WPDにて設備投資等に関する十分なtrack recordを保持しているため、Ofgemの査定に足る計画

策定ができたことを記載

Proven efficient cost of delivery • WPDにおける投資等の取り組みが他DNOと比較しても低コストな水準で実現できていることを説明

Proven management of network 
performance

• 停電頻度や回復までの時間に関するデータを紹介し、WPDがネットワークの供給信頼性（停電の回避、
安定な電力供給）を確保してきたことについて説明

Proven delivery of excellent customer 
service

• 顧客満足度に関してWPDが他DNOと比較しても高い水準を誇る点について、顧客満足度の定量指
標を紹介しながら説明

Proven delivery of reducing our 
environmental impact

• CO2排出量の削減、廃棄物の削減、オフィスでの電力消費の削減等の環境面の取り組みについて説明

Record of business-wide innovation
• 技術面、顧客満足面、環境面のイノベーションの取り組み状況について概略を紹介
• 大規模なイノベーションプロジェクトについて概要を紹介

Proven record of resource recruitment • 人員増強に関する動向、研修体制等について紹介

Sharing best practice • DNO等の他社に対する自社のベストプラクティス紹介（事業所案内等）の履歴を紹介

PAS 55 accreditation of asset 
management processes

• Publicly Available Standard (PAS) 55（アセットマネジメントの規格）に従ってRIIO以前にアセッ
トマネジメントを行っていたことを記載。

図表 3-2-27 Western Power Distributionのビジネスプランの主な記載事項（詳細例）
（ Our track record：近年の取組事項・成果）

https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475
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ビジネスプランの記載事項の例（4/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプランにおいて、「WPDの長期戦略」の章では、長期戦略の前提となる事業環境、WPDのビジネスの目的を紹介
するとともに、これも踏まえて長期戦略として取るべき方向性を紹介している。

記載事項 概要

Business environment

• 長期戦略の前提となるビジネス環境の見通しについて記載
✓ 経済環境：イングランド銀行の示す経済見通しに基づいて紹介
✓ 炭素削減目標：英国政府の低炭素化施策の方向性について紹介
✓ EU規則の変更：変圧器の効率化に関するEU規則の方向性について紹介

Business objectives

• WPDのビジネス上の目的意識を以下のとおり紹介
✓ WPDの配電網に関わる安全上のリスクを最小化する
✓ 電力供給の信頼性を改善し、配電網のレジリエンスを高める
✓ WPDによる環境へのインパクトを低減し、低炭素技術を普及促進する
✓ 常にすぐれた顧客サービスを提供する
✓ 悪条件にある顧客のニーズを満たす
✓ ステークホルダーと連携する
✓ すべての行動において、効率的、効果的、イノベーティブに取り組む

Long term strategy

• 上記の目的の達成に向けた長期の戦略的取り組みとして以下の概略を紹介
✓ 効率的な組織構造の構築に取り組むこと
✓ 外部人員ではなく、内部人員を活用し、知識を集積すること
✓ 新規技術やイノベーションへの投資を進めること
✓ 長期的に必要となるネットワーク投資の見積もりのため、ネットワークのモニタリング、独自情報ソース、モデルの活用をすること
✓ ライセンスの義務で求められる以上の取り組みを行うこと
✓ 投資計画をしっかりと履行すること
✓ 気候変動対策を踏まえた取り組みを進めること

Governance of Business 
Plan development

• WPD内でのビジネスプラン策定プロセスを紹介

図表 3-2-28 Western Power Distributionのビジネスプランの主な記載事項（詳細例）
（ Developing the plan for our business ：WPDの長期戦略）

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475
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ビジネスプランの記載事項の例（5/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプランにおいて、「アウトプットに対する取り組み、方法」の章では、RIIOで指定される6つのアウトプット項目に関連
して、レベニューへ反映されない事項も含め、WPDがどのような取り組みを進めていくかが紹介されている。

記載事項 概要（取組事項）

Safety

• ネットワーク運用における安全面のリスクを最小化する
✓ 健康・安全に係る法律の順守：関連法令及び規則の順守、毎年の検査・メンテナンスプログラムの完遂
✓ 事故の低減：事故率10%低減、安全改善プログラムへの参加、労働組合との連携、事故調査に基づく学びの取得
✓ 変電所のセキュリティと設備盗難：リスクの高い変電所における侵入の回避
✓ 公衆教育：子供への安全教育、電気設備の安全性に関する資料作成・配布

Reliability

• ネットワークのレジリエンス性を高めることで、信頼性の高い電力供給を維持する
✓ ネットワークのパフォーマンス：停電率の低減と回復速度の向上
✓ パフォーマンス基準の保証（GSOPs）：12時間以上の停電を受ける顧客の20%減、他のGSOPs基準における失敗ゼロ

化
（GSOPs:Guaranteed Standards of Performance）

✓ 最も供給率が悪い顧客：”worst served”に分類される顧客の20%減
✓ ネットワークのレジリエンス向上：洪水対策の実施、伐採対策の早期化、変電所併設の蓄電池寿命の向上

Environment

• WPDによる環境へのインパクトを低減し、低炭素技術を普及促進する
✓ LCTｓ（Low Carbon Technologies）の普及促進：導入の早期化、利用可能性の高い領域の特定、大規模アセット

への更新 等
✓ ネットワークロスの削減：変電所、ケーブルの大規模化
✓ カービンフットプリントの低減：車両更新時の低炭素化、建物回収時の環境基準への適合、埋め立て廃棄物の削減、カーボ

ンフットプリントの5%低減
✓ 気体等の漏洩回避：オイル、SF6の漏洩回避
✓ 国立公園、景観地域での景観改善：ケーブルの地中化

図表 3-2-29 Western Power Distributionのビジネスプランの主な記載事項（詳細例）
（Outputs：アウトプットに対する取り組み、方法）（1/2）

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475
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ビジネスプランの記載事項の例（6/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプランにおいて、「アウトプットに対する取り組み、方法」の章では、RIIOで指定される6つのアウトプット項目に関連
して、レベニューへ反映されない事項も含め、WPDがどのような取り組みを進めていくかが紹介されている。

記載事項 概要（取組事項）

Connections

• ネットワークに接続する顧客のために、質の高いサービスを提供する
✓ より早く、効率的な接続環境の提供：接続速度の向上、顧客満足の向上、今後の改善事項の特定
✓ 顧客とのコミュニケーション改善：オンラインでの連系プロセスの改善、ドキュメント/オンラインでの提供情報の改善
✓ 主要顧客との連携強化：主要顧客とのプロセス改善のポイントの議論、連系プロセスに関する取り組みの紹介
✓ パフォーマンス基準の保証（GSOPs）：ネットワーク接続に関するGSOPsの失敗ゼロ化
✓ 市場競争の促進：顧客に対してDNO以外の独立系企業との接続の可能性を紹介、独立系企業との連携構築

Customer satisfaction

• 質の高い顧客サービスを提供する
✓ 顧客サービス：顧客満足度指標においてDNO No.1を維持、サービス水準に関する認証の維持
✓ 電話対応：電話応答速度の向上（2秒以内）、非応答の電話数の削減（1%未満）、WPDコールセンターとの常時接続提供
✓ 顧客コミュニケーション：停電時の回復時間の公表、電話不通時のコールバックの実施、顧客質問時の2日以内の回答、テキスト

/SNS等の電話以外での情報提供、オンラインでの情報提供
✓ ステークホルダー連携：ステークホルダーミーティング及びステークホルダーへの定期的なレポーティングの実施
✓ クレーム対応：70%以上を1日以内に解決、オンブズマンが関与するクレームのゼロ化
✓ パフォーマンス基準の保証（GSOPs）：公表資料の配布によるパフォーマンス基準の保証（GSOPs）に関する認知向上

（GSOPsの制度下で、顧客は基準未達時の補償を受けることが可能）

Social Obligation

• 悪条件にある顧客のニーズにこたえる（高齢、障害、慢性疾患等の影響で電力が不可欠な顧客）
✓ 悪条件顧客の状況理解：専門家と当該顧客の理解向上に努める、当該顧客を認知できるよう従業員をトレーニング
✓ Priority Services Registerのデータ改善：定期的に当該顧客とコンタクトしてレジスターのデータを更新、他機関との連携により

レジスターのデータを改善、悪条件の基準に関する検討の継続
（Priority Services Register：悪条件顧客を登録するデータベース）

✓ 悪条件顧客へのサービス改善：レジスターの認知度向上、サービス改善に関する意見聴取、停電時の顧客状況に応じた連絡・状
況確認 等

✓ 経済的理由により暖房需要を電気で賄えない顧客のフォロー：熱源不足への対策に関する情報提供の実施

図表 3-2-30 Western Power Distributionのビジネスプランの主な記載事項（詳細例）
（Outputs：アウトプットに対する取り組み、方法）（2/2）

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成
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ビジネスプランの記載事項の例（7/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプラン概要では以下の費用項目について年別の見通しを整理し、その概略を紹介。

費用項目 内容

ネットワーク増強に
要する費用

Customer Related Reinforcement • 特定の顧客の追加に伴うネットワークの増強に要する費用

General Network Reinforcement • 電力の安定供給上で必要とされるネットワーク増強の費用

Reinforcement for Low Carbon Technologies • 低炭素化のための投資で必要とされる費用

ネットワーク需要に
依らない投資費用

Asset Replacement • ネットワーク資産の更新、回収に関する費用

Diversions • 設備の移転に要する費用

Quality of Supply (reducing power cuts) • 供給安定性確保（停電の削減）のための投資

Improving service for remote (“worst served”) 
customers

• 系統の末端に存在する等の理由で停電等が多い（3年で12回以上、
年に3回以上）顧客の状況改善に要する費用

Real Time Control Systems and 
Telecommunications

• 電力系統のリアルタイム監視の運用に要する費用

Protecting equipment from flooding risk • 洪水対策費用

Enhancing site security, ESQCR and other legal 
requirements
※ESQCR: Electricity Safety, Quality and Continuity 
Regulations

• 設備の安全性強化、ESQCR対応（設備の安全性規則：主に電線の
地中化に着目）、及び法務的な対応に要する費用

Reducing oil and gas leaks from equipment • 設備に用いられるオイル、六フッ化硫黄ガスの漏洩回避に要する費用

Undergrounding in National Parks and AONBs • 国立公園等における電線地中化、景観保持に要する費用

Other Network Investment • その他費用（ブラックスタート対応や通信線の張替えに要する費用）

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-31 Western Power Distributionのビジネスプラン概要に整理される主要な費用項目（1/2）
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ビジネスプランの記載事項の例（8/8）（英国）

⚫ WPDのビジネスプラン概要では以下の費用項目について年別の見通しを整理し、その概略を紹介。

費用項目 内容

ネットワーク運用
費用

Inspection, maintenance and routine tree 
cutting

• 設備の検査、メンテナンスに要する費用
• 設備保全のための周辺の木の伐採に要する費用（ENATS 43-8

基準に基づく伐採）

Tree clearance to improve network 
resilience to severe weather

• 特に嵐などの荒天に備えた設備周辺の木の伐採に要する費用
（ETR 132基準に基づく伐採）

Responding to and repairing faults
• 供給遮断、その他を含む需要家からのトラブルコールに対応するため

の費用

Other network operating costs
• 安定供給確保の観点から、常時スタンバイ状態の電源の運用に要

する費用等

その他費用

Engineering management
• スマートメーター（とその関連サービス）の運用、関連するITシステ

ムの導入、エンジニアリング業務の費用、コールセンターの運営費用
等

Corporate activities • 人事総務、財務会計等のコーポレート業務全般に要するコスト

Workforce renewal • スタッフの研修に要する費用

Vehicles, IT, Property & Engineering 
Equipment

• 社用車の運用、ITシステムの運用/購入、その他設備等の運用/
購入に要する費用

図表 3-2-32 Western Power Distributionのビジネスプラン概要に整理される主要な費用項目（2/2）

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成
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≪参考≫ WPDのビジネスプラン概要における費用項目

• RIIO-ED1の規制期間中にWPDが見込む投資や運
用のためのコストを以下の大項目で区分しながら分類

✓ Reinforcement of the Network（ネットワー
ク増強）

✓ Non-Load Network Investment（非負荷
関連のネットワーク投資）

✓ Network Operating Costs（ネットワーク運用
コスト）

✓ Engineering management（エンジニアリング
関連のプロジェクトマネジメント等）

✓ Corporate activities（コーポレート部門の活
動コスト）

✓ Workforce renewal（研修等費用）
✓ Vehicles, IT, Property & Engineering 

Equipment（社用車、ITシステム、不動産、エ
ンジニアリング用の設備に関するコスト）

図表 3-2-33 Western Power Distributionのビジネスプラン概要（公開資料）における費用整理の例

出所） Western Power Distribution, RIIO-ED1 Business Plan 、https://yourpowerfuture.westernpower.co.uk/downloads/475、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成
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TOにおける期初のコスト査定方法（英国）

出所）Ofgem、Decision on strategy for the next transmission price control – RIIO-T1 Tools for cost assessment 、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisioncosts_0.pdf、2020年2月18日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 英国RIIO1においてNational Gridのコスト査定は、トップダウン型とコスト分解型の評価モデルの双方を加味したOfgemが想定コストを
検討することによって行われている。
✓ トップダウン型のTOTEX評価モデル、コスト分解型の評価モデル双方が用いられるのは、コスト分解型の積み上げの場合に過不足なく必

要なコスト項目が積み上げ切れていない可能性もあるためとされている（WPDヒアリング（2020年1月実施）より）。
⚫ 双方のモデルはコスト項目に応じて独自に構築され、外部コンサルタントの助言も踏まえて許容されるコストが決定される。

トップダウン型のTOTEX評価モデル

• 過去データ等に基づくTOTEXのベンチマーキングによるコスト評価
• 学術的視点、技術的視点からコンサルタントの助言を受けて検討
※ RIIO1で初めて導入された手法であり、本手法よりもコスト分解型の評価が重視された
※ ベンチマーク分析の実施に当たっては、既存手法であるCOLSや米国FERC等のデータの利用も検討

されたが、取得可能なデータ量等の課題から採用されなかった（DNV GLヒアリング（2020年1月実施より））

National Gridによって
レベニューとして回収が

許容されるコスト

Ofgemの想定する
許容コスト

コスト分解型の評価モデル

概要
• コスト項目をいくつかに分解し、各々で評価モデルを構築し、適切なコストを見積も

り
• 各々専門家、技術コンサルのアドバイスも考慮

直接的なOPEX
関連度の強い間
接費

• 過去トレンド分析、ベンチマーク分析、単価と量の評価等の手法から査定
• 技術コンサルのアドバイスも考慮

事業支援費用 • ベンチマーク比較等による評価

CAPEX
• 設備更新については劣化モデルや健全性評価に結果を考慮
• 将来の必要容量の予測を考慮
• 主要設備について単価想定の妥当性を専門家のアドバイスを踏まえて評価

SOとしての費用 • 過去トレンドと将来見通しに基づく評価

2つの分析を踏まえて
Ofgemにて検討

Ofgemの許容コスト=75%、
TOの想定=25%で重みづけ

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisioncosts_0.pdf
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TOの査定において考慮される費目の例（1/2）（英国）

⚫ 前項で示したTOのコスト査定の費目について、OfgemのRIIO-T1方針資料において考慮すべき項目の例が紹介されている。
⚫ 「直接的なOPEX、関連度の強い間接費（Direct OPEX, Closely associated indirect costs）」、「事業支援費用

（Business support costs）」、「SOとしての費用」の例は以下の通り。
※ 各々の査定方法については前項の分類ごとの整理までが公開されている。

分類 該当費目の例

直接的なOPEX
関連度の強い間接費
(Direct OPEX, 
Closely associated 
indirect costs)

• 「直接的なOPEX」、「関連度の強い間接費」として以下が例示されている
✓ Operational IT and Telecoms
✓ Operational Property Management
✓ Operational Training
✓ Health, Safety and Environment
✓ Control Centre
✓ Stores and Logistics
✓ Network Policy (including R&D)
✓ Engineering Management and Clerical Support
✓ Project Management
✓ Network Design and Engineering
✓ System Mapping
✓ Vehicles Transport

事業支援費用
(Business support 
costs)

• 「事業支援費用」として以下が例示されている
✓ IT and Telecommunications
✓ Property
✓ Human resource and non operational training
✓ Finance and regulation
✓ Insurance
✓ Procurement(excluding stores and logistics)
✓ CEO and other corporate functions

SOとしての費用 • 人件費、ITシステム費用等のSOとしてのオペレーションに要する費用

出所）Ofgem、Decision on strategy for the next transmission price control – RIIO-T1 Tools for cost assessment 、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisioncosts_0.pdf、2020年2月18日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-34 RIIO-ED1のコスト査定における考慮対象費目の例（1/2）
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TOの査定において考慮される費目の例（2/2）（英国）

出所）Ofgem, RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas -Cost assessment and uncertainty Supporting Document- 、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/12/3_riiot1_fp_uncertainty_dec12.pdf、2020年2月18日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ TOのコスト査定の費目（CAPEX）について、OfgemのRIIO-T1方針資料（Decision on strategy）には具体例が示され
ていないが、National GridのFinal Proposalにおいてはその内訳として以下の費用項目が整理されている。

分類 該当費目の例

CAPEX
需要関係費
（Load-related 
expenditure）

• 「需要関係費」として以下が例示されている
✓ Local Enabling (Entry - Shared Use)
✓ Local Enabling (Exit - Sole Use)
✓ Local Enabling (Exit - Shared Use)
✓ Wider Works (Entry)
✓ Wider Works (Exit)
✓ Wider Works (General)
✓ Transmission System Support (TSS)
✓ Strategic Wider Works
✓ Outputs funded by Ums
✓ East coast integrated network Preconstruction Request

CAPEX
非需要関係費
（Non-Load-
related 
expenditure）

• 「非需要関係費」として以下が例示されている
✓ Switchgear
✓ Overhead Lines
✓ Transformers
✓ Underground Cables
✓ Cable Tunnels
✓ Protection & Control
✓ Weather-Related Resilience
✓ Substation Other (アセット交換不要のもの)
✓ Other TO
✓ BT21CN
✓ Reactors
✓ Substation Other
✓ Metering

図表 3-2-35 RIIO-ED1のコスト査定における考慮対象費目の例（2/2）
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DNOにおける期初のコスト査定方法（英国）

出所）RIIO-ED1: Final determination for the slow-track electricity distribution companies –Business plan expenditure assessment-（Ofgem）、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 英国RIIO1においてSlow trackのDNO10社のコスト査定は以下の手順で実施された。
✓ 3種類のモデルの試算結果を統合したコストから上位25%の効率性求め、これを基準にモデルベースの許容コストを算出。

⁃ このようにTotex評価（トップダウン/ボトムアップ）、コスト分解のモデル双方が用いられるのは、コスト分解型の積み上げの場合に過不足なく必要
なコスト項目が積み上げ切れていない可能性もあるためとされている（WPDヒアリング（2020年1月実施）より）。

✓ モデルベースのコストと当初DNOが提出したコストを重みづけして統合することで最終的な許容コストを算出。
（Ofgemのモデルの試算結果が100%正確なものでないことを踏まえての対応）

実施手順 概要

➀ DNO提出物の確認 OfgemにてDNOの提出したデータ、資料をレビュー

➁ データの下処理
後段のベンチマーク評価の下処理として、DNOのコストの評価の前提を揃える処理を実施（エリア
別人件費の調整、対象設備の統一化、会社個別事情の反映）

➂ 3種モデルでのコスト試算
Totex評価モデル（トップダウン及びボトムアップ）、コスト分解モデルの3つのモデルを適用し、
OfgemにてDNO別の想定コストを3通り試算

④ モデル試算結果の統合
Totexモデルについて各々25%、コスト分解モデルについて50%の比率でモデルの試算結果を統
合

⑤ 上位25%水準（UQ:upper quartile）の計算
モデル試算結果（④）とDNOの提出したコスト（➀②）の比率を基準に、上位25%にあたる効
率性を算出

⑥ 計算結果の調整
最終的な許容コストの試算に向けて、モデル試算結果（④）に対してDNOのコストに施していた
下処理（②）と逆の処理を適用

⑦ モデル試算結果にUQ適用
各DNOのモデル試算結果（④）にUQのコスト効率性（⑤）を考慮し、UQの効率性におけるコ
ストを算出

⑧ 物価調整・イノベーション効果反映
試算結果（⑦）に対して物価調整とスマートグリッド等のイノベーションによるコスト低減効果を加
味

⑨ 許容されるコストの最終算定
モデルベースの試算結果（⑧）と各DNOの当初の試算結果を75%：25%の比率で重みづけし
て最終的な許容コストを算出

図表 3-2-36 英国RIIO1におけるDNO10社（Slow track）に対するコスト査定

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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DNOにおける期初のコスト査定方法（英国）

出所）RIIO-ED1: Final determination for the slow-track electricity distribution companies –Business plan expenditure assessment-（Ofgem）、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ DNOのコスト査定では3つのモデルを使用し、これらの試算結果を重みづけして統合する。
✓ Totex評価モデル（トップダウン）：MEAV(Modern Equivalent Asset Value)と顧客数の回帰で総コストを算出。
✓ Totex評価モデル（ボトムアップ）：コスト分解モデルで用いるコスト項目を踏まえた回帰で総コストを算出。
✓ コスト分解モデル：コスト項目別に算出モデルを設計し、その積み上げから総コストを算出。

モデル 概要

Totex評価モデル
（トップダウン）

• MEAV(Modern Equivalent Asset Value)と顧客数の回帰から全体コストを算出する。

✓ MEAV：DNOが登録している設備数に対してOfgemが想定する単価を乗じたもの。DNO間の前提を揃えるために

一部の設備については試算の対象から除く。

✓ 調整の結果として、回帰式ではMEAVに88%、顧客数に12%の重みがつけられる。

• 過去の託送料金の規制枠組みであるDPCR5期間5年の実績、予測データとRIIO-ED1の予測データ8年の合計13

年分のデータから試算を実施。

Totex評価モデル
（ボトムアップ）

• トップダウン型のアプローチと同様に13年間のデータを対象に回帰を実施。

• 回帰に用いる変数はコスト分解モデルで用いるコスト項目を踏まえて細分化させて設定する。

コスト分解モデル

• コストを項目毎に分解し、各々について推計モデルを構築して積み上げることで全体コストを算出する。

• 用いるモデルとして例示されているのは、回帰分析、比率分析、傾向分析、技術的査定であり、コスト項目に応じてそれ

ぞれコンサルタントの助言を受けながら構築される。

• 各費目で考慮する単価はRIIO1期間中のデータの中央値や産業全体の中央値、コンサルタントの助言に基づく値等が

用いられる。

• 人件費単価等については、エリア間の差や、その他の各DNOの抱える個別事情を考慮したうえで、査定が行われている。

• Ofgemはコスト情報の正当性の確保や、ボックス間の流用を避ける観点から本モデルを志向（OfgemとEGCのヒアリ

ング（2020年1月実施）より）。

図表 3-2-37 英国RIIO1におけるDNOの査定に用いるモデル

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 182

(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOにおける査定結果の概略（英国）
⚫ RIIO-ED1において、前述の定量モデルにおけるコスト分析を含めて、Ofgemは配電会社の事業計画における支出想定を

次の4段階で評価。

①定量モデルによるコスト分析

②スマートグリッド・スマートメータ等に関する調整
（特にスマートメーター等の導入はDNOのコスト低減につながっているとの考えから、その効果は認められるTOTEXから差し引くとされている）

③実質価格効果（RPE:Real Price Effect）※

※RIIO-ED1の期間中にDNOコストの一部は、経済全体のインフレのRPIとは異なるレート変化すると想定されるため調整
※人件費（一般職、専門職）、CAPEXの資材費、OPEXの資材費、プラント費、設備費には各々に対応する指標に基づくRPEの予測
を実施。その他の要素については、一般的なRPIに沿った変化になると想定してRPEを設定。

※RIIO1では最初に想定した規制期間8年分の予測値を用いるが、RIIO2では毎年予測値を更新する方向性

④情報品質インセンティブ（IQI）※

※DNOに正確な情報提供を促すインセンティブ

DNO

事業者から
提出された当初の

TOTEX額
定量モデルによる評価

スマートグリッド・スマートメータ等の
調整結果 RPEの調整結果 Ofgemの評価結果

£百万 £百万 ％ £百万 ％ £百万 ％ £百万 ％

ENWL 1,876 17 0.9％ -8 -0.4％ -77 -4.1％ 1,808 -3.6％

NPgN 1,368 -57 -4.2％ -21 -1.5％ -60 -4.4％ 1,230 -10.1％

NPgY 1,805 -46 -2.5％ -21 -1.2％ -80 -4.5％ 1,657 -8.2％

LPN 1,970 -164 -8.3％ -29 -1.5％ -73 -3.7％ 1,704 -13.5％

SPN 1,872 -105 -5.6％ -22 -1.2％ -71 -3.8％ 1,673 -10.6％

EPN 2,775 -160 -5.7％ -53 -1.9％ -106 -3.8％ 2,457 -11.5％

SPD 1,563 60 3.9％ -55 -3.5％ -64 -4.1％ 1,505 -3.7％

SPMW 1,924 -200 -10.4％ -60 -3.1％ -83 -4.3％ 1,581 -17.8％

SSEH 1,210 -68 -5.6％ -14 -1.1％ -37 -3.1％ 1,092 -9.8％

SSES 2,425 -6 -0.2％ -39 -1.6％ -76 -3.1％ 2,304 -5.0％

合計 18,788 -728 -3.9％ -322 -1.7％ -728 -3.9％ 17,011 -9.5％
出所）
[1]Ofgem, RIIO-ED1：RIIO-ED1: Draft determinations for the slow-track electricity distribution companies Business plan expenditure assessment, 30 July 2014、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/07/riio-ed1_draft_determination_expenditure_assessment.pdf、2020年2月7日閲覧
[2]Ofgem, RIIO-ED1: Final determinations for the slow-track electricity distribution companies / Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧
[3]Ofgem, RIIO-2 Sector Specific Methodology、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/01/riio-2_sector_methodology_0.pdf、2020年2月7日閲覧

図表 3-2-38 RIIO-ED1における各DNOのビジネスプラン（支出）の評価結果（スロートラック分）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/07/riio-ed1_draft_determination_expenditure_assessment.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/01/riio-2_sector_methodology_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定において考慮される費目の例（1/3）（英国）

⚫ OfgemがDNO各社のレベニューキャップを策定する際に利用するコスト分解モデルでは、DNOの各種費用の各々に対してモ
デルを構築し、その試算結果を積み上げる。

⚫ 以下に、Ofgemの公開資料（RIIO-ED1 strategy Decision）に例示されているLoad-related expenditureの考
慮対象費目の概略について示す。

出所）Ofgem, Strategy decisions for the RIIO-ED1 electricity distribution price control – Tools for cost assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1deccostassessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

費目 概要

Load-
related 
expenditure

Connections 新規顧客に対する新たな連系点の設置（ベンチマーク分析による査定）

General reinforcement 特定需要家に依らない負荷の増大への対策費用（ベンチマーク分析による査定）

Fault level reinforcement 開閉装置等の故障等の対策費用（既存事例等との比較により想定コストを設定、機器の
取り換えについてはベンチマーク分析による単価査定）

Diversions, wayleaves and 
easements

土地の権利関係等により発生する支払いに要するコスト（過去のコスト動向等に基づく想
定コストによる査定）

High value projects 特定の費用がOfgemの設定する高額プロジェクト基準を上回る際に該当するコスト（事前
に想定コストを設定し、その比較とで査定）

Transmission connection points DNOのネットワークが送電網と接続する場合の投資（RIIO-ED1期間中の新規投資は事
前に定めた投資金額との比較で査定、2015年4月以前の設備の改修はパススルー）

図表 3-2-39 RIIO-ED1のコスト査定における考慮対象費目の例（1/3）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1deccostassessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定において考慮される費目の例（2/3）（英国）

⚫ 以下に、Ofgemの公開資料（RIIO-ED1 strategy Decision）に例示されているNon-load-related expenditure
の考慮対象費目の概略について示す。

費目 概要

Non-load-
related 
expenditure

Asset replacement 設備更新等に要する費用（設備の経年状況のモデリングと修繕単価のベンチマーキングによる査
定）

Operational information 
&technology and telecoms

ネットワーク資産のリアルタイム管理に要するコスト（専門家のレビューによる査定）

Legal and safety 安全性要件への対応や、従業員の安全確保のための投資（ベンチマーク分析による査定が主）

Electricity Safety Quality and 
Continuity of Supply Regulations 

上記のLegal and safetyとは別途、電力供給の安全性要件であるESQCRを満たすための投資
（基本的にはすでに投資がなされており、DNOはRIIO-ED1期間にこれが発生する場合は、二重投
資でないことをDNOが示すことが必要）

Quality of supply 供給安定性にかかわる投資（QoSはベースラインに含まれると考え、追加的な投資は想定しない）

flood mitigation 洪水の軽減（リスク対策投資に関するベンチマーク分析により査定）

BT 21st century projects 通信網の改善に関するプロジェクト費用（DNO各々の予測結果を、スキームに合わせて査定）

High impact low probability 発生確率が低いが、影響度が大きい事象への対策

Environmental areas 損失、環境汚染に関する費用（損失については費用便益分析により査定）

Enhanced physical site security サイトの安全性向上に関する投資（あらかじめ定めた想定予算との比較で査定）

Black start ブラックスタートに関する費用（ベンチマーク分析により査定）

Rising and lateral mains （DNOのビジネスプランに基づくベンチマーク分析により査定）

出所）Ofgem, Strategy decisions for the RIIO-ED1 electricity distribution price control – Tools for cost assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1deccostassessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

図表 3-2-40 RIIO-ED1のコスト査定における考慮対象費目の例（2/3）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1deccostassessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定において考慮される費目の例（3/3）（英国）

⚫ 以下に、Ofgemの公開資料（RIIO-ED1 strategy Decision）に例示されているNetwork operating cost、
Closely associated indirect costs、Business support costsの考慮対象費目の概略について示す。

費目 概要

Network 
operating 
cost(NOC)

Trouble call 停電対応等の供給遮断に対応する費用（ベンチマーク分析や過去トレンドによる分析から査定）

Severe Weather 1 in 20 Events 厳気象対応の費用（ベンチマーク分析は行わず、技術的/質的観点からの査定を実施）

Inspection and Maintenance メンテナンス費用（過去データやDNOの提出情報に基づくベンチマーク分析を実施）

Tree cutting 木の伐採に要する費用（ベンチマーク分析により査定）

NOCs other ネットワーク資産の解体、隔離された設備の発電機の運用、DNOの変電所で消費される電力に関
するコスト（DNOが提出した費用の最低価格、過去のDNOの該当費用の平均値を基準に査定）

Smart meter roll-out スマートメーター設置に伴う作業等の費用（予め適切な費用水準をOfgemで見積もって査定）

Closely 
associated 
indirect costs

• Call centre
• Control centre
• Engineering management and 

clerical support
• Network design and 

engineering
• Network policy
• Operational training(including 

workforce renewal)
• Project manaegement
• Small tools, equipment, plant 

and machinery
• Stores
• System mapping-cartographical
• Vehicles and transport

DNOのオペレーションを支援するための費用全般（個別の費目ごとの査定方法について体系的な説
明はなし）

Business
support 
costs

• Human resources and non-
operational training

• Finance and regulation
• Chief executive officer and 

other corporate functions
• IT&T
• Property management

DNOの企業活動全般を支援するための費用（ベンチマーク分析を行うことが念頭に置かれている）

出所）Ofgem, Strategy decisions for the RIIO-ED1 electricity distribution price control – Tools for cost assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1deccostassessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

図表 3-2-41 RIIO-ED1のコスト査定における考慮対象費目の例（3/3）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1deccostassessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（1/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

費目
概要（査定の基準）

単価 数量

Network 
Investment: 
load-related

Primary network 
reinforcement (n-2)

設備更新における単価を参照（単価の中央値の分
析と専門家によるレビューを実施）。

RIIO-ED1期間におけるアセットの導入、廃棄リストを
提出させ、確認、受け入れ。

Primary network 
reinforcement (n-1) 

以下の差異に基づいて調整。
ーDNOと専門家が想定する単価
ー1MVAの増加に対する、DNO想定単価と業界中

央値
ー1MVAの増加に対する、DNO予測単価と過去の

単価の比率の中央値

需要増加に対して想定される設備容量増加分の既存
容量に対する比率について、業界平均値に基づくベン
チマーク比較を実施。

LCT reinforcement
*LCT:Low Carbon 
Technology

RIIO-ED1の8年間で見通されるデータの業界中央値
を参照。

低炭素技術の接続に伴う増強量について、RIIO-
ED1の8年間で見通される量の業界中央値を参照。

Secondary 
reinforcement

DNOが予測する実施量の中央値を参照。
DNOにおける高圧/低圧資産の資産価値の中央値も参照して調整。

Fault level 
reinforcement

DNO予測の中央値を参照し、電圧階級等のネット
ワーク特性を考慮した調整係数を適用。

DNOにおける予測量をOfgemが確認して受け入れ
（一部DNOについては数量の解釈の違いに応じた調
整を実施）。

Transmission 
connection points

定性的レビューに基づいて査定。

Connections
「RIIO-ED1における業界中央値」と「自社または
DPCR5の業界中央値」の平均を参照。必要に応じて
定性的な調整を実施。

DNOが提出した数量について、2013-14年、2012-
15年の数量も考慮して査定。

図表 3-2-42 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（1/7）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（2/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

費目

概要（査定の基準）

単価 数量

Network 
investment: 
core

Asset replacement

コンサルタントの協力の下以下4種類から検討。
ーDPCR5の最初4年間の業界中央値
ーRIIO-ED1で見通される8年間の業界中央値
ーDPCR5とRIIO-ED1を併せた13年間の業界中

央値
ー定性的評価による査定値

DNOの提出した数値とOfgemのモデルの数値を比較
して査定。

Refurbishment
13年分のデータを用いた業界中央値の参照及びコン
サルタントによる技術的レビュー。

アセットの経年状況に基づくモデル分析及び定性的評
価。

Civil works RIIO-ED1の8年間のデータを用いた業界中央値。
各コスト領域において、資産量に対して必要な比率の
中央値を参照。

Network 
investment: 
non-core

Operational IT&T
定量的評価を25%、定性的な専門家レビューを75%の重みで評価。
ー定量的評価:13年分のデータとMEAV（資産価値）を考慮して単価の業界中央値を検討。

Diversions RIIO-ED1の8年間で見通される業界中央値を参照。 DNOが提出する数値を参照。

Diversions: rail 
electrification

Uncertainty mechanismの中で考慮（当初のレベニューには含めない）。

ESQCR
(Electricity Safety, 
Quality and 
Continuity 
Regulations)

電圧階級ごとに13年間のデータに基づく中央値を参照。 DNOの提出する数値を確認、参照。

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

図表 3-2-43 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（2/7）

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 188

(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（3/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

費目
概要（査定の基準）

単価 数量

Network 
investment: 
non-core

Legal & safety 電圧階級ごとに13年間のデータに基づく中央値を参照。 DNOの提出する数値を確認、参照。

QoS
(Quality of service)

当初のレベニューには見込まない。
目標達成の状況に応じてインセンティブとしてレベニューに反映。

Flood resilience
リスクベースのアプローチを適用。
対策前後の各変電所におけるリスク値の変動を算出。
リスクあたりの単価はDNO自身の数値、または、業界の下位四分位点のうち低い方を採用。

BT21C*
*BTの通信回線の更新

13年間のデータに基づく中央値を参照。 DNOの提出する数値を確認、参照。

Losses and 
environment

各カテゴリーごとに設定。13年間のデータに基づく中央
値、DNOの提出値、専門家レビュー等を参照。

正当性が認められる限り、DNOの提出値を参照。

HILP
(High impact low 
probability)

DNOのビジネスプランの中でコストが計上されなかった。

CNI
(Critical national 
infrastructure)

DNOが提出したコストを確認の上採用。

Black start RIIO-ED1の8年間で見通される業界中央値を参照。 保護されていない一次変電所の個数以下とする。

Rising and lateral 
mains (RLM)

13年分のデータをもとに顧客数をコストドライバとして設
定。

質的評価とDNOの稼働状況を確認の上、DNOの提
出値を採用。

Improved resilience コンサルタントによる技術的レビューに基づいて検討。

図表 3-2-44 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（3/7）

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（4/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

費目
概要（査定の基準）

単価 数量

Network 
operating 
costs

Troublecall LV/HV 
Overhead 
faults

低圧/高圧の架空配電線の長さに基づいて回帰。

LV/HV plant 
and 
equipment

業界中央値による単価のベンチマーキング。
DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のにおけ
る故障率のうち小さな方に基づく数量の査定。

LV 
undergroun
d faults 業界中央値となる単価を参照。

交換される地中配電線の長さも評価し、質的な調整を
加える。
DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のうち小
さな方に基づく数量の査定。

HV 
undergroun
d faults

業界中央値に基づく、故障時の単価評価。
DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のうち小
さな方に基づく数量の査定。

LV/HV 
switching 
faults

業界中央値に基づく、故障時の単価評価。
DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のにおけ
る故障率のうち小さな方に基づく数量の査定。

Submarine 
cable faults DNOの提出単価を採用。

DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のにおけ
る故障率のうち小さな方に基づく数量の査定。

EHV and 
132kV faults 業界中央値に基づく、故障時の単価評価。

DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のにおけ
る故障率のうち小さな方に基づく数量の査定。

Pressure 
assisted 
cables

業界中央値に基づく、故障時の単価評価。
DPCR5の実績、または、RIIO-ED1の提出値のにおけ
る故障率のうち小さな方に基づく数量の査定。

図表 3-2-45 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（4/7）

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（5/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

費目
概要（査定の基準）

単価 数量

Network 
operating costs

Occurrences not 
incentivised (ONIs)

ベンチマーク分析により査定。 Troublecallに準じて設定。

Severe weather –
1-in-20

以下2点を50%ずつ重みづけして評価。
ーDPCR5における厳気象イベント発生時の年間コストの上位四分位点の数値に厳気象イベントの発生確率を

かけた額
ーDNOの予測する支出額
支出額は架空配電線の資産価値評価（MEAV）に基づいて配分

Inspections and 
maintenance (I&M) 13年分のデータを用いた業界中央値。 資産価値評価（MEAV）に基づいて検討。

Tree 
cutting

ENA TS 43-
8

コストドライバとして伐採、検査された範囲と8年間のデータを用いた回帰を実施。

ETR132
モデルの数値（8年分のデータを用いた業界中央値）
またはDNOの提出値のうち低い方を参照。
*ENA TS 43-8, ETR 132に木の伐採に関する規格

DNOの提出値を参照。

NOCs 
other

変電所電力 各変電所における8年間のRIIO-ED1データを使用した業界平均単価。

解体 DPCR5,RIIO-ED1におけるコストの増加傾向の業界中央値を考慮。

遠隔地発電の
燃料コスト及
び遠隔地発電
の運転・保守
コスト

DPCR5の実績コスト（4年分を参照）をRIIO-ED1のコスト（8年分）に適用。

Ex-ante smart 
meter call out costs

業界内の下位四分位点を参照。 2%コールアウト率を参照。

Improved resilience 技術的レビューに基づいて検討。

図表 3-2-46 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（5/7）

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（6/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

費目
概要

単価 数量

Indirects CAIs: network design and 
engineering, project 
management, system 
mapping, EMCS, stores, 
network policy, control 
centre, call centre

8つの活動を集約して回帰を実施。
8年間の予測データ、資産価値評価（MEAV）、資産の追加見通しを説明変数とする。

CAIs: wayleaves 13年分のデータに基づく、コストの業界中央値、土地利用権に基づく対応の件数から評価。

CAIs: vehicles and 
transport 13年分のデータと資産価値評価（MEAV）をコストドライバーとして計算した業界中央値のコストから評価。

CAIs: 
operational 
training and 
workforce 
renewal

Operational 
training

DNOから提出された従業員数に基づく業界中央値のコストを参照。

Workforce 
renewal

DNOから提出された退職者数に基づく業界中央値のコストを参照。

Streetworks

Permits
単価、数量について、DNO自身のDPCR5での実績、またはRIIO-ED1の年間平均の低い方を参照。
質的評価も実施。

Permit 
condition 
costs

レベニューへの参入を許可せず。

Lane rentals
LPNのDPCR5実績、またはRIIO-ED1の年間平均の
低い方を参照。

DNO自身のDPCR5での実績、またはRIIO-ED1の
年間平均の低い方を参照。

※ CAI : Closely Associated Indirects

図表 3-2-47 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（6/7）

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 192

(4) 制度詳細 1) 期初設定

DNOの査定方法の詳細（7/7）（英国）

⚫ Ofgemの公開資料（ビジネスプランの査定状況に関するFinal determination）では、個別の費目の単価や数量に対す
る査定方法についてさらに詳細が示されている。

費目 概要

単価 数量

Indirects BSCs: finance & 
regulation, HR & 
non-operational 
training, property 
management and 
CEO & group 
functions

13年分のデータと資産価値評価（MEAV）をコストドライバーとして計算した業界中央値を参照。

BSC: IT&T
定量的評価を50%、定性的な専門家レビューを50%の重みで評価する。
定量的評価:コストドライバーとしてのMEAVと13年間のデータを使用して業界中央値を計算。

DNOグループレベルでの解析を実施。

Non-operational 
capex: IT&T

定量的評価を25%、定性的な専門家レビューを75%の重みで評価する。
定量的評価:Operational IT&Tとともに評価

コストドライバーとしてMEAVと13年間のデータから使用して業界中央値を計算。

Non-operational 
capex: vehicles and 
transport

“CAIs: vehicles and transport”に準ずる。

Non-operational 
capex: property 13年間のデータとMEAVをコスト・ドライバとして使用して計算された業界中央値のコストを参照。

Non-operational 
capex: small tools, 
equipment, plant 
and machinery

定性的レビューによって評価。

図表 3-2-48 RIIO-ED1のコスト分解モデルにおけるコスト査定方法（7/7）

出所）Ofgem, Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Business plan expenditure assessment、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf、2020年2月7日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_expenditure_assessment_0.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

期中のパフォーマンス評価（英国）
⚫ 英国ではTO、DNOのライセンスにおいてRIGs(Regulatory Instructions and Guidance)に基づいて毎年パフォーマンス状

況に関する詳細なレポートを提出することが求められている。

⚫ RIGsではパフォーマンス評価に資する多数のデータ提出を要求しており、このデータに基づいてRIIOで定めたアウトプットに対する
達成状況、インセンティブやペナルティの評価が可能になる（アウトプット、レベニュー算定に直接に利用されない情報も提出）。

✓ 別途ライセンスの指示によりRIIOの下ではTO、DNOはData Assurance Guidanceに基づいてデータの不正確性に伴うリスク評価（確率、影響
負度など）や精度確保の取組についてのレポートを毎年行うことが必要。

TOへの指示 DNOへの指示

≪レポートの提出項目≫
⚫ 下記の項目について、実績及び見通しを所定のエクセ

ルフォーマットで提出。
✓ Costs and Volumes
• 各種コスト情報のとりまとめ（単価、数量含む）
✓ Revenue and Financial Issues
• 各種収入項目等
✓ Secondary Deliverables
• 健全性評価やPoF等のアウトプット評価の参考指標
✓ Reinforcement
• 変電所の情報（負荷状況等）
✓ Interruptions
• 系統で生じた不具合の発生状況等
✓ Connections
• 系統接続の実施状況
✓ Customer Service
• クレーム対応、CS調査等のカスタマーサービス関連の状況
✓ Environment and Innovation
• 電線地中化や環境対応の対応状況、コスト等

≪レポートの提出項目≫
⚫ 下記の項目について、実績及び見通しを所定のエクセ

ルフォーマットで提出。
✓ Finance
• 資産の処分に関する情報等
✓ Totex
• 後段のOpex、Capexを踏まえたTotexの実績見通し
✓ Opex
• 費目別に分けたOpexの実績、見通しを策定
✓ Capex
• 費目別に分けたCapexの実績、見通しを策定
✓ Network data
✓ 各種設備、機器数や不具合の発生状況
✓ Outputs
• RIIOで定めるアウトプット指標に関する情報

出所）Ofgem, RIIO-T1 Electricity Transmission Price Control – Regulatory Instructions and Guidance: Version 6.2
Ofgem, RIIO-ED1 electricity distribution price control – overview of the regulatory instructions and guidance、DNV GLヒアリング（2020年1月実施） 、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-49 RIGsにおける提出項目（概要）
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIGs提出項目の詳細 －TO－（英国）
⚫ 前述のRIGｓの提出項目のうち、TOの提出内容の詳細は以下の通り。

出所）Ofgem, RIIO-T1 Electricity Transmission Price Control – Regulatory Instructions and Guidance: Version 6.2、https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/direction-
modify-regulatory-instructions-and-guidance-rigs-riio-et1-version-62、2020年2月5日閲覧

区分 提出項目 提出概要

Finance • Disposal ＜コスト情報に関連＞

• 固定資産の処分に関する情報を記載

Totex • Provisional Price Control Financial Model (PCFM) inputs
• Totex forecasts
• Forecast Allowances
• Forecast Volumes
• Published Totex
• Published Outputs
• Published Wider Works
• Input Prices

＜コスト情報に関連＞

• 後段のCapex、Opexの情報に基づき、Totexの将来見通し、及

びその内訳に関する情報等について整理

Opex • Opex summary – cash controllable costs  NGET and NGESO 
ONLY

• Opex summary – cash controllable costs  SPTL and SHE 
Transmission ONLY

• Indirect Costs Summary SPTL and SHE Transmission ONLY
• Asset management opex
• Business support – group costs
• Business support – allocation (No requirement to populate)
• Business support – supplementary detail
• Operational training
• Total transmission salary and FTE numbers
• Analysis of excluded, consented, and de minimis services
• Provisions
• Related party transactions
• Innovation Rollout Mechanism (IRM) expenditure
• Network Innovation Allowance (NIA) expenditure
• Network Innovation Competition (NIC) expenditure
• Physical security opex
• SO EMR Data Volumes

＜コスト情報に関連＞

• 項目別のOpexについて実績及び見通しを整理

• Business Support等の特定の費目については、詳細の情報を

記載

• イノベーションに関するコスト（IRM、NIA、NIC）はこのパートで情

報を記載

図表 3-2-50 RIGsにおける提出項目（TO-詳細）（1/3）

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/direction-modify-regulatory-instructions-and-guidance-rigs-riio-et1-version-62
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIGs提出項目の詳細 －TO－（英国）
⚫ 前述のRIGｓの提出項目のうち、TOの提出内容の詳細は以下の通り。

区分 提出項目 提出概要

Capex • Capex summary
• Expenditure on load related schemes
• Expenditure on non-load related schemes
• Non-Load Related Volume change 
• T2 output cost deferral 
• Tower steelwork
• Uncertain Costs
• TO Non operational capex
• System operator (SO) capex (National Grid only)
• Transmission Investment Renewable Generation (TIRG)
• Physical security capex

＜コスト情報に関連＞

• 項目別のCapexについて実績及び見通しを整理

• 主要項目は需要関連（load-related）と非需要関係（non-load-

related）のシートに分けて各々の内容を記載

Network data • System characteristics and activity indicators
• Faults and failure reporting
• Boundary transfers requirements
• Boundary transfers and capability development
• Demand and supply at substations
• Lead assets additions and disposals
• Non lead assets additions and disposals
• Lead asset – unit cost actuals
• Non lead asset unit costs
• Average Circuit Unreliability

＜アウトプットに関連＞

• 送電設備の設備数や利用状況について整理

• 停電等の不具合の発生状況や各設備の利用容量の現状について整

理

• 設備導入、廃棄、更新に関する情報も整理

図表 3-2-51 RIGsにおける提出項目（TO-詳細）（2/3）

出所）Ofgem, RIIO-T1 Electricity Transmission Price Control – Regulatory Instructions and Guidance: Version 6.2、https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/direction-
modify-regulatory-instructions-and-guidance-rigs-riio-et1-version-62、2020年2月5日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/direction-modify-regulatory-instructions-and-guidance-rigs-riio-et1-version-62
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIGs提出項目の詳細 －TO－（英国）
⚫ 前述のRIGｓの提出項目のうち、TOの提出内容の詳細は以下の通り。

区分 提出項目 提出概要

Output • Customer satisfaction / stakeholder satisfaction 
• Environment Business carbon footprint (BCF)
• Reliability
• SHE Transmission and SPTL Timely connections
• SF6 emissions
• Designated area visual amenity outputs for existing 

transmission infrastructure
• Baseline Wider and Works Strategic Wider Works 

(SWW) outputs 
• SWW Pre-construction deliverables
• SPTL Local generation connections volume driver –

sole use
• SPTL Local generation connections volume driver –

shared use
• NGET wider works volume driver
• NGET planning requirements
• NGET local generation volume driver
• NGET local demand volume driver
• Network Output Measures (NOMS) Asset Health
• NOMS Replacement Priority
• Criticality substations
• Criticality circuits
• Criticality SPTL
• Flood mitigation

＜アウトプットに関連＞

• RIIO-1で規定されるアウトプット指標の達成状況に関するデータを整理

• NOMsの健全性評価に基づく、設備の更新優先度についても整理

• Strategic wider Worksの進捗状況について整理

図表 3-2-52 RIGsにおける提出項目（TO-詳細）（3/3）

出所）Ofgem, RIIO-T1 Electricity Transmission Price Control – Regulatory Instructions and Guidance: Version 6.2、https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/direction-
modify-regulatory-instructions-and-guidance-rigs-riio-et1-version-62、2020年2月5日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/direction-modify-regulatory-instructions-and-guidance-rigs-riio-et1-version-62
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIGs提出項目の詳細 －DNO－（英国）
⚫ 前述のRIGｓの提出項目のうち、DNOの提出内容の詳細は以下の通り。

出所） Ofgem, RIIO-ED1 regulatory instructions and guidance、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/rigs_guidance_documents_v5.0.zip、2020年2月5日閲覧

区分 提出項目 提出概要

Costs and 
Volumes

• 以下、コストについてその内訳詳細とともに実績、見通しを提出
✓ Load related
✓ Non-load capex
✓ Non-op Capex
✓ HVP(High Voltage Project)
✓ Moorside
✓ Network Operating Costs
✓ Closely associated Indirects
✓ Business Support Costs
✓ Other costs within Price Control
✓ Costs outside Price  Control
✓ NABC(Non-Activity Based Cost)

＜コスト情報に関連＞

• 各々の費用区分についてその細分化項目に対して、単価、数量を

整理するためのシートを用意

• それらのシートに基づき全体でのコストを算出

Revenue and 
Financial 
Issues

• 下記情報について、入力を行うとともに、他のレポートファイルから読み込み
✓ RPI
✓ Corporation Tax Rate
✓ WACC (PCFM)
✓ MOD from Annual Iteration Process (PCFM)
✓ Pass Through items 
✓ Output incentives 
✓ Network Innovation Allowance
✓ Low Carbon Networks Fund
✓ Losses Discretionary Reward
✓ Connections margin clawback direction
✓ Connection guaranteed standards payments made
✓ Other revenue restriction related conditions

＜コスト情報/アウトプットのとりまとめ＞

• Allowed Revenue、Base revenueを試算するためのレポート

• 本レポートへの入力値と他のレポート項目のエクセルファイルからの

数値読み込みに基づいてレベニュー額を算出

図表 3-2-53 RIGsにおける提出項目（DNO-詳細）（1/3）

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/rigs_guidance_documents_v5.0.zip
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIGs提出項目の詳細 －DNO－（英国）
⚫ 前述のRIGｓの提出項目のうち、DNOの提出内容の詳細は以下の通り。

区分 提出項目 提出概要

Secondary 
Deliverables

• Health and Criticality Tracker for LV Assets (HCT_LV)
• Health and Criticality Tracker for HV Assets (HCT_HV)
• Health and Criticality Tracker for EHV Assets (HCT_EHV)
• Health and Criticality Tracker for 132kV Assets (HCT_132kV)
• Health and Criticality Tracker for Other Assets (HCT_Other

assets)
• Probability of Failure Values
• Consequence of Failure Values
• Asset Risk Values
• Asset Count Check

＜アウトプットに関連＞

• 設備区分別に各々の健全性評価の結果を整理

• 併せて、各設備ごとの故障確率、故障時の金銭的影響度につい

て整理

• 上記に基づき、設備全体での故障による金銭的影響度の期待値

を算出

Reinforceme
nt

• 年ごとに変電所に関する諸情報を記載 ＜アウトプットに関連＞

• 変電所に関して個々の容量や利用状況、回収状況について整理

• 整理結果に基づき、現状設備に関するリスクを評価を実施

Interruptions • 以下項目を分析するための諸情報を記載
✓ Customers Interrupted (CIs)
✓ Customer Minutes Lost (CMLs) (duration of interruptions to 

supply))
✓ Short Interruptions (SIs)
✓ Customers Re-interrupted (RIs)
✓ Occurrences Not Incentivised (ONIs).

＜アウトプットに関連＞

• 左記項目について、各々のインシデント発生個所や発生日時等の

情報を整理

Connections • 供給地点追加（削減）について下記項目で整理を記載
✓ Summary
✓ Metered In-year 
✓ Unmetered In-year
✓ Completed summary
✓ Annual Quotations Issued
✓ Annual Out of Area Cons
✓ Direct RPM
✓ TTC & TTQ

＜アウトプットに関連＞

• 供給地点（MPANs：Meter Point Administration 

Numbers）の増減状況とそれに伴うコストについて整理し、トータ

ルでのコスト状況を算出

図表 3-2-54 RIGsにおける提出項目（DNO-詳細）（2/3）

出所） Ofgem, RIIO-ED1 regulatory instructions and guidance、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/rigs_guidance_documents_v5.0.zip、2020年2月5日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/rigs_guidance_documents_v5.0.zip
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIGs提出項目の詳細 －DNO－（英国）
⚫ 前述のRIGｓの提出項目のうち、DNOの提出内容の詳細は以下の通り。

区分 提出項目 提出概要

Customer 
Service

• Complaints handling
• Customer Satisfaction Survey
• Telephony

＜アウトプットに関連＞

• 苦情対応の状況。顧客満足度調査の結果、電話問い合わせ対

応の状況を含む顧客満足度に関連した定量情報を整理して評価

指標を算出

Environment 
and 
Innovation

• Visual Amenity
• Environmental Reporting 
• BCF
• Losses Snapshot
• Smart Metering
• Innovative Solutions
• LCTs
• IRM

＜アウトプットに関連＞

• 環境性への対応状況に関して各種情報を記載

✓ 電線地中化に関する取り組み、コスト

✓ 各種汚染対策の状況、コスト

✓ カーボンフットプリント、配電網のロス状況

＜コスト情報に関連＞

• イノベーションに関する各種情報を記載

✓ スマートメーター導入、イノベーション、低炭素技術に関する導入

状況、コスト

図表 3-2-55 RIGsにおける提出項目（DNO-詳細）（3/3）

出所） Ofgem, RIIO-ED1 regulatory instructions and guidance、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/rigs_guidance_documents_v5.0.zip、2020年2月5日閲覧

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/rigs_guidance_documents_v5.0.zip
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

期中調整におけるレベニューキャップの計算式

⚫ 期中調整時のレベニューキャップは、ベースレベニュー（⑨～⑬）に対して、各種調整要素（②～⑧）を考慮して算出され
る（TO/DNOともに考え方は同様）。

図表 3-2-56 レベニューキャップの計算式

出所）経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）（有限責任監査法人トーマツ）
（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf）、2020年2月12日閲覧

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

期中のパフォーマンス評価（英国）

⚫ 英国ではRIGs等のTO/DNOからの報告やfinancial modelの見直しに基づき、期中のレベニューの調整がなされる。

⚫ 見直しの対象には投資の効率化インセンティブ（TIM）、外的要因による費用増の回収を図るUncertainty Mechanism、イ
ノベーション投資へのインセンティブ、需要変動等の調整が含まれる。

図表 3-2-57 レベニューキャップの期中調整の考え方

出所）経済産業省ウェブサイト、次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会（第6回） 資料2
（https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_02_00.pdf）、2020年2月12日閲覧



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 202

(4) 制度詳細 2) 期中調整

Uncertainty Mechanismの考え方 （英国）

⚫ 英国ではTO/DNOの当初の事業計画にない外生的な要因に依る費用増に対して費用回収を図るため、Uncertainty 
Mechanismを設定し、期中のレベニューキャップの調整を行う。

⚫ レベニューキャップの調整における手続き（自動/届出/認可）は費用項目により異なる。

図表 3-2-58 Uncertainty Mechanismの考え方

出所）経済産業省ウェブサイト、次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会（第6回） 資料2
（https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_02_00.pdf）、2020年2月12日閲覧
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIIO1のUncertainty Mechanismにおける考慮事項（英国）

⚫ 前述の関連項目も含めて、Uncertainty Mechanismの下で、レベニューキャップの調整が毎年行われる。
⚫ 下表にDNOにおけるUncertainty Mechanismにおける考慮項目を示す。

分類 考慮項目 概要

経済指標
（Indexation）

RPI indexation 消費者物価指数に基づく調整

Cost of debt 債務コストは非金融事業者における10+年債の利回りの過去情報に基づき毎年更新

パススルー
（Pass-through）

Business rates 税金のうち事業用固定資産税

Ofgem licence fees Ofgemへのライセンスフィー

DCC fixed costs Smart meter Data Communications Companyのサービス利用料

Shetland（SSEHのみ） Shetland島への電力供給コスト対応

Re-opener
（再交渉）

Street works 路上工事のコスト

Enhanced physical site security 特定設備のセキュリティ向上のコスト

High Value Projects 期初に想定されていなかった2,500万ポンド以上の高価格プロジェクト

Load related expenditure 期初からの需要想定の変動に伴う対応コスト

Innovation roll-out mechanism 低炭素かつ/または環境面での効果が高いプロジェクトへのイノベーションプログラム

Pension deficit repair mechanism 年金欠損金の補填を3年ごとに調整

Rail electrification 鉄道の電動化プログラムに要したコスト

Link boxes Link box設備の事故リスク低減のための対策コスト

その他 各DNO独自の費用
Shetland島への電力供給コスト対応、及び海底ケーブルコスト（SSEH)、
Moorside原発との接続コスト（ENWL）

規模起因
（Volume-driver）

Smart meter roll-out costs スマートメーター導入コスト

法令発動
（Trigger）

Tax 税制変更への対応

図表 3-2-59 Uncertainty Mechanismの考慮要素（DNOの場合）

出所）Ofgem, Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control - Uncertainty mechanisms、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decuncertaintymechanisms_0.pdf、2020年2月25日閲覧

Ofgem, RIIO-ED1: Final determinations for the slow-track electricity distribution companies – Overview 、https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-
ed1_final_determination_overview_-_updated_front_cover_0.pdf、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decuncertaintymechanisms_0.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/11/riio-ed1_final_determination_overview_-_updated_front_cover_0.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

RIIO1のUncertainty Mechanismにおける考慮事項（英国）

⚫ 前述の関連項目も含めて、Uncertainty Mechanismの下で、レベニューキャップの調整が毎年行われる。
⚫ 下表にTOにおけるUncertainty Mechanismにおける考慮項目を示す。

分類 考慮項目 概要

経済指標
（Indexation）

RPI indexation 消費者物価指数に基づく調整

Cost of debt 債務コストは非金融事業者における10+年債の利回りの過去情報に基づき毎年更新

パススルー
（Pass-through）

Business rates 税金のうち事業用固定資産税

Ofgem licence fees Ofgemへのライセンスフィー

Inter-TSO scheme TSO間の補償に関する調整

Temporary physical disconnection 一次的な接続不良への対策コスト

Re-opener
（再交渉）

Enhanced security セキュリティ対策のコスト

Innovation roll-out 低炭素かつ/または環境面での効果が高いプロジェクトへのイノベーションプログラム

Delivery role for Electricity Market Reform (EMR) OfgemのEMR（エネルギー市場改革）施策への対応コスト

East coast integrated network pre-construction costs イングランド東岸での投資コスト

規模起因
（Volume-driver）

Wider works 電力供給安定化のための主要系統の増強コスト

Local generation connections 自家発電の接続コスト

New demand connections 新規需要への接続コスト

Planning requirements of new infrastructure 新規インフラの計画コスト

期中決定事項
（Within period 

determinations）
Strategic wider works 大規模プロジェクトの考慮（詳細は後述）

レビュー
（Review）

ONS review of the RPI 国家統計局のRPIレビューへの対応

Mid-period review 期中のレビューによるアウトプットの変更、新たなアウトプットの導入

リセット
（Reset）

Pension deficit repair 年金欠損金の補填を3年ごとに調整（3年ごとにリセット）

法令発動
（Trigger）

Tax legislation 税制変更への対応

図表 3-2-60 Uncertainty Mechanismの考慮要素（TOの場合）

出所）Ofgem, RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas - Cost assessment and uncertainty Supporting Document、
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53601/3riiot1fpuncertaintydec12.pdf、2020年2月25日閲覧

Ofgem, Decision on strategy for the next transmission and gas distribution price controls - RIIO-T1 and GD1 Uncertainty mechanisms、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisionuncert_0.pdf、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53601/3riiot1fpuncertaintydec12.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisionuncert_0.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

Strategic wider works（SWW）について
目的

⚫ RIIO-T1期初のRC設定時に、いくつかの大規模系統投資について、投資タイミング及び費用について不確実性があり、
RCに組み入れられなかったため、導入された”Uncertainty Mechanism”の一つ（TOのみに導入）。

プロセス

⚫ 送電系統運用者（SO）は、毎年、Networks Options Assessment (NOA)と呼ばれる将来必要とされる大規模
系統増強投資のオプションを特定する文書を作成。

⚫ 送電系統所有者（TO）はNOAと併せ、TO独自の分析も踏まえてSWWの対象プロジェクト、投資タイミング案を策定し、
Ofgemに提出。※

※SWW対象となるか否かはプロジェクト規模による初期クライテリアがある。NationalGridの場合は5億￡以上、あるいは5億￡未満の場合、顧客の支
持や複数シナリオにおける必要性等を考慮。

⚫ SWWのアセスメントプロセスでは、詳細な費用便益評価（CBA）、利害関係者へのコンサルテーション等が段階的に実
施され、このプロセスが終了した後、RCの調整が認められる（規制期間を跨ぐ投資も対象となる）。

Future Energy
Scenarios

(FES)

Electricity Ten
Year Statement

（ETYS）

Network Options
Assessment

（NOA）

SWW process
(次ページ参照)

毎年ローリング

将来の電力需給シナリオ
（2050年まで） 10年間の系統の全体計画 系統増強オプション検討

出所）ofgemウェブサイト、https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/critical-investments/strategic-wider-works、2019年12月10日閲覧
”Network Options Assessment 2018/19”, National Grid, Janualy 2019, https://www.nationalgrideso.com/document/137321/download、2019年12月10日閲覧
“Guidance on the Strategic Wider Works arrangements in the electricity transmission price control, RIIO-T1”, 21 October 2013、https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-

publications/83945/guidanceonthestategicwiderworksarrangementsinriiot1pdf、2019年12月10日閲覧
“Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control Uncertainty mechanisms”, 04 March 2013、

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decuncertaintymechanisms_0.pdf、2020年12月10日閲覧

https://www.nationalgrideso.com/document/137321/download
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/83945/guidanceonthestategicwiderworksarrangementsinriiot1pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decuncertaintymechanisms_0.pdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 206

(4) 制度詳細 2) 期中調整

SWWプロセス

⚫ SWWの申請後の評価プロセスは下記の通り。

⚫ Ofgemは増強投資の必要性、現在または将来の需要家利益の観点から厳格に審査。

出所）ofgemウェブサイト、https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/critical-investments/strategic-wider-works、2020年2月12日閲覧

スコープ設定
（1年間）

オプションのアセスメント
（1-2年間）

設計（1-2年間） 計画設定と調達（1-2年間）

ニーズ特定
戦略的オプショ
ンの特定とアセ

スメント

戦略的オプショ
ンの選択

コンサルテーション

環境アセスメント

地権者合意
取得、環境調査、

サイト調査

法に則った
コンサルテー

ション

詳細設計の
検討

計画の
コンセンサス
取得申請

計画の
コンセンサス

決定
建設開始

調達

適格性
アセスメント

初期ニーズ
ケース

最終ニーズ
ケース

プロジェクト
アセスメント

TOの開発活動
SWWにおけるアセスメント段階

図表 3-2-61 プロジェクト開発における一般的なステージとSWWアセスメントのタイミング

https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/critical-investments/strategic-wider-works
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

SWWの建設期間以降の確認・対応事項
⚫ SWWの建設期間以降、TOは毎年RIGsに則って進捗状況を提出し、Ofgemの確認結果次第で計画変更を求められる

場合もある。

⚫ SWWのプロジェクトが予定通りに完工しなかった場合、これがTOのライセンス違反と見なされる場合、OfgemからTOに財
務的なペナルティが課される場合もある。

建設期間中 完工時

TO

• TOは建設期間中において、毎年RIGｓに則って
SWW計画達成に向けた支出状況と進捗状況の報
告を求められる

• 当初計画に対する支出、進捗のずれ、また、今後の
建設に対する懸念事項の報告が必要となる

• 今後の計画が目標と大きく異なる可能性がある場合
は、計画や支出見通しを当初計画から変更することも
ある

• SWWのプロジェクト完工後、TOは得られた送電容量
が目標に沿ったものであることを証明するために
Ofgemにレポートを提出する

• レポートに含むべき情報の例としては、行われた増強策
の背景情報、目標とした容量が実現されたことを示す
諸情報、留意事項や今後の必要作業事項がある

Ofgem

• OfgemはTOから毎年提出されるレポートを確認し、
計画変更の必要性について判断する

• TOにおける実際の支出状況は当該年にレベニューで
認められていた支出額と比較され、その差分については
効率化インセンティブに基づいて2年後のレベニューに
反映する

• 完工が遅れた場合において、Ofgemは理由と状況改
善策の提示を求める

• 完工遅れの状況がTOのライセンス違反に当たるものだ
と見なせる場合、OfgemはTOに対して財務的なペナ
ルティを課す（ペナルティは遅れに伴う需要家への損
害状況とそれを緩和するTOの取組状況から決める）

図表 3-2-62 SWWの建設期間以降の確認・対応事項

出所）Ofgem, Guidance on the Strategic Wider Works arrangements in the electricity transmission price control, RIIO-T1 、https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-
networks/critical-investments/strategic-wider-works、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/critical-investments/strategic-wider-works
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

具体的なSWWプロジェクト例

⚫ 2013年4月以来、SWWとして認可されたプロジェクトは3件。

⚫ 現段階で候補として特定されているプロジェクトは7件（2020年2月11日時点）。

プロジェクト名 概要 運用開始 ステータス

Kintyre-Hunterston

• Crossaig Forestにおける変電所新設
• Carradale - Crossaig間の架空送電線の大容量化（二重回線）
• Arran北岸に変電所を新設、Hunterstonまでの二回線の海底ケーブル敷設

2015年度1Q
認可済
174百万￡（2009年度価格）

Beauly Mossford

• Corriemoillieにおける変電所新設
• 既存132kVの架空送電線、及び送電塔の二重回線化
• 地下ケーブル敷設

2015年
認可済
53.2百万￡（2009年度価格）

Caithness Moray • Caithness - Moray間の海底HVDCケーブル敷設、及び付帯する陸上設備工事 2018年度
認可済
959百万￡（2009年度価格）

Western Isles link • Lewis島 - Beauly間の海底HVDCケーブル敷設（陸上部分80km、海底部分76kｍ） 2023 未申請

Orkney Islands link • Orkney - Scotland北部間の定格容量200MWのAC海底ケーブル敷設 2022 未申請

Shetland Islands link
• Shetland諸島 - Caithness間の海底HVDCケーブル敷設, ないしMorayshireへの代替

ルート
2024 未申請

Eastern Network Reinforcement

• 設計検討中
• Hawthorn Pit - Torness、ないしPeterhead間の海底海底HVDCケーブル敷設、及び陸

上の400kV送電系統の設備更新を含むことを想定
2023 - 2028 未申請

Hinkley - Seabank • Hinkley Point - Seabank間の400kV架空送電線（二重回線）の新設 2024
Final Needs Case 
2018年1月に認可済

North West Coast Connections
• Moorsideにおいて提案されている新設原子力発電所のための400kV架空送電線（二重

回線）の新設
2025 Paused

South East Network Reinforcement • London南部 - 南海岸間の 400kV送電線の新設 2027 未申請

図表 3-2-63 SWWのプロジェクトリスト

出所）ofgemウェブサイト、https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/critical-investments/strategic-wider-works、2020年2月12日閲覧、を元に三菱総研作成
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

効率化インセンティブの考え方（英国）

出所） Ofgem 、Handbook for implementing the RIIO model（Ofgem）、 https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/51871/riiohandbookpdf、2020年2月25日閲覧
Decision on strategy for the next transmission and gas distribution price controls - RIIO-T1 and GD1 Business plans, innovation and efficiency incentives (Ofgem)
Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control  Outputs, Incentives and Innovation 、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decoutputsincentives_0.pdf、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ RIIOではTO/DNOが当初想定していた支出額に対して、効率化によるコスト低減（または逆に増額）がなされた場合に、その
一部をレベニューに反映される効率化インセンティブが規定されている。

⚫ 効率化インセンティブにはレート（Sharing factor）が定められており、このレートに応じて効率化分（増加分）のうち、事業者
自身に配分される割合と、託送料金に転嫁して需要家に配分される割合が設定される。

英国における効率化インセンティブの基本的特徴

≪基本的な考え方≫
⚫ TO/DNOが当初想定していた支出額に対して、効率化によるコスト低減を実現した量を事業者と需要家に還元。
⚫ 事業者・需要家間の還元比率はOfgemの定めるレート（efficiency incentive rate）によって決まる。レートが40%であ

れば、コスト低減分の40%が事業者に還元され、残りの60%が託送料金低減の形で需要家に還元される。
⚫ 効率化とは逆にコスト増が発生した場合もその増分はレートに基づいて事業者、需要家に転嫁される。

≪レートの考え方≫ ※ 詳細は後述
⚫ レートはRIIOの中で採用されるIQI(Information Quality Incentive)の考え方に基づいて決定される。
⚫ Ofgemとしてレートの上限、下限を定めたうえで、各社のレートがその間に収まるように、IQIのパラメータを検討する。

≪その他の特徴≫
⚫ 効率化インセンティブによるレベニューの調整は毎年実施される。
⚫ 調整はTO/DNOの支出データの監査期間等を踏まえて2年のタイムラグをもって実施される。
⚫ CAPEX、OPEXともに適用されるレートは同じ。

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/51871/riiohandbookpdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/02/riioed1decoutputsincentives_0.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

効率化インセンティブの考え方（英国）

出所） Ofgem 、Decision on strategy for the next transmission and gas distribution price controls - RIIO-T1 and GD1 Business plans, innovation and efficiency incentives (Ofgem)
Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control  Outputs, Incentives and Innovation 、
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisionbusplan_0.pdf、2020年2月25日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 効率化インセンティブの事業者、需要家間の配分比率を決めるレート（efficiency incentive rate）は、各社の支出見通しと
Ofgemの査定結果との差分に基づいて定まるIQI(Information Quality Incentive)の評価に基づいて定まる。

レート検討の考え方

≪基本的な考え方≫
⚫ TO/DNOがOfgemに提出した支出見通しとOfgemが査定する効率的な支出見通しを比較。
⚫ 両者が一致し、それに則った投資がなされる場合に、TO/DNOが投資の結果として支払ったコスト（場合によってはそれ以

上）のリターンを回収できるようにIQIの評価パラメータのキャリブレーションを行う。
✓ TOI/DNOの見通しがOfgemの査定する見通しを上回る場合は、十分なリターン回収ができないことになる。

⚫ 効率化インセンティブのレートは事業者見通しとOfgem見通しの差分とIQI評価の状況に応じて決定する。

≪上限値/下限値の考え方≫
⚫ TOの場合は、40～50％として設定。
⚫ DNOの場合は、Fast-trackの事業者は70％でレートを確定し、Slow-trackの事業者は45～65％範囲で設定。

≪その他の特徴≫
⚫ IQIの評価においては単価と量の双方を考慮する。
⚫ DNOでは同じ地域エリアの企業グループに属するDNOのレートは同じ値に設定する。

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2011/03/t1decisionbusplan_0.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

効率化インセンティブの考え方（英国）

⚫ OfgemのAnnual Reportにて、各社の効率化インセンティブのレートと、効率化インセンティブの結果としてDNOと需要家にどの
ようにTotexの削減（増加）分が配分されたかが公開されている。

⚫ 表から、前述の手順のとおりTotex performanceに記載された差分額が、Totex efficiency incentive rateに従って
CustomerとDNOに配分されていることがわかる。

出所）RIIO-ED1 Annual Report 2017-2018（Ofgem）、 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riio-ed1_annual_report_2017-18.pdf、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-64 DNOにおける効率化インセンティブの算出例

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riio-ed1_annual_report_2017-18.pdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 212

(4) 制度詳細 2) 期中調整

効率化インセンティブの考え方（英国）

出所） Ofgem 、RIIO-2 Sector Specific Methodology – Core document (Ofgem)、 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-2_sector_specific_methodology_decision_-
_core_30.5.19.pdf、2020年2月12日閲覧

⚫ RIIO2期間においては効率化インセンティブのレート設定にあたり、IQIに基づく評価が廃止される。
⚫ RIIO2ではTotex Incentive Mechanismに基づき、事業者の支出計画のうち信頼性が高い部分、低い部分の割合を評価し

たうえで、効率化インセンティブを適用するレートが設定される。
※ これらの手法はTOに対して設定されるものとして説明がなされており、現状DNOには言及されていない。

RIIO2における効率化インセンティブのレートの考え方

≪IQI廃止の背景≫
⚫ RIIO1期間中はIQIによる効率化インセンティブを設定したものの、事業者から提出される計画が十分にコスト効率化された

ものではなかった。
⚫ コスト見通しに関するOfgemの考え方は、事業者サイドの考え方とは独立であるべきであり、さもなくば事業者の計画が野心

的なものであるか否か、また、事業者によるコスト削減が本当に効率化によるものかについて、Ofgemの判断の信頼性が確保
できない。

≪Totex Incentive Mechanismの考え方≫
⚫ Ofgemにて事業者の提出するTotex想定のうち、「➀信頼性が高い部分（high-confidence baseline）」の割合、「➁

低い部分（lower-confidence baseline）」の割合を仕分け。
⚫ 信頼性の高い部分に適用される効率化インセンティブのレートを50%、低い部分に適用されるレートを15%とする。
⚫ 事業者の想定するTotexに対する➀②の割合に基づいて、レートを加重平均することにより、事業者として適用されるレートを

設定。
※ 上記の信頼性の程度については、RIIO-1での実績コスト、十分な裏付けが示されているか（ベンチマーキングも含む）、信頼

性の高い単価や量の設定がなされているかから定められる。
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

アウトプットの考え方（英国）

⚫ RIIO-1ではTO/DNOのそれぞれに対して、6つのアウトプット指標が策定され、その達成状況に応じてインセンティブ/ペナルティが
適用されている。

出所）経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）（有限責任監査法人トーマツ）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf 、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-65 TOのアウトプットとインセンティブ（1/2）

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

アウトプットの考え方（英国）

⚫ RIIO-1ではTO/DNOのそれぞれに対して、6つのアウトプット指標が策定され、その達成状況に応じてインセンティブ/ペナルティが
適用されている。

出所）経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）（有限責任監査法人トーマツ）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf 、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-66 TOのアウトプットとインセンティブ（2/2）

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

アウトプットの考え方（英国）

⚫ RIIO-1ではTO/DNOのそれぞれに対して、6つのアウトプット指標が策定され、その達成状況に応じてインセンティブ/ペナルティが
適用されている。

図表 3-2-67 DNOのアウトプットとインセンティブ（1/2）

出所）経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）（有限責任監査法人トーマツ）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf 、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf


Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 216

(4) 制度詳細 2) 期中調整

アウトプットの考え方（英国）

⚫ RIIO-1ではTO/DNOのそれぞれに対して、6つのアウトプット指標が策定され、その達成状況に応じてインセンティブ/ペナルティが
適用されている。

図表 3-2-68 DNOのアウトプットとインセンティブ（2/2）

出所）経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）（有限責任監査法人トーマツ）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf 、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

期末調整の考え方（DNOの例）（英国）

⚫ RIIO-ED1では2023年に期末を迎えるにあたり、期中にUncertainty Mechanism等を通じて調整したレベニューの正当性を
検証し、その結果に応じてレベニューの調整を行う方針が示されている。

出所）Ofgem, Decision on the closeout methodologies for RIIO-ED1 、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/decision_on_the_closeout_methodologies_for_riio-
ed1_0.pdf、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

項目 考え方

Load-related 
Expenditure Reopener

• 需要関係費用について、Uncertainty Mechanismに基づいて調整した費用を期末に検証
• 追加コストに対して認められたレベニューと実際の費用の間に20%以上の差があり、Ofgemが調整が必要と考える場合、必要

な調整量についてOfgemが検討
• 調整額の検討はRIIO-1全期間を対象に行い、最終的な調整結果についてはRAVの価額とRIIO-2でのレベニューに反映

Net to Gross • Load-related Expenditure Reopenerへの調整がなかった場合のみ検討
• 需要関係費用のうち需要家負担になっている割合について検証して調整を実施

Network Output 
Measures (NOMs)

• ネットワークのアセットに関するリスク低減量について目標量を期初に決定
• リスク低減量の目標と実績の差分について事業者はOfgemに対して正当性を証明
• 正当性を認められる範囲に応じてRAVの価額とRIIO-2でのレベニューへの反映量を検討
※ リスク低減の考え方や正当性評価の手順は「高経年化対策への取組」の節で後述

High Value Projects 
(HVPs)

• 2,500万ポンド以上の高額プロジェクトについて、Uncertainty Mechanismに基づいて調整した費用を期末に検証
• 追加コストに対して認められたレベニューと実際の費用の間に20%以上の差があり、Ofgemが調整が必要と考える場合、必要

な調整量についてOfgemが検討（当該プロジェクトで求められた成果が実際に得られているかも考慮）
• 調整額の検討はRIIO-1全期間を対象に行い、最終的な調整結果についてはRAVの価額とRIIO-2でのレベニューに反映

Link Boxes • Link boxの事故対策に関してUncertain Mechanismによる調整の正当性を検証
• 事業者は実際の作業量とコストに関する情報をOfgemの要求に応じて提出し、Ofgemはそこからレベニューの必要調整量を

検討
• 調整額の検討はRIIO-1全期間を対象に行い、最終的な調整結果についてはRAVの価額とRIIO-2でのレベニューに反映

Shetland • Scottish Hydro Electric Power Distribution（SHEPD）の所管するShetland島への電力供給について、
Uncertainty Mechanismに基づいて調整した費用を期末に検証

• Ofgemによる費用の正当性検証とSHEPDの提示する情報に基づいて調整金額を決定
• 調整額の検討はRIIO-1全期間を対象に行い、最終的な調整結果についてはRAVの価額とRIIO-2でのレベニューに反映

図表 3-2-69 期末調整の考え方の概要（DNOの例）

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/decision_on_the_closeout_methodologies_for_riio-ed1_0.pdf
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化対策への取組について（英国）

出所）NOMs Methodology Issue 18（ National Grid ）、https://www.nationalgridet.com/document/130431/download、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ RIIOの枠組みの中で送配電事業者の一次的なアウトプットとして、「安全性」「信頼性」「可用性」「顧客満足度」「持続性・拡張
性」「環境性」の6つの項目を規定し、これらに基づくインセンティブが適用されている。

⚫ 送電事業者については、二次的なアウトプットとしてNOMs(Network Output Measures)を求める方法論を各々規定してお
り、これに基づいて送電系統の開発、運用、管理に関するパフォーマンスを監視している。

⚫ 高経年化対策に係る指標としては➀②⑤が考えられる。

NOMs指標 概要 補足

➀ Network Asset 
Condition measure

• ネットワーク資産の現状、資産健全性の点における信頼性、予想される劣化状況を評価
✓ 将来的に故障が発生する確率（PoF:Probability of Failure）を定めることで評価

PoF評価方法の詳細はNetwork
Asset Risk Annex※に記載

➁ Network Risk 
measure

• ネットワーク資産、及び資産間の相互関係を踏まえて、送電系統全体的のリスクレベルを評価
✓ PoFと故障の金銭的影響度（CoF:Consequence of Failure）を全設備について足し合わ

せることで評価

CoF評価方法の詳細はNetwork
Asset Risk Annex※に記載

③ Network 
Performance measure

• 送電系統の技術的パフォーマンスを評価
✓ エネルギー供給不全事象（Energy Not Supplied）、平均回路不安程度（ACU: 

Average Circuit Unreliability）、ネットワークの不具合情報に基づき評価
ー

④ Network Capability 
measure

• 送電系統の能力、利用状況の評価（ネットワーク容量に対する需要/発電量等）
✓ 送電事業者に義務付けられるRRP(Regulatory Reporting Packs）の中で利用状況や増

強ニーズの把握を要請
✓ 評価対象は以下のとおり

⁃ 電力システムで要求される熱容量、電圧条件、安定度
⁃ 特定のスキームでの運用がなされた場合の系統の能力への影響度
⁃ 変電所における需要家グループのピーク需要
⁃ メンテナンス期間における需要（安全性/品質提供基準で定義）
⁃ n-1基準の容量
⁃ n-2基準の容量（300MWの需要の場合のみ）

ー

⑤ Network 
Replacement Outputs

• 送電事業者の資産管理のパフォーマンスを評価
✓ 設備種別の交換の優先順位を評価してとりまとめ

RIIOにおける「安全性」のアウトプット
の評価に用いられ、インセンティブ、ペ
ナルティの算出に使用

※: NOMSの方法論にはAnnexの他、Licensee Specific Appendicesが存在するが、TOとOfgem間で共有されるのみで非公開とされている

図表 3-2-70 NOMs指標の概要

https://www.nationalgridet.com/document/130431/download
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化対策への取組について（英国）
≪NOMsに基づく投資計画の策定≫
⚫ 高経年化対策に向けて、「➀ Network Asset Condition measure」「➁ Network Risk measure」の2つの指標を前提

として、「⑤ Network Replacement Output」を求め、そこから非負荷関連*の投資計画を策定することが求められる。
* 主に資産修繕に係る部分（顧客増や再エネ拡大への対応に依らない部分）

1 2 5

NOMsの指標 投資計画

資産情報 立地情報

故障確率
（PoF）

故障影響
（CoF）

将来の
故障確率
（PoF）

出所）NOMs Methodology Issue 18（ National Grid）、https://www.nationalgridet.com/document/130431/download 、2020年2月6日閲覧、に三菱総研加筆（青字・赤字部分）

継続的レビュー
イノベーション

ターゲットと
合うか確認

各スキームの
優先度評価

ネットワーク資産の
コンデション評価

ネットワークリスク
評価

ネットワーク更新の
アウトプット評価

適用可能性
（リソース面、
停電数等）

その他考慮要素
（負荷、安全性等）

図表 3-2-71 NOMsに基づく投資計画策定フローの例

https://www.nationalgridet.com/document/130431/download
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化対策への取組について（英国）

出所）NOMs Methodology Issue 18（National Grid）、https://www.nationalgridet.com/document/130431/download、
DNO COMMON NETWORK ASSET INDICES METHODOLOGY（Ofgem）、DNV GLヒアリング（2020年1月実施）、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

≪リスクトレーディングモデル≫
⚫ NOMsの指標に基づき、故障確率とその影響度から資産リスクを金銭的価値で評価すること（アセットマネジメント）が可能。
✓ NOMｓの指標はネットワーク事業者自身が策定するものであり、Ofgemはその策定過程を監視。
✓ 上記の資産リスク評価については、基本的な考え方各社は同様だがTO各社にて数式の設定等を記載したMethodologyを公表しているほか、

DNOは利用する数式、係数等のガイドラインを記したDNO COMMON NETWORK ASSET INDICES METHODOLOGYを共同で公表。

⚫ リスクトレーディングモデルではこの価値評価に基づき、非負荷関連投資について修繕/交換等の選択肢を取った場合の価値評価
の変化を比べることで、望ましい投資施策を検討することができる。

NOMs方法論

現在の故障確率
PoF0

故障の金銭的影響
CoF

将来の故障確率
PoFn

現在のリスク

将来のリスク
（投資なしの場合）

高リスクの資産を
抽出

投資計画A

投資計画B

投資計画C

投資計画D

将来のリスク
（投資Aの場合）

将来のリスク
（投資Bの場合）

将来のリスク
（投資Cの場合）

将来のリスク
（投資Dの場合）

最適な投資計画を
選定

資産別に、確率×影響を求め、
合算することでネットワーク全体のリスクを把握
（左記ARのネットワーク全体での合計）

計画に沿って投資を行った場合について、
将来のリスクを算出

試算結果を
比較評価

他のビジネス条件を
踏まえてさらに検討
（必要に応じて
計画見直し）

𝐴𝑅 =

𝑗=1

𝑛

𝑃𝑜𝐹𝑗 × 𝐶𝑜𝐹𝑗

AR: Asset Risk 当該アセットのリスクの経済的価値
PoFj: Probability of Failure 故障jの発生確率
CoFj: Consequence of Failure 故障jの影響の経済的価値
ｊ: 故障のタイプ

図表 3-2-72 リスクトレーディングモデルの概念

https://www.nationalgridet.com/document/130431/download、
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化対策への取組について（英国）

出所）Electricity Transmission Network Output Measures Methodology（National Grid, SP Transmission PLC, Scottish Hydro Electric Transmission Limited）、
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/99518、2020年2月5日閲覧、を元に三菱総研作成

≪健全性指標の定義≫
⚫ NOMsのNetwork Asset Conditionの中で資産の健全性指標（AHI:Asset Health Index）が定義されている。
⚫ AHIは資産の状況と過去のパフォーマンスを示す各種データから求められるものであり、概ね設置経過年数に紐づくものである。
⚫ また、AHIはPoFにも紐づいている。

設備状態 平均経過年数

AH1 新品またはほぼ新品 ０年

AH2 良好またはサービス可能な状態 5年

AH3 劣化が進んでおり、点検、監視が必要 30年

AH4 材料劣化しており、対処が必要 42年

AH5 寿命が来ており、対処が必要 50年

図表 3-2-73 AHIの算定フロー

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/99518
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化対策への取組について（英国）

≪交換優先度の策定≫
⚫ 前述のAHI及び故障時の影響の程度に応じて資産ごとに交換優先度（RP:Replacement Priority）が定められる。
⚫ TOはこれに基づいてNetwork Replacement Outputとして電圧階級、設備種別のRPの分布を整理することが求められてい

る。

対処が必要な年数の目安

RP1 0~2年以内

RP2 2~5年以内

RP3 5~10年以内

RP4 10年以上先

出所）経済産業省/三菱」UFJ リサーチ&コンサルティング、経済的合理的かつ信頼性の高い送配電事業の在り方に関する調査、
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_imbalance/pdf/005_07_00.pdf 、2020年2月6日閲覧、に三菱総研加筆（右表部分）

図表 3-2-74 Network Replacement Outputの例

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_imbalance/pdf/005_07_00.pdf
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化リスクとレベニューの紐づけ（英国）

出所） Ofgem 、Network Output Measures(NOMs) Incentive Methodology（Ofgem）、
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/12/network_output_measures_noms_incentive_methodology_-_change_tracked_0.pdf、2020年2月
21日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ 英国ではNOMs(Network Output Measures)の考え方に基づき、安全性に関するアウトプット評価においてRIIO-1での事
業者の高経年化対策の状況を最終年に査定し、RIIO-2のレベニューに反映することとされている。

⚫ ここで課されるインセンティブ/ペナルティは超過/未達に関わるコストの2.5％とされており、各事業者の対策状況をOfgemが査定
することで定める。

リスク対策状況の目標値を策定

事業者が対策結果に基づくリスクの変動状況
をOfgemに提出

事業者がOfgemにRIIO-1に関する
パフォーマンスレポートを提出する

Ofgemがリスク変動の状況と
パフォーマンスレポートを査定

Ofgemが目標値に対する達成状況を査定*

事業者は超過の正当性を説明 事業者は未達の正当性を説明

Ofgemが説明内容を査定し、
正当な超過分と不当な超過分を仕分け

Ofgemが説明内容を査定し、
正当な未達分と不当な未達分を仕分け

正当/不当な超過分の仕分けに応じて、適用
されるインセンティブをOfgemが決定

正当/不当な未達分の仕分けに応じて、適用
されるペナルティをOfgemが決定

インセンティブは
なしとする

超過分が一定量を超えた場合 未達分が一定量を超えた場合

超過/未達分が
一定範囲内の場合

※: 査定にあたっては外部のコンサルタントにリスク評価の妥当性確認を依頼

図表 3-2-75 英国における高経年化対策のインセンティブの考え方

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/12/network_output_measures_noms_incentive_methodology_-_change_tracked_0.pdf
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化リスクとレベニューの紐づけ（英国）

⚫ 高経年化のアウトプット評価において、TOはNetwork Replacement Outputsとされる表形式の資料の提出を求められており、
これに基づいてインセンティブ/ペナルティの金額が査定される。

⚫ 一方、DNOはNetwork Asset Secondary Deliverablesとされる指標を算出し、これに基づいてインセンティブ/ペナルティの
金額が査定される。
✓ TOのNetwork Replacement OutputsもDNOのNetwork Asset Secondary Deliverablesも資産健全性（故障

確率に変換可能）、故障時の影響度から成る。
✓ 資産健全性から求まる故障確率に、資産の種別ごとの故障時の影響度（単価）を乗じることで金銭価値化された高経年化

リスクが求まる（算出の考え方はTO/DNOそれぞれで共通の手法が規定されており、TO間では確率評価の考え方が一部異
なる）。

対処が必要な年数の目安

RP1 0~2年以内

RP2 2~5年以内

RP3 5~10年以内

RP4 10年以上先

出所）
National Grid Electricity Transmission Plc Electricity transmission licence Special Conditions（National Grid）、
https://epr.ofgem.gov.uk/Content/Documents/National%20Grid%20Electricity%20Transmission%20Plc%20-%20Special%20Conditions%20-%20Current%20Version.pdf、
2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-76 Network Replacement Outputsの提出物の例

https://epr.ofgem.gov.uk/Content/Documents/National%20Grid%20Electricity%20Transmission%20Plc%20-%20Special%20Conditions%20-%20Current%20Version.pdf、
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(4) 制度詳細 3) その他

高経年化リスクとレベニューの紐づけ（英国）

⚫ TOでは、金銭価値化された高経年化リスクについて、2021年3月時点における目標値と実績値を比較することによって、達成状
況を評価し、インセンティブ/ペナルティの発生有無を判断する。

⚫ 超過達成/未達の場合はその状況をOfgemが評価し、超過/未達分に相当するコストの2.5％についてインセンティブ/ペナルティ
を適用するかを判断する。

⚫ DNOについても金銭価値化された高経年化リスクに基づきインセンティブの評価を行う考え方は同様であるが、DNOの場合はネッ
トワークリスクの絶対値ではなく、未対策時と対策時のリスクの将来想定値の差分に基づいて目標が定まる点が異なる。

出所）
海外におけるインバランス料金等の送配電関連制度に関する研究会 第5回（資料4） https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_imbalance/pdf/005_04_00.pdf、
2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

設備別のリスクは、各々の故障
発生確率とその影響度の積の
合計から求まる

𝐴𝑅 =

𝑗=1

𝑛

𝑃𝑜𝐹𝑗 × 𝐶𝑜𝐹𝑗

AR: Asset Risk 当該アセットのリスクの経済的価値
PoFj: Probability of Failure 故障jの発生確率
CoFj: Consequence of Failure 故障jの影響の経済的価値
Ⓙ: 故障のタイプ

図表 3-2-77 高経年化リスクに関するインセンティブの評価（TO）

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_imbalance/pdf/005_04_00.pdf
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(4) 制度詳細 3) その他

RIIO2におけるNOMsの見直しについて（英国）

出所）RIIO-2 Sector Specific Methodology – Core document (Ofgem)、https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-2_sector_specific_methodology_decision_-
_core_30.5.19.pdf、2020年2月12日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ RIIO1からRIIO2にネットワーク料金規制の期間が移行するに伴い、NOMsの考え方も更新される。
⚫ RIIO2ではNOMsの考え方を踏襲しながら、Network Asset Risk Metric(NARM)という考え方で高経年化リスクの評価がな

される。

RIIO2における高経年化リスクの考え方

• 2019年5月にRIIO2の方法論の考え方に関する概要がOfgemより示されており、今後詳細は議論されると位置づけ。

• RIIO2ではNOMｓの考え方を踏襲したNetwork Asset Risk Metric(NARM)という考え方で評価を行う。

• NARMはNOMsと同様に金銭価値換算されたネットワーク設備のリスクを評価するものだが、以下の点においてRIO1のNOMsと

考え方が異なる。

✓ RIIO2の下での取組によるリスクの低減分をアウトプットの指標にする。（RIIO1のNOMsではTOはリスクの絶対値で評価）

✓ 長期のリスク低減効果を評価する。（RIIO1のNOMsは単年のスナップショットで評価）

✓ TOの場合は対象アセットをNOMsと同様にするが、DNOは対象を広げる可能性あり。

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-2_sector_specific_methodology_decision_-_core_30.5.19.pdf
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(5) 現行制度の課題と次期制度の動向

次期規制期間（RIIO-２）の動向（英国）

⚫ 英国では次期規制期間であるRIIO-2に向けて方法論が策定され、TOについてはビジネスプランの提出が始まっている。
✓ DNO向けについてはRIIO-1の規制期間が2年遅れのため、2年遅れて開始予定。

出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced Stakeholder Engagement Guidance – Version 1、 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/04/riio-
2_enhanced_stakeholder_engagement_guidance_v13_final.pdf、2020年2月21日閲覧

Ofgem, RIIO-2 Enhanced Stakeholder Engagement Guidance – Version 2 、 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/11/enhanced_engagement_guidance_final.pdf、
2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

2017 2018 2019 2020 2021

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

マイルストーン

ステージ

TOのビジネス
プラン策定

検討開始に
関するオープン
レター発行

フレームワーク
コンサルテーション

フレームワーク
決定

セクター別の
方法論に関する
コンサルテーション

セクター別の
方法論の決定

RIIO-2開始

フレームワークの検討

セクター別方法論の検討

ビジネスプラン策定に関するRIIO-2 Challenge groupの関与
ビジネスプランのレビュー

ライセンス発行手続き

提出 案決定 最終決定

※ RIIO-2 Challenge group：事業者のビジネスプランのレビューのために、Ofgemが設置する専門家組織
※ オープンヒアリング：事業者のビジネスプランに対するステークホルダーの意見聴取、QAのヒアリング（Ofgemによって運営）

Challenge group
のレポート公表

オープンヒアリング

図表 3-2-78 次期規制期間（RIIO-２）の動向

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/04/riio-2_enhanced_stakeholder_engagement_guidance_v13_final.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/11/enhanced_engagement_guidance_final.pdf
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(5) 現行制度の課題と次期制度の動向

次期規制期間（RIIO-２）の動向（英国）
⚫ RIIO-2のFramework Decisionにおいては、RIIO-1の総括とRIIO-2の方向性に言及されている。
⚫ RIIO-1はネットワークの供給信頼性、顧客満足度の向上、イノベーションの促進等の観点で成功したが、ネットワーク事業者のリ

ターンが多くくなりすぎる等の課題があった。
⚫ RIIO-2ではこれらの課題を踏まえた5つの方向性が示されている。

出所）Ofgem、RIIO-2 Framework Decision 、
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/07/riio-
2_july_decision_document_final_300718.pdf、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総
研作成

RIIO-1の総括 RIIO-2の方向性

⚫ RIIO-1を通じて以下が実現
✓ ネットワークの供給信頼性向上
✓ ネットワーク事業者のサービス改善による

顧客満足度の向上
✓ イノベーション/研究開発の促進
✓ 低コストの運用ソリューション確立

⚫ 一方で、以下の課題にも直面
✓ 事業者へのリターンが想定よりも大きくなっ

た
✓ 当初設定した前提条件が予想通りになら

ないことがあった

≪消費者の声をより反映≫
⚫ ユーザーグループ（TO向け）、カスタマーエンゲージメントグループ（DNO向

け）とともにOfgem傘下のRIIO-2チャレンジグループが構成され、事業者はそ
れらのチェックを経てビジネスプランや報告を作成する。

≪ネットワーク利用の実態を反映≫
⚫ ネットワーク事業の環境の不確実性を踏まえ、規制期間を5年間とする。
⚫ TOレベル/DNOレベルでの個別最適ではなく、一部門での取組が他部門の改

善にもつながるような、エネルギーシステム全体での改善を目指す。
⚫ ESOの規制は別に設定し、ビジネスプラン、レベニュー、インセンティブ、アウトプッ

トも別途検討していく。
⚫ 将来のネットワークへのニーズと現状の利用状況を考慮したうえで、非効率的な

ネットワーク投資を防ぎ、短期的な料金増加等の消費者への悪影響を防ぐ。
⚫ 最終エネルギー消費の効率化を進める。

≪イノベーションと効率化の促進≫
⚫ イノベーション促進策を継続するとともに、事業者における競争力確保策（付

随するコスト低減）を促進する。

≪価格規制のシンプル化≫
⚫ アウトプット、コスト評価の改善。
⚫ IQIやFast-trackingでの査定プロセスの必要性の再考。
⚫ 年次レポートのプロセス改善、単純化。

≪公平なリターンと財務能力の評価≫
⚫ 債務コスト、資本コスト、財務性、税、インフレ、公平なリターン額の評価見直し。

図表 3-2-79 RIIO-1の総括とRIIO-2の方向性

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/07/riio-2_july_decision_document_final_300718.pdf
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(5) 現行制度の課題と次期制度の動向

≪再掲≫効率化インセンティブの考え方（英国）

出所） RIIO-2 Sector Specific Methodology – Core document (Ofgem)、 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-
2_sector_specific_methodology_decision_-_core_30.5.19.pdf、2020年2月12日閲覧、を元に三菱総研作成

⚫ RIIO2期間においては効率化インセンティブのレート設定にあたり、IQIに基づく評価が廃止される。
⚫ RIIO2ではTotex Incentive Mechanismに基づき、事業者の支出計画のうち信頼性が高い部分、低い部分の割合を評価し

たうえで、効率化インセンティブを適用するレートが設定される。
※ これらの手法はTOに対して設定されるものとして説明がなされており、現状DNOには言及されていない。

RIIO2における効率化インセンティブのレートの考え方

≪IQI廃止の背景≫
⚫ RIIO1期間中はIQIによる効率化インセンティブを設定したものの、事業者から提出される計画が十分にコスト効率化された

ものではなかった。
⚫ コスト見通しに関するOfgemの考え方は、事業者サイドの考え方とは独立であるべきであり、さもなくば事業者の計画が野心

的なものであるか否か、また、事業者によるコスト削減が本当に効率化によるものかについて、Ofgemの判断の信頼性が確保
できない。

≪Totex Incentive Mechanismの考え方≫
⚫ Ofgemにて事業者の提出するTotex想定のうち、「➀信頼性が高い部分（high-confidence baseline）」の割合、「➁

低い部分（lower-confidence baseline）」の割合を仕分け。
⚫ 信頼性の高い部分に適用される効率化インセンティブのレートを50%、低い部分に適用されるレートを15%とする。
⚫ 事業者の想定するTotexに対する➀②の割合に基づいて、レートを加重平均することにより、事業者として適用されるレートを

設定。
※ 上記の信頼性の程度については、RIIO-1での実績コスト、十分な裏付けが示されているか（ベンチマーキングも含む）、信頼

性の高い単価や量の設定がなされているかから定められる。

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-2_sector_specific_methodology_decision_-_core_30.5.19.pdf
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(5) 現行制度の課題と次期制度の動向

≪再掲≫RIIO2におけるNOMsの見直しについて（英国）

⚫ RIIO1からRIIO2にネットワーク料金規制の期間が移行するに伴い、NOMsの考え方も更新される。
⚫ RIIO2ではNOMsの考え方を踏襲しながら、Network Asset Risk Metric(NARM)という考え方で高経年化リスクの評価がな

される。

RIIO2における高経年化リスクの考え方

• 2019年5月にRIIO2の方法論の考え方に関する概要がOfgemより示されており、今後詳細は議論されると位置づけ。

• RIIO2ではNOMｓの考え方を踏襲したNetwork Asset Risk Metric(NARM)という考え方で評価を行う。

• NARMはNOMsと同様に金銭価値換算されたネットワーク設備のリスクを評価するものだが、以下の点においてRIO1のNOMsと

考え方が異なる。

✓ RIIO2の下での取組によるリスクの低減分をアウトプットの指標にする。（RIIO1のNOMsではTOはリスクの絶対値で評価）

✓ 長期のリスク低減効果を評価する。（RIIO1のNOMsは単年のスナップショットで評価）

✓ TOの場合は対象アセットをNOMsと同様にするが、DNOは対象を広げる可能性あり。

出所） RIIO-2 Sector Specific Methodology – Core document (Ofgem)、 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-
2_sector_specific_methodology_decision_-_core_30.5.19.pdf、2020年2月12日閲覧、を元に三菱総研作成

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/05/riio-2_sector_specific_methodology_decision_-_core_30.5.19.pdf
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3.2.3 ドイツ

（1）電力ネットワークの特徴

（2）現行制度の背景と制度の目的

（3）制度概要

（4）制度詳細
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(1) 電力ネットワークの特徴

電気事業体制（ドイツ）

⚫ ドイツでは、いわゆるBig 4 (RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall) が、発電容量の80%、小売市場の50%のシェアを占める。

⚫ Big 4は、送配電部門でのプレゼンスも大きい。

発電
（自由化）

送電
（地域独

占）

配電
（地域独

占）

小売
（自由化）

Big 4

(E.ON,RWE,EnBW,Vattenfall)

Big 4の送電事業会社
Amprion, EnBW Transportnetze, TenneT, 50Herz Transmission

Big 4の配電事業会社

需要家（全面自由化）

発電事業
者

卸電力
市場
(EEX)

Big 4の小売事業会社, 地方自治体営小売
マーケーター

地方自治体営
配電事業者

(DSOs)
(約 800-900事業

者)

出所) Agora、“Report on the German power system”、
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2014/CP-
Deutschland/CP_Germany_update_1015_web.pdf、2020年2月8日閲覧

出所）「再生可能エネルギー拡大の影響は一国にとどまらない」一社 日本原子力産業協会、
https://www.jaif.or.jp/norg_vol-07、2020年2月12日閲覧、等を元に三菱総研作成

図表 3-2-80 ドイツの電気事業体制 図表 3-2-81 ドイツの送電事業者の管轄エリア

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2014/CP-Deutschland/CP_Germany_update_1015_web.pdf
https://www.jaif.or.jp/norg_vol-07
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(2) 現行制度の背景と制度の目的

託送料金制度の変遷（ドイツ）

⚫ ドイツの託送料金制度は、事後規制から事前認可制を経て、インセンティブ規制（レベニューキャップ制度）へと移行。

（レベニューキャップ方式）

⚫ レベニューキャップかプライスキャップか
の議論があったが、需要減少による事
業者の収入減少のリスク回避の観点
から、レベニューキャップを採用。

⚫ 2009年からの第1期インセンティブ規
制では、2006年のコストレビューで得
られた情報を基に、レベニューキャップ
を設定。

⚫ 2003年の第2次電力指令は、EU
加盟国間の送配電料金格差を是正
するため、加盟国にエネルギー事業の
独立規制機関を設立し、送配電料
金の算定プロセスをその監視下に置く
ことを要求した。

⚫ ドイツでは、2005年に連邦ネットワー
ク規制庁(BNetzA) が設立、エネル
ギー事業法（EnWG）が改正され、
インセンティブ規制の2009年以降の
導入を決定。

⚫ 2006年からその準備として、コストレ
ビューの期間を設定し、そのコスト精
査に基づく総括原価方式で送配電
料金の許認可を事業者に与える制
度を採用した。効率的な事業者の費
用を基準として比較を行うことで、非
効率的な事業者の託送料金設定へ
の規制が可能になった。

⚫ 自由化以降、ドイツの託送料金は近
隣諸国の中でも高止まりしており、支
配的地位の濫用に当たり得るとして、
連邦カルテル庁が積極的な事後規
制を開始。

⚫ ただし、事後規制では、違反行為を
事前に規制することができない。また、
料金に関して定量的規制を行う概念
が存在せず、託送料金の低減につな
がらなかった。

出所）経済産業省ウェブサイト、第4回 次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会、資料4 有限責任監査法人トーマツ提出資料（海外の託送料金制度の変遷）、
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/004_04_00.pdf 、2019年12月13日閲覧、等を元に三菱総研作成

事後規制

1998年～

事前認可制 インセンティブ規制

2006年～ 2009年～

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/004_04_00.pdf
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(2) 現行制度の背景と制度の目的

導入の背景と目的（ドイツ）

⚫ ドイツにおける託送料金制度は、2009年からレベニューキャップ制度を採用した。

◼ エネルギー事業法（EnWG）第21条aにおいて規定されている。

◼ レベニューキャップの具体的な制度については、インセンティブ規制規則（ARegV：Ordinance on Incentive Regulation of energy 
grid）に規定されている。

⚫ 導入の背景や目的は以下のとおり、託送料金の削減（事業者に効率化インセンティブを与えること）や情報の透明性の確保
であったが、10年前から実施しているドイツでもまだ十分な目的を果たせていない。

◼ 2009年頃に効率性ベンチマークを導入したが、事業者数が多いことなどから導入当初はエラーなしに実行することは困難だった。

出所）BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）

レベニューキャップ方式導入の背景 ベンチマークの目的

⚫ 2009年頃に、系統運用者（TSO/DSO）へのコス
ト削減圧力をどう増すかという問題意識が強くなった。

⚫ それまでは、総括原価方式であったが、DSOに関して
は、コスト削減圧力を増すために効率性ベンチマーク
手法を導入した。

⚫ ベンチマークの本来の目的は、TSO・DSOから規制機
関へ情報をシフトする事であったが、本来狙っていたほ
どの情報の透明性を確保できていない。

⚫ 事業者は、コンサルタンシーにアセスメントを依頼し、い
わゆるバックアップベンチマーキングを行っており、規制
機関にプレッシャーを掛けている。

⚫ 事業者は、規制機関に提供するよりもより詳細な情
報をコンサルタンシーに提供する。
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(3) 制度概要

レベニューキャップ制度の概要（ドイツ）

⚫ 当該規制期間が開始する３年前時点（Photo year）に、設備投資計画と予実差などを含む実績を踏まえて、当該規制
期間の総収入上限額が決定される。

⚫ 系統運用者の収入上限額の算出は、系統運用者から提出されるコスト情報に基づき、 連邦ネットワーク規制庁（BNetzA）
が行っている。

レベニューキャップ規制期間（第1期） レベニューキャップ規制期間（第2期）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

レベニューキャップ

レベニューキャップ

当該規制期間が開始する3年前時点(Photo year)に
それまでの予実差などを含む実績を踏まえて当該規制期
間の総収入上限が決定

レベニューキャップを上
回った実コストは事業
者の損失となる レベニューキャップと実コ

ストの差分は、事業者
の利益となる

レベニューキャップ規制期間（第3期）

2017 2018

総括原価方式

レベニューキャップ方式

出所） BnetzA、”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting” 、 http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf 、2020年2月21日閲覧、等を元に三菱総研作成

図表 3-2-82 レベニューキャップ制度の概要（ドイツ）

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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(3) 制度概要

対象事業者（ドイツ）

⚫ ドイツにおいては送電事業者・配電事業者が多く800~900社ほど存在（TSOは4社）。

◼ 需要家数が3万軒以下の小規模事業者には簡素化された手続が適用されている。

◼ 小規模DSOは連邦州政府（Federal State）が担当する（BnetzAとも連携）。

◼ 小規模事業者は効率性ベンチマークの対象にならず、これらの事業者に適用される効率性スコアは、前規制期間の国内ベンチマーキングから推
計された加重平均値が適用される。

TSO
• 4社

• Tennet / Amprion / TransnetzBW / 50Hertz

• 4社ではベンチマーキングができないので、国際的な効
率性比較に基づき評価

DSO • 200社程度
• ネットワーク事業者間の効率比較に基づき評価

（効率性ベンチマーク手法）

小規模DSO

• 顧客数が30,000以下のDSO
（ガスDSOの場合は顧客数が15,000以下）

• 600社以上

• ベンチマーキングは行われず、簡素化した手続きを実施
(AregV 24条に基づく)

対象事業者の概要 規制の方法

出所）BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）
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(3) 制度概要

査定の全体スキームの概要（ドイツ）

⚫ 各断面での査定については以下の通り。

⚫ 期中での調整も比較的柔軟に行われている。

期初設定 期中調整 次期設定

⚫ 過去実績を審査・査定しそのデータに基づき
5年間のレベニューキャップを設定。

⚫ レベニューキャップを制御可能コスト、制御不
可能コストに分解。

⚫ 制御可能コストのうちの非効率コストの額を
算定し、それ以外を効率コストと設定。

⚫ さらに、5年間の生産性見込み分（X-
Factor）を設定。

⚫ 5年間で非効率コストがゼロになるよう毎年
定率で設定。X-Factorもゼロとなるよう減
額。

⚫ 期中でも一定の審査※に基づき、投資
（Investment Measure）が承認され
制御不能コストへの参入が認められる。

⚫ その他、外生的な費用増要因（需要想定
と実績の差）についても調整する。

⚫ 過去には、供給タスクの変更（接続された
顧客の増加や分散型発電など）による影
響は規制期間内で予算を引きあがるような
措置もあった（第2期間まで）

⚫ 規制期間の3年目の総原価に基づき、時期
の規制期間のレベニューキャップの洗い替え
が行われる。

⚫ BnetzAがTSO/DSOの効率スコアを提示
する。

⚫ 効率性ボーナス（Efficiency Bonus）は
DSOに認められており、DEA/SFAの評価の
結果、効率的なDSOは売上上限のボーナ
スがある。

⚫ ボーナスは規制期間内に均等に配分される。

出所）”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”BnetzA、 http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf 、2020年2月21日閲覧、 BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施） 、を元に三菱総研作成

※ 期中投資の適切性はチェックできていない。

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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Photo year：期初設定

第3期 規制期間第2期 規制期間

(3) 制度概要

査定の全体スキームの詳細（ドイツ）
⚫ 収益は、photo yearの実際の原価に基づいて規制期間の期初に設定される。

⚫ 規制期間中に各年度でレベニューキャップの収入上限の調整を行う。

出所）”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”BnetzA、 http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf、2020年2月21日閲覧; BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施） 、を元に三菱総研作成

第1期 規制期間

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

規制期間における各年度の収益上限の調整

制御不能コスト 期中調整と品質 物価変動等 投資措置 資本コスト調整

制御不能コスト

• 年次レビューと承
認により決定

• ARegV第11条に
定義された費用分
類に基づく

• 原則は2年前の原
価に基づく減価見
積（例外的に当
年度の計画原価
が使用される場合
もある）

期中調整

• 実際の収益と許
可された収益の差
異は、算定した年
の次の3年間に分
散して調整される。

品質要素

• 規制目標（停電
回数等）に対する
実績信頼度に基
づく報酬・ペナル
ティを加算する。

物価変動

• 過去実績を活用

• 各規制期間に設
定された個別/一
般のX-factorによ
り決定

• ネットワーク損失
(電気)などのコスト
も調整

• その他、回避不可
能な事象の調整

投資措置
(Investment Measure)

• 制御不能コストと
して参入

• 拡張/延長プロジェ
クトに係るTSOに
のみ適用可能

申請

• 毎年度末までの投
資措置が適用され
る

• 計画されていたコ
ストも含む

資本コスト調整

• DSOにのみ適用
可能（第3期以降）

• photo yearと規
制期間の各年の
間の資本コストの
変化に対して許容
される収益を調整。

• 調整額は、新規
投資及び既存資
産の資本コスト。

• 翌暦年の変更に
係る資本コスト調
整額の毎年6月
30日までのものが
適用される

≪期初のレベニューキャップの設定≫

• Photo yearのデータに基づき設定。
• データは、TOTEX（OPEX、CAPEXを含む）、

効率化ベンチマーキングのための情報を提供。

≪規制レビュー≫

• BNetzAは、提供されたデータが不合理であるか、
または系統運用に関係ないコストの場合、対象外
とする等の確認を実施。

• 加えて、BNetzAはネットワークオペレータの大規模
サンプルに基づく効率分析(ベンチマーク分析）

≪相談≫

• BNetzAは決定前に利害関係者と協議
• BNetzAの許可された収益に関する決定は、規制

期間の開始後に提出される場合がある。

≪対象期間≫

• ネットワーク規制期間は暦年に基づく。

図表 3-2-83 査定の全体スキームの詳細（ドイツ）

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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(3) 制度概要

≪参考≫査定の体制（ドイツ）

⚫ 査定側の体制は以下の通りであり、効率性ベンチマークの対象であるDSO100-200社に対して数十人体制で評価。

⚫ 一部の純粋な計算等は外部コンサルへの委託も行っている。

ベンチマーキング

• DEA/SFAによる分析

• 同時に品質管理も行っている

• 純粋な計算実行は外部コンサルに委託

• 1ユニット（13人）※1

コスト承認

• 提出されたコストの妥当性の検証等を実施

• 同時に料金設定や法規制対応も実施

• Ruling Chamber※2も実施

• 2ユニット（電力：21人、ガス24人）※1

担当業務 規模感

出所）BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）

※1 いずれも1つの領域のみを担当しているわけでなくその他領域もカバーしており、業務量は膨大
※2 ネットワークアクセスや料金等の承認などを決定する会議体。

https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Service-Funktionen/RulingChambers/RulingChambers_node.html
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

査定の手順（ドイツ）
⚫ 以下の手順でそれぞれの費用の切り分けを行う。

◼ ドイツのレベニューキャップ規制では、基準年のコストを参照している。これはforward lookingでは将来のコストの過剰見積もりが容易にできて
しまうため※1。

制御不能コストの切り分け 制御可能コストの特定 非効率コストと効率コストの分類
制御可能コストの効率化指標

（X-factor）の設定

⚫ 損益計算書に基づき、AregV
第11条※2に記載のあるコスト
を制御不能コストとして切分け

⚫ 税金、従業員への福利厚生、
配電事業者への託送料金な
どの事業者の努力で削減でき
ないものが対象

⚫ 効率化ベンチマーク分析の対
象外

⚫ 制御不能コストの割合は、
TSOで70-90％、DSOで40-
60%

⚫ 制御不能コストを切り分けた
残りを制御可能コストとする

⚫ 効率化ベンチマーキングの対象
とし、分析を行う

⚫ DEA・SFA※3による分析による
スコアで決定。

⚫ ベンチマーキング分析の結果、
非効率とされたものを非効率
的コストと定義。

• 制御可能コスト×（1-効率ス
コア）分が非効率的コスト

• 期間中にゼロにすることを求め
られる。

⚫ ベンチマーキング分析の結果、
最も効率が良いとされる企業
でも最低限必要なコストを効
率的コスト（一時的な制御不
能コスト）と定義

• 制御可能コスト×（効率スコ
ア）分が効率的コスト

⚫ 全事業者が求められる共通の生
産性向上率（General X-
factor）と事業者固有の生産性
向上率（Individual X-
factor）により各年のレベニュー
が決定される。

⚫ Individual X-factor はベンチ
マークにより導出される

※1 BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）
※2 別ページの表参照
※3 DEA（Data Envelopment Analysis）・SFA（Stochastic Frontier Analysis）

出所）AregV §11,§15、”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”BnetzA、 http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf、2020年2月21日閲覧、等を元に三菱総研作成

図表 3-2-84 査定の手順（ドイツ）

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

費用分解（制御可能コストと制御不能コスト）（ドイツ）
⚫ ドイツのレベニューキャップは、制御不能コストと、制御可能コストから構成される。後者はさらに、効率的/非効率的と判断されたコスト（効率的コスト

/非効率的コスト）によって構成される。

⚫ ① 制御不能コストが設定されたのち、② 制御可能コストに対してベンチマーキングが実施され、効率的コストと非効率的コストに分類される。

◼ 制御不能コストの費目はAregVに記載があるが、具体的にどの費目がどのコストカテゴリーに分類されるかは、政治的な議論に基づく。

◼ 例えば、労働組合（trade union）やその他のステークホルダーのロビーイングなどの影響を受ける※1。

⚫ 送配電事業者は、「制御可能」とされたコストを、低減していくことが求められている。

コスト

2014年 2018年2011年

レベニュー

キャップ

非効率的コスト：KAb (controllable cost)

• ベンチマーキング分析の結果、制御可能コストのうち、「非効率」と判断
されたコストで、規制期間中に0にすることが求められる。

効率的コスト：KAvnb (temporary non-controllable cost)

• 対象年のベンチマーキング分析の結果、最も効率が良いとされた企業
であっても、最低限必要とされるコスト

• 4通りのべンチマーキング結果より、その会社に最も有利な結果を選択
できる

制御可能

コスト
(Influenceable cost)

• 系統運用者の影
響下のコスト

• 効率化ベンチマー
キング分析の対象

制御不能コスト：KAdnb (permanently non-controllable cost)

• インセンティブ規制(ARegv第11条）で定義されたコスト

• 法で定められた税金、従業員への企業福祉コスト、配電事業者への託送料金等、事業者の努
力では削減が出来ないものを指す。

• 効率化ベンチマーキング分析の対象外

全事業者が求められる共
通の生産性向上率
（General X-factor）
と事業者毎に求められる
生産性向上率
（Individual X-factor。
ベンチマーキングより導
出）による効率化が求め
られる。

レベニューキャップ規制期間（第2期）

ベ
ー
ス
支
出
（
財
務
諸
表
よ
り
）

2011年の支出を基に
レベニューキャップを設定

出所） BnetzA、”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting” 、 http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf 、2020年2月21日閲覧、等を元に三菱総研作成

※1 BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）

図表 3-2-85 費用分解（制御可能コストと制御不能コスト）

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

レベニューキャップによるコスト削減のイメージ（ドイツ）

⚫ 制御不能コストは効率化の対象外。

⚫ 非効率的コストと効率的コストそれぞれを期間中に削減することが求められる。

◼ 非効率的コストは期間中にゼロにすることが求められる

◼ 効率的コストは物価変動等に基づいており、物価変動等を考慮したレベニューからの効率化を求められる。

効率的コスト：KAvnb

非効率的コスト：KAb

X X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9

制御不能コスト：KAdnb

レベニューキャップ

実コスト

レベニューキャップと実コストの差
分は、事業者利益となる

毎年一定割合での効率化レベニューキャップ

ベンチマーキング
により決定

当該規制期間が開始する
３年前時点（Photo 
year）に、それまでの予実
差などを含む実績を踏まえ
て、当該規制期間の総収
入上限額が決定

出所） BnetzA、”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”、http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf、2020年2月21日閲覧、等を元に三菱総研作成

図表 3-2-86 ドイツ レベニューキャップ方式におけるコスト削減のイメージ

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

制御可能コストと制御不能コストの評価方法と全体の割合（ドイツ）

⚫ TSOの制御不能コストの割合は70%程度※1と高い。ベンチマーキングの結果である効率スコアが適用される制御可能コストの
割合は30%となる。

◼ 制御可能コストについてDEA/SFAが行われ、「効率的コスト」と「非効率的コスト」を決定。

◼ 制御不能コストの対象となる費用は、インセンティブ規制（ARegV第11条）により規定。

送電事業者
TSO

配電事業者
DSO

制御
可能
コスト

非効率的
コスト

制御可能コスト× (1-DEA/SFA分析の効率スコア）
（規制期間（5年）に０になる）

同左

効率的
コスト

制御可能コスト× DEA分析の効率スコア
（効率スコアは、TSOの国際比較であるe3GRID
におけるDEA分析※2によって算定）

制御可能コスト× DEA/SFA分析の効率スコア
（Best of four）
（効率スコアは、国内のDSOを対象としたDEA分析とSFA
分析の4通りの結果から、最も良いものを選択）

制御不能
コスト • 既設送電線の更新分を除く、送電容量の増強に係る設備投

資、再給電、再エネ抑制費用も含まれる

• 制御不能コストが総コストに占める割合は70%程度

• 上記以外に、上位電圧レベルの設備投資も含まれる。

• 制御不能コストが総コストに占める割合は40～60%程度

※1: BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）、※2: 欧州の複数の国の規制機関からの情報提供に基づき、DEA分析を実施している。
出所） e3GRID PROJECT、“International Benchmarking of Electricity Transmission System Operators”、
https://www.researchgate.net/publication/265560858_E3GRID_International_Benchmarking_of_Electricity_Transmission_System_Operators、2020年2月17日閲覧、を元に三菱総研作成

• 費目：税金、上位系統への接続費用、再エネの接続費用と混雑管理費用、地中ケーブル関連費用、賃金補填、
職業訓練費、R&D費用、送電ロス、予備調整力関連費用、等（AregV §11に記載）

図表 3-2-87 制御可能コストと制御不能コストの評価方法と全体の割合

https://www.researchgate.net/publication/265560858_E3GRID_International_Benchmarking_of_Electricity_Transmission_System_Operators、2020
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

制御不能コストの費目（ドイツ）

⚫ AregV第11条に記載のある制御不能コストは以下の通り。

1 法的承諾及び報酬の義務（legal acceptance and remuneration obligations）
2 コンセッションフィー（concession fee）
3 営業税（operating taxes）
4 必要な上位系統の活用（required use of upstream network levels）
5 法令に基づく再生可能エネルギー、熱電併給発電のプラントの改修
6 AregV 23条に基づくInvestment Measures（特定整備事後加算）

6a AregV 23条に基づく控除額の清算
7 法令に基づく従った地中ケーブルの架設、運用、及び改造の追加費用。
8 法令に基づくネットワーク料金の回避

8a 法令に基づくバイオガスからのfeed-inによって支払われる一時金を差し引いたもの。
-条例に基づく系統運用者の必要な措置
-条例に基づく効率的なグリッド接続及び保守のための費用
-回避されたネットワーク費用のうち料金はバイオガス運輸事業者に支払われる

8b 法令に基づく市または地方自治体への支払い
9 追加給付及び年金給付に関する会社及び団体交渉協定
10 法務及び人事諮問活動
11 ネットワーク部門で働く従業員の子供のための企業やデイケアセンターでの職業教育及び訓練
12 欧州大の法令に基づく国境を越えた費用配分に関する決定

12a AregV 25条aに従う研究開発
13 法令に基づく送電網接続費用及び補助金の解消
14 法令（EEG）に基づく連邦補償メカニズム
15 （削除済み）
16 予備力容量の提供に関する法令に基づく褐炭発電所、ならびに特別設備の廃止
17 EEG（再エネ法）に基づく補償

1 規則に規定されている補償メカニズムに基づく補償支払い
2 規則に基づくボトルネック管理に関する収入
3 負荷側の調達コスト含む、補償を提供するためのエネルギー調達コスト

出所）インセンティブ規制規則(AregV) 、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成
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≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§11 制御不能コスト）（1/2）

§11 影響を及ぼす費用及び制御不能な費用の配分

（1）影響を受けない費用とは、恒久的に影響を受けることがない費用（※：制御不能コスト）と一時的に影響を受けない費用（※：効率的コスト）から成る。
（2）恒久的に影響を受けることがない費用とみなされる項目

1 法的承諾及び報酬の義務（legal acceptance and remuneration obligations）
2 コンセッションフィー（concession fee）
3 営業税（operating taxes）
4 必要な上位系統の活用（required use of upstream network levels）
5 システム安定性法令（英: System Stability Ordinance）の§10（1）に従ったインバータの改修、及びシステム安定性法令の§22に従った再生可能エネルギー、熱電併
給発電のプラントの改修。
6 §23に従ったinvestment measures。ただし、§17(1)、§17a及び§17b、§12b（1）文3（7）に従う費用、またはWindenergie-auf-See-Gesetzの§5に従う地域
開発計画に関連しない場合に限る。また、許可証の内容に従って実施され、規制期間中は費用効率的であり、認可は放棄されていない場合に限る。
6a § 23条（2a）に基づく控除額の清算
7 ドイツエネルギー産業法の§43 文1 3項及び文5に従った地中ケーブルの架設、運用、及び改造の追加費用。ただし、当該費用が、6項の下で考慮されていない場合、かつ、効
率的な系統運用から生じた場合に限る。
8 Stromnetzentgeltverordnung（電気料金規則）第18条、再生可能エネルギー法セクション57（3）及び熱電併給法セクション6（5）及びセクション13（5）の意味
の範囲内でネットワーク料金を回避すること。
8（a） 修正された2010年9月3日のガスネットワークアクセス条例§35に従った拡張バランスシート補償から、バイオガスからのfeed-inによって支払われる一時金を差し引いたもの。
-ガスネットワークアクセス条例の§ 33（10）、 § 34（2）、 § 36（3）及び（4）に基づく系統運用者の必要な措置
-ガスネットワークアクセス条例の§33（1）に従った効率的なグリッド接続及び保守のための費用
-回避されたネットワーク費用の料金はバイオガス運輸事業者に支払われる。

8b Stromnetzentgeltverordnung（電気ネットワーク料金規則）第5条第4項に基づく市または地方自治体への支払い
9 追加給付及び年金給付に関する会社及び団体交渉協定（これらが2016年12月31日より前の期間に締結された場合に限る）
10 法務及び人事諮問活動
11 ネットワーク部門で働く従業員の子供のための企業やデイケアセンターでの職業教育及び訓練
12 欧州大のエネルギーインフラストラクチャのガイドラインに関する2013年4月17日の欧州規則No 347/2013 第12条に基づく国境を越えた費用配分に関する決定
12a §25aに従う研究開発

出所）インセンティブ規制規則(AregV) 、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 246

≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§11 制御不能コスト）（2/2）

§11 影響を及ぼす費用及び制御不能な費用の配分

13 - 電気料金規則の文2と関連した§9（1）文1の3と4、及びGasnetzentgeltverordnungの文2と関連した§9（1）の文1の3及び4に従う、送電網接続費用及び補助
金の解消
14 改正された2009年8月21日のEnergieleitungsausbaugesetzes（Energy Line Extension Act ）の§2（5）、及び2013年7月23日の
Bundesbedarfsplangesetzes（連邦要件計画法）の§3（5）文2及び§4（3）文2に基づく連邦補償メカニズム
15 （削除済み）
16 – ドイツエネルギー産業法§ 13 e（3）及びドイツエネルギー産業法§13hに基づく予備力容量の提供、ドイツエネルギー産業法§13gに基づく褐炭発電所の廃止、ならびにド
イツエネルギー産業法§11第3項に基づく特別設備の規定。
17 再生可能エネルギー法の§15（1）に基づく補償。再生可能エネルギー法の§15（2）の要件を満たす。
電力供給網は、電力網アクセス条例、及び国境を越えた電力の交換のためのネットワークアクセス条件に関する欧州規則（EC）No. 714/2009（2009年7月13日）の下での
実効的な手続規則であるネットワーク事業者の措置から生じる費用または収益を含む。

1 規則（EC）No 714/2009 第13条に規定されている補償メカニズムに基づく補償支払い
2 規則（EC）No 714/2009 第16条及び Electricity Supply Access Ordinance（電力供給条例） セクション15によるボトルネック管理に関する収入。ただし、規則

（EC）No 714/2009 第6条6（2）、または Electricity Supply Access Ordinance（電力供給条例）第15条（3）の最初の文に基づき手数料を減じる場合に限る。
3 負荷側での調達コストを含む、補償を提供するためのエネルギー調達コスト

ガス供給ネットワークの場合、恒久的に影響を及ぼさないコストには、ガスネットワークアクセス条例、または、天然ガスネットワークへのアクセス条件に関する規則（EC）No 
1775/2005（2005年9月28日）によって規制された効果的な手続きに従い、ネットワーク事業者によって取られた措置から生じるコストが含まれる。文2と文3の意味の範囲内で
の効果的な手続き上の規制は、規制当局の強制力のある決定またはネットワーク事業者の自主的コミットメントによって、関連分野の包括的な規制が行われているということである。

（3）電力及びガスの配電事業者に関しては、§15に従って計算された調整効率値（adjusted efficiency value）を総費用に乗じた値から、初期レベルの恒久的に制御不
能な費用要素と各年度の資本費用を差し引いた値が、規制期間の各年度の管理不能な費用要素とみなされる。文1からの逸脱として、一時的に影響を受けることができない送電
系統運用者の費用は、 §15に従って決定された調整効率値（adjusted efficiency value）を総費用に乗じた値から、コストの永久的に重要でない部分を差し引いた値である。
文1または2に従って一時的に影響を受けることができない費用部分には、補償範囲内の不当な構造上の差異に起因する費用が含まれる。

（4）電力及びガスの配電事業者に関しては、初期水準の永久的に重要でない部分を控除した後、規制期間の各年度の資本費用、及び一時的に影響を及ぼさないコストを控
除した後の総コストが、規制期間の各年度で影響可能なコストと見なされる。

（5）エネルギー調達の費用は変動費とみなされる。 その他の影響を受ける費用（※：制御不能コスト）、または一時的に制御不可能な費用（※：非効率的コスト）、特にエ
ネルギー損失の調達のための費用は、 §32パラグラフ1 4aに従い、変動費とみなされる。 資本コストまたは借入コストは変動費とは見なされない。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) 、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

シナリオプランニング・系統開発計画（ドイツ）

⚫ ドイツ連邦大でのシナリオプランニング、系統開発計画（NEP）のスキームは以下の通り。

⚫ TSOが作成したシナリオ及び系統計画をBnetzAが承認し、立法化される。そこで計画された投資はこのスキームで承認される。

⚫ レベニューキャップの査定プロセス上は、系統開発計画に基づく投資はチェックしていない。

◼ BnetzAはTSOが提出するNEPを純粋に技術的な観点からチェックしているが投資金額のチェックはしていない。

◼ DSOはNEPを提出しない。

シナリオフレームワーク 系統開発計画 法制化

⚫ TSOは、今後20年間の電力消費と発電に
関する複数のシナリオ※を作成。

⚫ このシナリオフレームワークはパブリックコメント
に掛けられたのち、BnetzAにより承認される。

⚫ EnWG 第12条に基づき、TSOは2年ごとに
BnetzAに提出が求められている。

⚫ TSOは、承認されたシナリオフレームワークに
基づき、N-1セキュリティを満たすように、系
統開発計画（NEP）を作成。

⚫ NEPはパブリックコメントに掛けられたのち、
BnetzAの承認を受ける。

⚫ EnWG 第12条に基づき、TSOは2年ごとに
BnetzAに提出が求められている（2017年、
2019年に承認）。

⚫ BnetzAはNEP及び環境報告書を基に、連
邦要求計画（BBP）を作成、連邦政府に
少なくとも4年ごとに提出する。

⚫ これらに基づき連邦政府は法案を作成。

⚫ 連邦内閣によって承認され、議会で成立さ
れると、計画の必要性が承認されたことにな
る。

⚫ TSOは計画に基づく投資等を実行に移すこ
とができるようになる。

scenario framework NEP : Network development plan

※: 楽天シナリオ、悲観的シナリオ、中間シナリオ

BBP : Federal needs Plan

出所) NEP コミュニケーションチーム、“NETZ ENTWICKLUNGS PLAN STROM”、https://www.netzentwicklungsplan.de/de/netzentwicklung/prozessphasen 、2020年2月18日閲覧、
を元に三菱総研作成
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

レベニューキャップ算定式（TSO：第1～3期及びDSO：第1～2期） （ドイツ）
⚫ レベニューキャップは年々下げていく一方で、物価変動リスクの緩和や、設備拡張投資、新規設備投資、電力品質向上に対す

るインセンティブを意図した算定式となっている。

概要

𝐸𝑂𝑡 レベニューキャップ t年の収入上限（レベニューキャップ）

𝐾𝐴𝑑𝑛𝑏,𝑡 制御不能コスト t年における効率化対象外のコスト。（インセンティブ規制(ARegv第11条）で定義される。効率化ベンチマーキング分析の対象外）

効率化
対象費用

𝐾𝐴𝑣𝑛𝑏,𝑜 効率的コスト ベンチマーキングの結果、効率的と判断された制御可能コスト

𝐾𝐴𝑏,0 非効率的コスト ベンチマーキングの結果、非効率的と判断された制御可能コスト

𝑉𝑡 非効率的コストの削減割合
事業者毎に求められる生産性向上率 （Individual X-factor。ベンチマーキングより導出）。

t年において削減すべき非効率的コストの削減割合をあらわす。𝑉𝑡 =
𝑡

10
（第1規制期間）、

𝑡

5
（第2、３規制期間）

削減率

𝑉𝑃𝐼𝑡
𝑉𝑃𝐼0

物価変動率 消費者物価変動の調整項。（消費者物価指数の比率）

𝑃𝐹𝑡 生産性ファクター 全事業者が求められる共通の生産性向上率（General X-factor）。

調整項

𝐸𝐹𝑡 拡張係数
地理的条件、顧客数、年間ピークロード、規制機関が決定するその他のパラメーターなど、DSOにより異なる事業環境を反映して設定される係数。
（TSO、及び高圧系統を有するDSOには適用されない。TSOと高圧系統を対象とするDSOについては、拡張係数が適用されない代わりに、
Investment measuresが適用される）

𝑉𝐾𝑡 変動費 t年における変動費。エネルギー調達コストや送電ロスが含まれる。

𝑄𝑡 電力品質指標 電力品質の水準（停電時間、停電頻度、計画供給量と実供給電力量の差分）に応じた割増/割引額。達成度に応じてボーナス・ペナルティあり。

𝑆𝑡 差額調整項（第2期より） 前規制期間における実際の料金収入額と上限額の差額を規制期間（5年）で除した差額調整金

𝐸𝑂𝑡 = 𝐾𝐴𝑑𝑛𝑏,𝑡 + 𝐾𝐴𝑣𝑛𝑏,0 + 1 − 𝑉𝑡 ∙ 𝐾𝐴𝑏,0 ∙
𝑉𝑃𝐼𝑡
𝑉𝑃𝐼0

− 𝑃𝐹𝑡 ∗ 𝐸𝐹𝑡 + 𝑄𝑡 + 𝑉𝐾𝑡 − 𝑉𝐾0 + 𝑆𝑡

効率化対象費用 効率化のファクター
（削減率）

調整項

レベニューキャップ
算定式

（第1～3期のTSO及び
第1～2期のDSOに適用） 定められた以上の費用削減は、利潤

となるため、事業者の費用削減インセ
ンティブを高めることを期待

全事業者に対し等しく
効率化を求めつつ、物
価変動リスクを緩和

設備拡張投資、新規設備投資、
品質向上に対するインセンティブを
高めることを期待

出所）AregV Anlage 1（付表1）https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/anlage_1.html、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-88 レベニューキャップ算定式（TSO：第1～3期及びDSO：第1～2期）

https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/anlage_1.html
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

レベニューキャップ算定式（DSO：第3期） （ドイツ）

⚫ 第3期では、DSOに関して新たなレベニューキャップ算定式が設定。資本コストサーチャージと効率化ボーナスの項が追加された。

◼ 長期的な視点での投資に対するインセンティブや拡張計画に基づく投資とコストの時間遅れの解消のため導入※1。

概要

𝐸𝑂𝑡 レベニューキャップ t年の収入上限（レベニューキャップ）

𝐾𝐴𝑑𝑛𝑏,𝑡 制御不能コスト t年における効率化対象外のコスト。（インセンティブ規制(ARegv第11条）で定義される。効率化ベンチマーキング分析の対象外）

効率化
対象
費用

𝐾𝐴𝑣𝑛𝑏,𝑜 効率的コスト ベンチマーキングの結果、効率的と判断された制御可能コスト

𝐾𝐴𝑏,0 非効率的コスト ベンチマーキングの結果、非効率的と判断された制御可能コスト

𝑉𝑡
非効率的コストの削減
割合

事業者毎に求められる生産性向上率 （Individual X-factor。ベンチマーキングより導出）。

t年において削減すべき非効率的コストの削減割合をあらわす。𝑉𝑡 =
𝑡

5
（第３規制期間）

𝐵0
𝑇

効率ボーナス
規制期間（T年）に均等に配分される効率ボーナス。ボーナス値は、異常値排除したDEA分析(super Efficiency analysis)を通じて配
電事業者毎に決定される効率ボーナス値(Super Efficiency Value)と効率コストの積により算出。効率ボーナス値の上限は5％※2。

削減率

𝑉𝑃𝐼𝑡
𝑉𝑃𝐼0

物価変動率 収入上限決定後の消費者物価変動の調整項。（消費者物価指数の比率）

𝑃𝐹𝑡 生産性ファクター 全事業者が求められる共通の生産性向上率（General X-factor）。

調整項

𝐾𝐾𝐴𝑡 資本コストサーチャージ CAPEXの期中調整項。事後投資の結果として発生する減価償却費、return on equity、取引税、借入資本利子を調整する。

𝑉𝐾𝑡 変動費 t年における変動費。エネルギー調達コストや送電ロスが含まれる。

𝑄𝑡 電力品質指標 電力品質の水準に応じた割増/割引額 （電力品質=停電時間、停電頻度等）達成度に応じてボーナス・ペナルティあり。

𝑆𝑡 差額調整項 前規制期間における実際の料金収入額と上限額の差額を規制期間（5年）で除した差額調整金

𝐸𝑂𝑡 = 𝐾𝐴𝑑𝑛𝑏,𝑡 + 𝐾𝐴𝑣𝑛𝑏,0 + 1 − 𝑉𝑡 ∙ 𝐾𝐴𝑏,0 +
𝐵0
𝑇

∙
𝑉𝑃𝐼𝑡
𝑉𝑃𝐼0

− 𝑃𝐹𝑡 + 𝐾𝐾𝐴𝑡 + 𝑄𝑡 + 𝑉𝐾𝑡 − 𝑉𝐾0 + 𝑆𝑡

効率化対象費用 効率化のファクター
（削減率）

調整項

レベニューキャップ
算定式

（第3期のDSOのみ
適用）

※2 効率ボーナスの項で後述

※1 ”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”BnetzA

出所）AregV Anlage 1（付表1）https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/anlage_1.html、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-89 レベニューキャップ算定式（DSO：第3期）

https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/anlage_1.html
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

コストの決定方法（ドイツ）
⚫ 損益計算書に基づき基準年のTOTEX（Total Expenditure：総費用）をチェック（送配電事業に関連しないコストは除外）

⚫ OPEXは損益計算書に基づき算定。CAPEXは減価償却費用、自己資本収益率、事業税からなる。

◼ 制御不能コストはAregV第11条の記載に基づくが、どのカテゴリーに属するかは政治的な議論に基づく。

◼ 3,4年に1回、費目の分類基準のレビューが行われる。毎年ステークホルダーとのパブリックディスカッション※1があり費目の分類について議論される。

◼ 明確なルール（Clear-cut rule）がなく、BnetzAの決定に基づき多くの訴訟を引き起こしている※2。

T
O

T
E
X

（
T
o
ta

l
E
x
p
e
n

d
it

u
re

/
総

費
用

）

OPEX
（Operating

Expenditure/
運用維持費）

CAPEX
（Capital

Expenditure/
資本的支出）

損益計算書（income statement）に基づく※

減価償却費用（Imputed depreciation）
RAB（ regulatory asset base ）に基づく※3

自己資本収益率（Imputed rate of return on equity）
RAB及び資本構成に基づく

事業税（Imputed trade tax）
自己資本収益率に基づく

系統利用料金以外からの収入（Income apart from 

network tariffs）
損益計算書（income statement）に基づく

※負債コスト（cost of debt）は
OPEXに分類される

出所） BNetzA、 “Case study on the application of TOTEX benchmarking model in Germany” (2018)、 https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-
benchmarking-Germany_final.pdf 、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

※1: 公聴会のようなもの、※2: BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）、※3: 会計上のレートベースと減価償却費は異なる

図表 3-2-90 コストの決定方法

https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-benchmarking-Germany_final.pdf
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(4) 制度詳細 １)期初設定

効率化を促す仕組み －概要－ （ドイツ）

⚫ ドイツにおいて、効率化等を促す仕組みとしては以下のようなものが存在する。

⚫ これらをレベニューキャップの計算に織り込むことで効率化等を促している。

◼ X-Factorの導入時には、コスト圧縮に非協力的な事業者に対してコスト低減圧力を与えるという考えのもとで設定された。

生産性ファクター

(General X-Factor)

• 独占事業であるが故に技術革新に取組まないリスクを回避するために、5年間、定率のコスト削減
を求める。

• 第1期規制期間は1.25%、第2期は 1.5%に設定され、対象は制御可能コストのみ。

効率スコア

(Individual X-Factor)

• DEA/SFA分析により効率スコアを計算し、効率的でないと判断されたコストを規制期間中（5年
間）に0にしなければならない。

• 効率的かそうでないかを判断する対象は制御可能コストのみ。

出所）「海外の託送料金制度」第5回 次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会、2020年2月21日閲覧、等を元に三菱総研作成

レベニューキャップ＝制御不能コスト＋（効率的コスト＋（1-効率スコア）×非効率的コスト）×（物価変動率－生産性ファクター）＋調整項

非効率的コスト

制御可能コスト
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生産性ファクター（General X-Factor）（ドイツ）

⚫ 非競争領域である送電・配電事業の効率化を促すべく、生産性向上見込み率（X-Factor）を設定。

⚫ 全事業者が求められる共通の生産性向上率（General X-factor）は、送配電事業の生産性向上とマクロ経済的なコスト
効率性を反映した指標。

◼ 第1期 (2009~2013):年率1.25%

◼ 第2期 (2014~2018):年率1.50%

出所）
BNetzA “Case study on the application of TOTEX benchmarking model in Germany” (2018)、 https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-
benchmarking-Germany_final.pdf、2020年2月6日閲覧
経済産業省ウェブサイト、「海外の託送料金制度」第6回 次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会、
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/006.html 、2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成

X X+1 X+2 X+3 X+4

制御不能
コスト
KAdnb

制御可能
コスト

100.88 99.5 98.35 98.54 98.84

X X+1 X+2 X+3 X+4

物価
変動率

102.4 102.5 102.9 104.7 106.6

生産性
ファクター

1.5 3.02 4.57 6.14 7.73

係数 100.88 99.5 98.35 98.54 98.84

制御可能コスト＝制御可能コスト×（物価変動率－生産性ファクター）

≪計算例≫ 第2期の例

100

図表 3-2-91 生産性ファクター（General X-Factor）

https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-benchmarking-Germany_final.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/006.html
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効率スコア（Individual X-Factor）（ドイツ）

⚫ ベンチマーキングの結果によって定まるものが効率スコア（Individual X-Factor）。

◼ 非効率コスト＝制御可能コスト×（100-効率スコア）/100

⚫ 非効率コストは毎年定率で削減され、規制期間中にゼロ化を求められる。これにより効率化を促進。

◼ 非効率コストは個別具体的な費目ではなく、制御可能コストに効率スコアを乗じて算定された計算上の値。

⚫ DEA/SFA分析の結果、他事業者よりも効率性が高いと評価された場合は、効率スコアが100を超える。この場合は超えた分
について次期のレベニューキャップに一定の加算がされる。

◼ DSOのみ。TSOへの対応は特段無しと考えられる。

出所）BNetzA、 “Case study on the application of TOTEX benchmarking model in Germany” (2018)、
https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-benchmarking-Germany_final.pdf、2020年2月7日閲覧;
経済産業省ウェブサイト、「海外の託送料金制度」第6回次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会、
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf、2020年2月7日閲覧、等を元に三菱総研作成

X X+1 X+2 X+3 X+4

制御不能
コスト
KAdnb

効率的
コスト
KAvnb

非効率的
コスト
KAb

制
御
可
能
コ
ス
ト

≪計算例≫

総コスト：100
制御不能コスト：90
制御可能コスト：10

効率的コスト：9.5
非効率的コスト：0.5

効率スコア：95%
（効率的コスト÷制御可能コスト）

図表 3-2-92 効率スコア（Individual X-Factor）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf
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≪参考≫DEA/SFA分析（ドイツ）

⚫ 効率性べンチマーキングは、2つの手法と2つのデータを組み合わせた4通り（=2×2）の方法で決定される。

⚫ 送配電事業者は、これらの4 通りのベンチマーキング方法で得られた結果の中で、最も有利な結果を選択することができる。

◼ 手法：DEA（Data Envelopment Analysis：包括的分析法）/SFA（Stochastic Frontier Analysis：確率的フロンティア手法）

◼ データ：「実質値のデータ」/「資本コストに対して設備年齢に対する修正を施した標準化データ」

⚫ DEA は数学的手法で、線形計画法を用いて、各事業者の投入量と生産量の
データを包み込む包絡線を計測し、それを最も効率的な事業者が営むフロンティ
アと定義。

⚫ SFA は統計的な手法で、計量経済学の手法を用いる。

⚫ 通常の実質データの平均値周辺ではなく、パフォーマンスの優れた事業者のデー
タ周辺での理論値を求めてこれをフロンティアと定義。

DEA（イメージ） SFA（イメージ）

出所） BNetzA、 “Case study on the application of TOTEX benchmarking model in Germany” (2018)、
https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-benchmarking-Germany_final.pdf、2020年2月26日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-93 DEA/SFA分析

https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-benchmarking-Germany_final.pdf
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≪参考≫DEA/SFA分析（ドイツ）（2/2）

⚫ DEAとSFAの違いは以下の通り。

⚫ ドイツでは統計的ミスを防ぐために両方の手法を活用している。

出所） “Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber Strom 2013”swiss economics (2014)、https://www.swiss-economics.ch/RePEc/files/S0011BNetzA.pdf、
2020年2月26日閲覧、を元に三菱総研作成

考慮しない

（決定論的手法）

考慮する

（確率論的手法）

先験的に仮定する

（パラメトリック手法）

COLS

（修正最小二乗法）
SFA

仮定しない

（ノンパラメトリック手法）
DEA

StoNED

（確率的ノンパラメトリック包絡法）

関
数
型

データの誤差

https://www.swiss-economics.ch/RePEc/files/S0011BNetzA.pdf、
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≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§12 効率スコア（ボーナス））

§12a 効率ボーナス

（1）連邦ネットワーク規制庁は、AregV § 12 第13項パラグラフ2ならびに§ 12 パラグラフ4aによる、経費パラメータに比較して効率的であると
考えられる規制期間について、Annex 3の5 sentence 9に従って、Super Efficiency Analysis（超効率分析）に基づき、レベニューキャップ
に対するサーチャージ（効率ボーナス）を決定する。 系統運用者のSuper Efficiency Value（超効率値）は、Super Efficiency Analysis
による個々の効率値から、Annex 3に基づくノンパラメトリック手法から導出された個々の効率値を引いた差に対応する。
（2）Super Efficiency Analysisの結果、系統運用者のEfficiency valueが5%を超えた場合、Super Efficiency Valueは5%に設定さ
れるものとする。
（3）第1項及び第2項に従って決定されたSuper Efficiency Valueが互いに異なる場合、これら2つのSuper Efficiency Valueの算術平均
が、個別の系統運用者に対して用いられなければならない。
（4）系統運用者個別の効率ボーナス（efficiency bonus）は、第3項に基づく個別のSuper Efficiency valueに、 § 11（3）文1に従っ
た一時的に影響を受けることがない費用（※：効率化コスト）を掛けることによって算出される。
（5）効率ボーナスは、規制期間にわたって均等に分配されるものとする。
（6）第1項から第5項までは、送電系統運用者には適用されない。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) 、2020年2月13日閲覧、を元に三菱総研作成
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≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§13 効率性比較パラメーター）

§ 13 効率性比較のパラメーター

（1）規制機関は、効率性比較において、費用パラメーターと比較パラメーターを考慮するものとする。
（2）費用パラメーターは、§ 14に規定される費用とする。
（3）比較パラメーターは、供給地域の人口動態の変化による供給業務の地理的、地質的または地形的な特徴と構造上の特徴を決定するパラメーターである。
それらが測定可能または定量化可能であり、系統事業者の決定によって決定することができず、その効果において全体的または部分的に重複的ではなく、特に
他のパラメータによって未だ反映されていない場合、特に想定される。

比較パラメーターとしては、特に以下が挙げられる。
1.電力供給ネットワーク内の接続点または計測点の数
2.供給エリアの面積
3.ネットワーク長
4.年間消費電力量
5.同一年のピークロード
6.電力供給ネットワークにおける分散型発電所、特に風力及び太陽光発電の発電所数と容量
7.分散型発電所、特に陸上での風力タービン発電と太陽光発電等の経済的・効率的な統合に役立つ方策

供給エリアの人口統計的変化による供給タスクの地理的、地質的または地形的特徴、及び構造的特徴を記述するためのパラメータを決定する際には、エリア平
均値を設定することができる。
比較パラメータの選択は、最新技術に対応した定性的、分析的、統計的方法を用いて行われなければならない。比較パラメータを選択することによって、構造的
な比較可能性は可能な限り保証されるべきである。また、系統事業者のタスクの異質性は可能な限り考慮されるべきである。 比較パラメータを選択する際には、
影響を受けるビジネスコミュニティ及び消費者の代表者から適時に意見を聴取することができる。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) 、2020年2月13日閲覧、を元に三菱総研作成
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≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§14 効率性比較の費用）

§14 効率性比較を実施するための費用の決定

（1）効率性比較において支出パラメータとして適用される費用は、以下の条件に従って決定されるものとする。

1 系統運用者の総費用は、 § 6（1）及び（2）に従う初期レベルの決定に使用される費用評価に従って決定されるものとする。
2 このような方法で決定された総費用のうち、§ 11（2）に従って恒久的に影響を受けることができない費用部分（※：制御不能コスト）は控除される。
3 効率性比較を行うための資本費用は、可能な限り比較可能性を確保し、異なる設備年齢、減価償却及び資産計上の慣行から生じる可能性がある歪みを
考慮しつつ、決定する必要がある。 これを目的として、第2項に従って資本費用を決定するために、比較可能性の計算が行われる。 資本費用には、
Stromnetzentgeltverordnung（電気料金規則）の§5（2）、§ 6及び§ 7、ならびにGasnetzentgeltverordnung（ガスネットワーク料金規則）の
§ 5（2）、及び§ 6及び§ 7に従う費用項目が含まれる。

（2）（1）3による比較可能性の計算は、系統運用者の固定資産の日々の価値（daily value）に基づくものとする。 Gasnetzentgeltverordnung
（ガスネットワーク料金規則）の付属書1及びStromnetzentgeltverordnung（電気ネットワーク料金規則）の付属書1に規定される通常の耐用年数の
低い方の値を使用して、各アセットグループの均一な耐用年数が決定される。 使用される金利は、自己資本金利（equity interest rate）と借入金利
（debt interest rate）の加重平均として決定される。ここで、自己資本金利は40%、借入金利は60%で加重される。 60%の借入金利のうち、25％は
無利子負債である。 Gasnetzentgeltverordnung（ガスネットワーク料金規則）の§ 7（6）及びStromnetzentgeltverordnung（電気料金規則）
の§ 7（6）に従って、新規投資に用いられる自己資本金利が適用される。 有利子負債の場合、利息はDeutsche Bundesbank（ドイツ連邦銀行）によ
り公表された、過去10年間の国内発行の確定利付証券の平均に基づく。自己資本金利及び借入金利は、連邦統計局により公表された消費者物価総合指
数に従い、過去10年間の物価変動率の平均分だけ引き下げられる。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) 、2020年2月13日閲覧、を元に三菱総研作成
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(4) 制度詳細 ２)期中調整

効率化を促す仕組み －概要－ （ドイツ）

⚫ ドイツにおいて、期中での調整を促す仕組みとしては以下のようなものが存在する。

⚫ 前述の通り、物価変動等に基づく変動は自動的にレベニューキャップに織り込まれる。

⚫ 制御不能コストについても期中での申請に基づき査定される（認可だが実質的には届出に近い）。

Expansion Factor

（拡張係数）

• DSO向けの措置で、供給タスク（接続された顧客の増加や分散型発電など）の変更による影響
は、規制期間中に予算を引き上げることができる（第2期間まで）。

• 申請は6月30日までに行う必要があり、翌年の1月1日より有効となる。

Investment Measure

（特定整備事後加算）

• TSO向けの措置で、費用は当該年度の収益上限に含まれ、効率のベンチマークから一時的に免
除される（制御不能コスト扱い）。

• TSOごとの申請に対して、個別プロジェクトごとに規制機関（Ruling Chamber）が審査・承認
する（ただし、その適切性を実際にはチェックできておらず、実質的には届出※。）。

出所）経済産業省ウェブサイト、「海外の託送料金制度」第5回 次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会、
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/005_03_00.pdf、2020年2月5日閲覧、等を元に三菱総研作成

※ BnetzAへのヒアリング（2020年1月実施）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/005_03_00.pdf
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(4) 制度詳細 ２)期中調整

特定整備事後加算（Investment Measures）（ドイツ）

⚫ ARegV 第23条に基づき、TSO及び高圧電線を有するDSOは、 BNetzAに対して、レベニューキャップ変更に係る申請を行う
ことが可能。

⚫ 規制期間中に発生する系統運用関連事業の追加投資コスト（CAPEXのみ）をInvestment Measure として申請すること
ができる。申請は個別になされ、コストの必要性がBNetzAにより審査される。

◼ Ruling Chamberが審査を行う。実際には詳細なチェックはできていないのが現状（2020年1月ヒアリングより。）

⚫ Investment Measureとして認められる追加投資は、系統全体の安定度維持、電力供給系統拡張ニーズ、国内地域間連
系・国際連系ネットワークへの統合の観点から必要な投資とみなされた場合に限られる。

⚫ 審査を経てBNetzAに承認された追加投資は、そのコストが発生した年度よりレベニューキャップに上乗せされる。また、「制御不
能コスト；KAdnb」の一部として、効率化（コスト削減）の対象からは一時的に除外される処置が取られる。これらは100％の
運用状態になった時点で、RAB の算定に加えられ効率化対象コストとなる。

◼ 電力分野では、2017年5月31日時点で、71の新規投資計画（総コスト：約84億ユーロ）について、Investment Measuresの申請がな
されている。そのうち、TSOによる申請数が51（総コスト：約83億ユーロ）、DSOによる申請数が20（総コスト：約1億ユーロ）である。

1 法令に従った、発電プラントの連系に資する系統拡張
2 EEG（再エネ法）、CHP法に基づく発電設備の統合（Integration）
3 法令に基づく連系線の容量拡張（interconnection）
4 市場間のガス輸送能力の拡大
5 法令に基づく洋上風力タービンの系統連系
6 地中ケーブルを用いた定格電圧110kVの新規電線の建設のための拡張投資
7 ネットワークの技術的安全性を確保するための技術標準の実装に必要な、基本的で実質的なコスト再編措置。
8 コンダクターケーブルの温度監視及び高温コンダクターケーブルの使用
9 送電容量拡張のための高圧直流送電（HVDC）システム、及びクロスボーダー高圧直流送電連系線（HVDC

interconnector）のパイロットプロジェクト

AregV第23条に記載のあるInvestment Measuresの例示

出所）AregV §23より三菱総研作成
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≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§23 特定整備事後加算）

§ 23 Investment Measures（特定整備事後加算）
（1）連邦ネットワーク規制庁は、送電ネットワークの拡張及びリストラクチュアリングの投資に関して、それらの投資が系統全体の安定度、国内・国際系統連系の統合、エネル
ギー事業法セクション11に従ったエネルギー供給ネットワークのニーズベースの拡張のために必要である場合に限り、investment measuresを承認する。
これには、以下を意図した特定の投資が含まれる。

1. エネルギー事業法§ 17 パラグラフ1に従った、発電プラントの連系に資する系統拡張
2. 再生可能エネルギー法及び熱電併給法（Combined Heat and Power Act）に従ったプラントの統合（Integration）
3. Regulation (EC) No 714/2009 の Article 16 (6) (b) に規定される、連系線（interconnection）の容量拡張
4. 市場間のガス輸送能力の拡大（恒久的な技術的ボトルネックが存在し、これらが他の経済的に合理的な手段によって取り除けない場合）
5. エネルギー事業法§ 17d (1) 及び§ 43 sentence 1 No. 3に従った、洋上風力タービンの系統連系
6. 地中ケーブルを用いた定格電圧110kVの新規電線の建設のための拡張投資。（ただし、地中ケーブルの建設コスト及び運用コストの合計が、技術的に比較可能な架

空線の合計コストを超えないなどの条件が存在する。）
7. ネットワークの技術的安全性を確保するための技術標準の実装に必要な、基本的で実質的なコスト再編措置。ただし、エネルギー事業法§ 49（5）に基づく行政命

令、または、Land Lawの管轄当局によりそれらの必要性が確認されている場合に限る。
8. コンダクターケーブルの温度監視及び高温コンダクターケーブルの使用
9. 送電容量拡張のための高圧直流送電（HVDC）システム、及びクロスボーダー高圧直流送電連系線（HVDC interconnector）のパイロットプロジェクト（系

統の効率的運用のための拡張計画の一部として必要であるもの）

(中略)

（3）Investment Measuresの承認の申請は、投資が初めて、完全にまたは部分的に費用対効果を持つ暦年の初めの9か月前までに連邦ネットワーク規制庁に提出さ
れなければならない。申請書は、第1項に従って識別された投資ニーズの分析を含まなければならない。特に、ドイツエネルギー産業法セクション12 3aに従い、送電系統事業者
から系統状況及び系統拡張に関するレポートに提供された情報に基づいて編集されるべきである。送電系統事業者にとって、申請は適切な情報を含むべきである。すなわち、
申請書には、投資をいつ、どのくらいの期間、どのくらいの期間行わなければならないか、費用対効果に関する情報を含める必要がある。費用対効果の期間は、各資産グ
ループの通常の耐用年数に基づく。各設備グループの通常の耐用年数は、ガスネットワーク料金規則（Gas Network Charges Ordinance）のAnnex 1及び電力ネット
ワーク料金規則（Electricity Network Charges Ordinance）のAnnex 1に示されている。申請は、複数の規制期間中に行うことができる。申請書に記載されている情
報は、知識のある第三者がさらなる情報なしに承認のための条件の存在を調査し、決定を下すことが可能であるものである。

（中略）

（5）許可に基づき投資が行われなかった場合は、規制機関は承認を撤回する権利を有する。それは追加の条項で提供されることができる。特に、補助的条項は、承認され
た投資措置の費用を引き下げるための金銭的インセンティブを生み出す可能性がある。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) より三菱総研作成
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(4) 制度詳細 ２)期中調整

拡張係数（𝐸𝐹𝑡：Expansion Factor） （ドイツ）

⚫ インセンティブ規制規則（ARegV）第10条に基づき、DSOは BNetzA（連邦ネットワーク規制庁）にレベニューキャップの引
き上げに係る申請を行うことが可能（TSO及び100kV高圧系統を対象するDSOは除く）。申請は6月30日までに行う必要
があり、翌年の1月1日より有効となる。

◼ DSOの期間中のCAPEXにより、基準年以降の新規投資に対する投資の資本コストに合わせて収入上限が調整できる。
（ここでは、設備更新と拡張の区別はない。）

⚫ DSOにより異なる事業環境を反映して設定される。
（TSO系統、及びDSOが運用する110kV高圧系統には、拡張係数は適用されず、後述するinvestment measureが適用される）

⚫ 申請時には、対象顧客エリア、顧客の接続地点数（発電・需要双方）、年間ピークロード、接続している発電事業者数、その他
規制機関が決定するパラメーターを示す必要がある。

◼ 2016年のレベニューキャップに対して、拡張係数によってなされた調整は、申請事業者数120事業者、総額€296.5m（2億9,650万ユー
ロ）に上る。

⚫ 拡張係数の適用期間は、第2規制期間まで（2018年末まで）である。第3規制期間からは、資本コストサーチャージ（事後
投資の結果として発生する減価償却費、return on equity、取引税、借入資本の利子の調整）に置換される。

拡張係数（Expansion Factor）算出フォーミュラ

EF t, Ebene i： 各規制期間のt年におけるレベルiの拡張係数ファクター
F t, i： 各規制期間のt年におけるレベルiの供給地域のエリア面積
F 0, i： 基準年におけるレベルiの供給地域のエリア面積
AP t, i： 各規制期間のt年におけるレベルiの接続点の数
AP 0, i： 基準年におけるレベルiの接続点の数

出所） BNetzA、 ”Monitoring Report 2017” 2018、
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/Areas/ElectricityGas/CollectionCompanySpecificData/Monitoring/MonitoringReport2017.pdf?__blob=publicationFile&v=2、
2020年2月6日閲覧、を元に三菱総研作成
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(4) 制度詳細 ２)期中調整

≪参考≫期中の上限値変更に係るデータ提出（ドイツ）

⚫ データ提出についてはARegVの第27条に記載。（第27条の記載内容は簡易なのもので詳細は別途。）

⚫ 申請においては以下のようなExcelをBNetzAに提出している。6/30までに提出を求められている。

提出フォーム：ErhebungsbgnPara28Nr7ARegVxls.xls、
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/KKAuf/EHB_2019.xlsx?__blob=publicatio
nFile&v=2、2020年2月12日閲覧

出所）BNetzA、
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/Kapitalkostenaufschlag_Erweiterungsfak
tor/Erweiterungsfaktor_node.html、2020年2月3日閲覧

図表 3-2-94 期中の上限値変更に係るデータ提出

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/KKAuf/EHB_2019.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
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(4) 制度詳細 ２)期中調整

≪参考≫期中の上限値変更に係る許認可（ドイツ）
⚫ 制御不能コストのうち、実コスト発生前にわかるものは計画段階で申請を行う。

◼ 「系統増強等の投資に係る費用」「上位系統の使用料金」「再エネ事業者が回避するとみなされる上位系統料金の還付金」が該当

⚫ 実コスト発生後の実績値に基づき事後報告するものも2年後のレベニューキャップにて算入される。

◼ 「税金」「法令で定められた社員の議会・委員会活動費」「連邦政府が認めたR&D費用のうち公的資金を除いた金額の50%」が該当

⚫ いずれも実質的には簡易審査（実質届出）。

出所）経済産業省ウェブサイト、「海外の託送料金制度」第6回 次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会、
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf、2020年2月21日閲覧、を元に三菱総研作成

図表 3-2-95 期中の上限値変更に係る許認可

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf
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≪参考≫インセンティブ規制規則(AregV)（§27 データ提供）

§27 データ収集

（1）規制当局は、パート2,3に従って収益の上限を決定するために必要な事実を決定する。この目的のために、ネットワークオペレータから必要なデータを収集する。
1. 第6条に従って、収益上限の初期レベルと資本コスト控除の決定を実行するため
2. 第9条に従って、一般的な部門の生産性係数を決定するため
3. 第12～14条に従って効率値を決定する
4. 第19条に従って品質要素を決定し、
5. 第22条に従って、送電及び送電システムのオペレーターの効率比較と相対参照ネットワーク分析を実施する。

ネットワーク事業者はこの報告書で情報を提供する義務があります。さらに、特に必要な事実を決定する。
1. 第4条（4）に従って収益の上限を調整するため、
2. 第10条に従った拡張係数の設計
3. 第15条に従って調整された効率値を決定し、§16に従って個々の効率仕様を決定する
4. 第21条に準拠したレポートの要件について
5. 第23条に基づく投資措置の承認。

（2）連邦ネットワーク庁はまた、インセンティブ規制システムの評価、ネットワーク事業者の投資行動の年次モニタリング、及び§33に基づく報告書の作成に必要なデータを収集する
場合がある。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) より三菱総研作成
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(4) 制度詳細 ３)その他

その他調整項 －電力品質指標：𝑄𝑡－（ドイツ）

⚫ 効率化を追求し費用を低減させることで、品質が低下することも考えられるため、収入上限額の算定方式の中には、品質要因
係数が含まれている。あらかじめ定められた品質基準を超えた場合は、レベニューキャップが増加し、下回る場合は、レベニュー
キャップが減少する仕組みとなっている。

⚫ 品質基準とは、停電時間、停電頻度、供給支障量である。地域構造などを考慮してこれらの指標を総合的に評価した値を
もって電力品質指標が決定される（詳細についてはAregV等での記載はなし）。

出所）インセンティブ規制規則(AregV) § 18～ § 20に基づき三菱総研作成
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(4) 制度詳細 ３)その他

第3期からの追加項目 －効率ボーナス：
𝐵0

𝑇
－（ドイツ）

⚫ 第3規制期間より導入され、特に効率性の高い配電系統運用者（DSO）に対し、レベニューキャップの上限に効率ボーナス
（efficiency bonus）を上乗せする仕組み。

◼ 第2規制期間以前は、ベンチマーキングによって100％の効率性を有すると判断されたDSOはさらにコストを削減するインセンティブが与えられて
いなかった。）

⚫ 長期的な視点での投資に対するインセンティブや拡張計画に基づく投資とコストの時間遅れの解消のため導入※1。

算定方法

⚫ 効率ボーナスはSuper Efficiency Valueに基づく。

⚫ Super Efficiency Valueは、Super Efficiency Analysisを通じて配電系統運用者
毎に決定される。

• Super Efficiency Analysis：異常値を排除したDEA分析

• Super Efficiency Value：通常のDEA分析に基づく効率スコアとSuper 
Efficiency Analysisに基づく効率スコアの差

レベニューキャップ

への反映方法

• 効率コストKAvnbにSuper Efficiency Valueを乗じて反映される。

• 効率ボーナスは規制期間（5年間）に均等に配分される。

出所） BnetzA、”Case study on the application of TOTEX benchmarking model in Germany”、 https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-
benchmarking-Germany_final.pdf、2020年2月18日閲覧、を元に三菱総研作成

※1 ”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”BnetzA

https://erranet.org/wp-content/uploads/2017/10/Muller_Case-study-benchmarking-Germany_final.pdf
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(4) 制度詳細 ３)その他

第3期からの追加項目 －資本コストサーチャージ：𝐾𝐾𝐴𝑡 －（ドイツ）
⚫ 第3規制期間より、DSOのみを対象として資本コストサーチャージ（capital cost surcharge）を導入

◼ CAPEXの期中調整項。毎年、事後投資の結果として発生する減価償却費、自己資本利益（return on equity）、取引税、借入資本の
利子を調整する。（CAPEX true upやCAPEX in period top upと呼ばれる）

◼ DSOの場合、拡張係数（𝐸𝐹𝑡：Expansion Factor）やInvestment Measures（特定整備事後加算）は存在せず、資本コストサー
チャージを通じて、事前に想定されていなかった期中の追加費用がレベニューキャップに反映される。

⚫ 長期的な視点での投資に対するインセンティブや拡張計画に基づく投資とコストの時間遅れの解消のため導入※1。

※1: BnetzA、”BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”
出所）BNetzA、 “BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/permitting”、 http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-
dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf、2020年2月6日閲覧

図表 3-2-96 資本コストサーチャージ：𝐾𝐾𝐴𝑡

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/Groebel%20ok.pdf
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3.2.4 ノルウェー
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(1) 電力ネットワークの特徴

電気事業体制（ノルウェー）

出所)Stattnet、“Annual Report 2018”、
https://www.statnett.no/en/about-statnett/news-and-press-
releases/news-archive-2019/annual-report-2018/、
2020年2月19日閲覧

発電
（自由化）

送電
（地域独占）

配電
（地域独占）

小売
（自由化）

Stattnet（国営会社）

地域配電会社（80社）

需要家（全面自由化）

発電事業者
(ノルウェー)

卸電力市場
(Nord pool)

小売会社

出所）NVEウェブサイト、 “National Report 2019”、
https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/network-regulation/、2020年2月19日閲覧、
を元に三菱総研作成

発電事業者
（他北欧3カ国）

地方配電会社（135社）

・上位7社の需要家口数
シェア58％

・需要家数10万以上は
法的・機能的分離

⚫ 発電部門は北欧4カ国の共通卸電力取引所（Nord Pool）における取引所取引と相対取引が存在。

⚫ 送配電部門は300kV以上の送電系統は国営電力会社であるStattnet1社、132KV以下には多数の配電会社が存在。

⚫ 小売部門は地方配電会社が小売供給も行っている場合が多い。

・地方配電会社による自
エリア内の小売シェアは
70％程度

図表 3-2-97 ノルウェーの電気事業体制 図表 3-2-98 ノルウェーの電力系統

https://www.statnett.no/en/about-statnett/news-and-press-releases/news-archive-2019/annual-report-2018/、
https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/network-regulation/
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（2）現行制度の背景と制度の目的

⚫ ノルウェーの託送料金制度は、総括原価制度からCPI-X方式※によるレベニューキャップ制度、DEAモデルを用いたヤードス
ティック方式によるレベニューキャップ制度へと移行してきている。
※: 小売物価指数（CPI）の上場率と生産性向上ファクター（X）を考慮してレベニューキャップを設定する規制方式

• 第4規制期間の基本フレームワークを原則的に維持レベニューキャップ
2013－2019第5規制期間

• CPI-X方式を廃止し、DEA分析によるヤードスティック方式に移行
• 収入上限額を1年毎に見直し（投資インセンティブ保護）

レベニューキャップ
2007－2012第4規制期間

• 第２規制期間のフレームを維持
• CENSモデルの拡張（需要家グループの多様性を考慮）

レベニューキャップ
2002－2006第3規制期間

• 取得原価に基づくレベニューキャップ制度
• コストベースをCPI-X方式で毎年調整（効率化インセンティブの強化）
• 電力品質指標CENSの導入（サービス品質低下の防止）

レベニューキャップ
1997－2001第2規制期間

総括原価
1993-1996第1規制期間

出所）
[1]CEER, “Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2019”、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6、
2020年2月25日閲覧、に基づき三菱総研作成

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6、
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（3）制度概要
⚫ 現行のノルウェーの託送料金は規制期間を1年とするレベニュー・キャップ制度によって設定される。

◼ DEA分析によって調整された期初RCに、規制対象年において想定される各種のパススルーコストを加えた額に基づいて、許可収入上限
（AR）の期初想定額が決定される。

◼ 2年前の費用実績にCENS（停電コスト）を加えた額をコストベースとしてDEA分析を実施

◼ TSO、DSOは決定されたARに基づいて料金設定し、期末に実績値との差額の調整が計算され、必要な調整処理が行われる。

⚫ 以上のプロセスにおいて規制機関であるNVEは、個別コストの査定は行っておらず、事業者支出の適切性はDEA分析に基づく事業者毎の効率化スコ
ア評価に包摂されている点が特徴。

出所）
[1]NVE, “Report on regulation and the electricity market”、 https://www.ceer.eu/documents/104400/3740731/E09_NR_Norway-EN.pdf/99d6641b-c214-cf07-c324-
70721733af7d?version=1.0、2020年2月18日閲覧
[2]NVEウェブサイト,https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/、 2020年2月18日閲覧
[3]NordREG, “Economic regulation of electricity grids in Nordic countries”(2011)、2020年2月6日閲覧、に基づき三菱総研作成

AR: Allowed Revenue
CR: Collected Revenue
RC: Revenue Cap
CENS: Cost of Energy Not Supplied

※1: 期初RC設定の基礎としたt-2年のコストベースとコスト実績の差額はt+2年のRC算定に組み込み
※2: 期初の期待許可収入上限（ARt）と期末の託送料金収入実績（CRt）の差として超過利潤が出た場合は託送料金を調整

O&M費用
送配電ロス
減価償却費
事業報酬

CENS
（過去実績）

期初
RC

t-2 t（期初） t（期末）

CENS
（期初想定）

期待
許可収入

上限
(ARt)

規制対象年(t)の想定パススルーコスト
・他事業者への支払い
・固定資産税
・減価償却費・事業報酬の調整
・R&D費用

実績
託送料金

収入
(Crt)

t-1(11月公表)

期初
RC

t+2

CENS
（実績）

年

公表されたRCに
基づき事業者は

料金設定

規制対象年

DEA分析に基づき
期初RCを設定

コストベース
（2年前の実績費用）

ARt-CRt
※2

※1

図表 3-2-99 託送料金の規制期間

https://www.ceer.eu/documents/104400/3740731/E09_NR_Norway-EN.pdf/99d6641b-c214-cf07-c324-70721733af7d?version=1.0
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

許容収入設定の全体像（ノルウェー）

許容収入
ARt

＝
ﾚﾍﾞﾆｭｰ
ｷｬｯﾌﾟ
RCｔ

＋
他事業者

への支払いt
＋ 固定資産税t ＋

減価償却費等
の調整t

※1 ＋ R&D費用t -
CENS

(実績)t
※2

RCｔ ＝ 0.4＊
コスト
ベース

＋ 0.6＊
コスト
基準

コスト
ベース

＝ O&M費用ｔ-2 ＋
CENS

（実績）t-2
※2 ＋

送配電ロス
費用ｔ-2

＋ 減価償却費ｔ-2 + 事業報酬ｔ-2

コスト
基準

＝ ※コストベース＊DEA分析に基づく効率化係数

⚫ 送配電料金として回収が認められる額の上限（AR：Allowed Revenue）は各事業者に対して年次で決定され、主な算
定原則は原則的に5年毎に見直される。現在の規制（第4次規制期間）は2007年1月から適用されているが、その後の規
制期間においても主要な算定原則は維持されている[1]。

⚫ AR設定の基礎となるRC（収益上限）は2年前の費用実績に基づいて毎年設定され、規制対象年の実績費用との差額は2
年後の収入上限において調整される[1]。

⚫ 事業費用効率化のインセンティブとしてDEA分析基づく収益上限の設定、電力品質向上のインセンティブとしてCENS（cost 
of energy not supplied）が組み込まれている点が特徴である。

出所）
[1]CEER、“Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2019”、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6、
2020年2月25日閲覧
[2]NVEウェブサイト、Economic Regulation、https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/、2020年2月25日閲覧
[3]NVE、"Report on regulation and the electricity Market"(2008)
[4]経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）、 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf、
2020年2月25日閲覧

AR: Allowed Revenue
RC: Revenue Cap
CENS: Cost of Energy Not Supplied

※1: RC設定時は2年前の規制資産（RAB）に基づく減価償却費、事業報酬が分析対象となるが、規制対象年のARにおいては、2年前の実績額との差額が組み込まれる。
※2: CENSは期初のAR設定においては、送配電事業者の想定値がRCの一内容として組み込まれ、事後的に実績値ベースでARから控除される。

※パススルー

図表 3-2-100 ノルウェーにおける許可収入設定の全体像[2] [3][4]

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6、
https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

レベニューキャップ設定について（ノルウェー）（1／2）

レベニューキャップ（RC）

⚫ 許可収入（AR）設定の基礎となるレベニューキャップ（RC）は2年前の費用実績に基づき、国内全配電事業者データによ
るDEA分析によって設定される。

RC＝0.4*コストベース＋0.6＊コスト基準

コスト基準＝コストベース*DEA分析による効率化スコア

⚫ DEA分析による効率化スコアが高い事業者は低い事業者よりもコストに比して大きな収益上限が設定されるため事業効率化
に対するインセンティブを提供する。

⚫ なお、国内TSOはStattnet社1社であるため、効率化スコアは欧州送電事業者の国際ベンチマーキングであるe3GRID※にお
けるDEAスコアが用いられている。

※: 欧州エネルギー規制者評議会（CEER）によって、各国規制機関から提出されたデータを基に、SUMICSID社が各国TSOの効率スコアを
分析している。 e3GRID（第2期）においては、Stattnet社を含む16カ国、TSO23社が参加し2012年に分析結果がとりまとめられている。
第3期においては、Transmission Cost Benchmarking project 2018 (TCB18）の名称で2019年7月に分析結果が公表されてい
る。

ビジネスプランの扱い

⚫ 送配電投資を含む事業の効率化はDEA分析の枠組みの中で考慮されるにすぎない。収入上限の設定においては、送配電
会社のビジネスプラン（設備投資計画※等）は考慮されない。

※: 22kV以上の設備投資はNVEによる認可が必要であるが、規制機関であるNVEは環境影響の観点でのみ審査し、投資費用の妥当性に
ついては審査しない。
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

収益上限設定について（ノルウェー）（2／2）

各項 備考

OM O&M費用 2年前の運用・保守費用の実績値

CENS CENS 2年前の停電コスト実績

CPI 消費者物価指数 －

PL 送配電ロス量 2年前の送配電ロス量

P 電力市場価格 規制対象年度の卸電力市場価格

DEP 減価償却費 2年前の減価償却費

RAB レートベース 2年前のRegulatory asset Base(RAB)の帳簿価格

r 事業報酬率 規制対象年度の事業報酬率（NVEの規制対象で、WACCに基づき毎年算定）

出所）
[1]経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf、2020年2月17日閲覧
[2]NordREG、 “Economic regulation of electricity grids in Nordic countries”、 http://www.nordicenergyregulators.org/wp-
content/uploads/2013/02/Economic_regulation_of_electricity_grids_in_Nordic_countries.pdf 、 2020年2月17日閲覧

⚫ コストベースの具体的な算定式は下記の通り。

Ct = (OMt-2＋CENSt-2) × CPIt/CPIt-2＋ PLt-2 × Pt ＋ DEPt-2 + RABt-2 × rt

O&M及びCENS 送配電ロス費用 減価償却費 事業報酬

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2013/02/Economic_regulation_of_electricity_grids_in_Nordic_countries.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

収入上限の査定方法：DEA分析による効率性評価（ノルウェー）

⚫ NVEは、毎年、DSOの収益上限を設定するが、設定は主に各事業者の効率性評価を基礎とする。

⚫ この評価は、オープンソースソフトウェアであるR言語によって記述されたモデル（IRiR）によって行われている。評価の透明性確
保のため、評価モデルはGitHub上で公開されており、DSOは様々な設定が収益上限に与える影響を自ら分析することができる。

⚫ まずDEA分析を実施した上、主成分分析によって、DSOの地域的特性の影響を補正することによって、最終的な効率化スコア
が算定される。

※電圧階級等の設備スペックによる重み付け値を使用

出所）
[1]CEER、 “Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2019”、 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6、
2020年2月17日閲覧
[2]NVE,  “Guidelines for revenue cap calculation in R”、 http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201709590/2248071、2020年2月17日閲覧

ノルウェーのDEA分析のインプットとアウトプット[1][2]

地方配電会社 地域配電会社

ステージ1
(DEA分析)

入力 TOTEX＝OPEX＋減価償却費＋事業報酬＋配電ロス費用＋CENS TOTEX＝OPEX＋減価償却費＋事業報酬＋CENS

出力
需要家数

高圧系統亘長(km)
変電所数

架空送電線
地中送電線
海中ケーブル

変電所数 ※

ステージ2
(主成分分析)

Zファクター

山岳環境
海浜環境
寒冷環境

都市環境（地中ケーブルシェア）
森林環境（針葉樹林地帯における架空配電線シェア）

森林環境

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/27978c4f-4768-39ad-65dd-70625b7ca2e6、
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201709590/2248071
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

電力品質に関する託送料金への反映（ノルウェー）

出所）
[1] NVE、Reg. No. 1557 of 30 November 2004、 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_1557_of_30_november_2004.pdf、
2020年2月17日閲覧
[2] 経済産業省ウェブサイト、平成29年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査）、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf、2020年2月17日閲覧

⚫ RCの一要素として、2005年から電力品質指標であるCENS（cost of energy not supplied）が組み込まれている[1]。

⚫ CENSでは、顧客属性別の停電コストが設定されている。

⚫ なお、CENSは期初の段階では、事業者の想定値としてRCに組み込まれた上で（結果として効率化スコアによる修正を経
て期初のARにも組み込み）、事後的に実績値としてのCENSが控除される。

• CENSを抑制できれば最終的な事業者の収入は増加するため、停電抑制のインセンティブとなる。なお、CENSの事前想定値は事業者
に委ねられているが、意図的に高く設定した場合、DEA分析による効率化スコアが悪化する。

図表 3-2-101 CENSの設定について[2]

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_1557_of_30_november_2004.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_1557_of_30_november_2004.pdf、
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf
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(4) 制度詳細 1) 期初設定

電力品質に関する託送料金への反映（ノルウェー）
CENSの算定[1][2]

⚫ 停電電力量の設定（Pref）

• 送配電会社は停電時間は、全電圧階級において1kW以上の負荷について、短時間（3分以下）、長期（3分超）
に分けて報告することが義務づけられている（6つの需要家層別）。

• 全ての送配電事業者は停電時間情報の収集のため構築されたFASITと呼ばれるシステムを通じて停電情報を報告する。

⚫ 停電コスト単価の設定（Cref）

• 停電コスト単価は6つの需要家層別に、需要家アンケート調査に基づいて設定。
• 導入当初は、2001年~ 2003 年に実施された需要家アンケート調査に基づき設定。その後、2008年～2011年に

第二次の調査を実施。

出所）
[1]NordREG, ”Economic regulation of electricity grids in Nordic countries”, 7/2011
[2]THEMA Consulting Group, “KILE for husholdninger”、 https://www.thema.no/wp-content/uploads/2016/01/THEMA_R-2015-34_KILE-for-husholdninger-1.pdf、2020年2月25日閲覧
[3]Gerd Kjølle, SINTEF Energy Research, ”The Cost of Energy Not Supplied arrangement (CENS)”、 https://www.sintef.no/globalassets/project/kile_uk/the-cost-of-energy-not-supplied-
arrangement.pdf、2020年2月25日閲覧

図表 3-2-102 停電コスト単価の時間依存性（基準価格からの乖離）[3]

https://www.thema.no/wp-content/uploads/2016/01/THEMA_R-2015-34_KILE-for-husholdninger-1.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/project/kile_uk/the-cost-of-energy-not-supplied-arrangement.pdf
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(4) 制度詳細 2) 期中調整

規制期間中の収入上限額の変更（ノルウェー）

設備投資等の調整

⚫ NVEは毎年末、規制機関の初期収入上限で補償されない新規投資額の収入上限への組み入れを個別決定により認める[1]。

⚫ また、政府の命令による投資の場合や、その他特別な理由に基づく送配電会社の申請に対して、NVEは個別決定により収入
増減を認める[2] 。

期初のAR設定値と費用実績との差額調整[3]

⚫ RCは、2年前の実績費用に基づいて、予想総コストに基づいて設定されるが、各年度の予想総費用と実績総費用との乖離は、
2年後のRCにおいて反映される(例えば、2014年の期待コストと実際のコストの乖離は2016年のRCで修正される)。

[1] Reg. No. 302 of 11 March 1999、Section8-4、https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_302_of_11_march_1999.pdf、2020年2月20日閲覧
[2] Reg. No. 302 of 11 March 1999、Section8-5、https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_302_of_11_march_1999.pdf、2020年2月20日閲覧
[3]NVEウェブサイト、https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/、2020年2月20日閲覧

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_302_of_11_march_1999.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/reg_no_302_of_11_march_1999.pdf
https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/
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3.3 託送料金（レートメーキング）
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各国の託送料金の単価算定について

日本 英国 ドイツ ノルウェー

単価算定方法 総括原価方式
レベニューキャップ制度に基づき毎年

許容収入を期中調整
レベニューキャップ制度に基づき毎年

許容収入を期中調整
レベニューキャップ制度に基づき毎年

許容収入

認可スケジュール 申請から約4か月

毎年4月から適用される料金単価
適用に向けて、約1年前から料金
予測開始され、1月末に公表（送
電料金）

（不明）
前年11月にNVEが決定した許容
収入額に基づき、1月からの適用さ
れる新料金単価算定

託送料金・地点別料
金の見直し方法

定期的な洗い替え
の仕組み無

定期的見直し

（毎年許容収入を調整）

定期的見直し

（毎年許容収入を調整）

定期的見直し

（毎年の許容収入額

を設定）

単価設定方式
の策定責任者※ 経済産業大臣 TSOが策定しGEMAが承認 連邦経済技術大臣

NVE

（ノルウェー水資源・エネルギー
局）

単価設定方式
の策定プロセス※ 審議会において検討 パブリックコンサルテーション

※公式のコンサルテーションプロセス無し

（特定の利害関係者のみ）
パブリックコンサルテーション

査定責任者 経済産業大臣
GEMA

（ガス・電力市場委員会）

BNetzA

（連邦ネットワーク庁）

NVE

（ノルウェー水資源・エネルギー
局）

査定プロセス 料金審査専門会合にて査定 OFGEMにおける査定 BNetzAにおける査定 NVEにおける査定

[1]有限責任監査法人トーマツ,平成30年度電力市場環境調査（諸外国における託送料金制度等に関する調査・分析）(2018)、https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf、
2020年2月17日閲覧
[2]NVEウェブサイト、https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/、2020年2月17日閲覧
[3]ACER,“ACER Practice report on transmission tariff methodologies in Europe”(2019)、
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdf、2020年2月17日閲覧

⚫ 各国の託送料金の単価算定のフレームは下記の通り[1][2][3]。

※送電料金について文献[3]に基づき記載

図表 3-2-103 各国の託送料金の単価算定について

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_s01_00.pdf
https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/economic-regulation/
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdf
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付帯資料（本報告書で用いた略語）
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators（欧州） 欧州エネルギー規制当局協力機関

ACM Authority for Consumers and Markets（オランダ） オランダ消費者・市場庁

ACU Average Circuit Unreliability（英国） 平均回路不安定度

AEEGSI Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico（イタリア）
電力・ガス・水規制機関 ※イタリアの旧規制機関。2018年、
組織改編に伴いARERAに名称変更

aFRR Automated Frequency Restoration Reserve（欧州） 自動周波数回復予備力 ※欧州の調整力の分類名

AGCM L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato（イタリア） イタリア競争・市場保護委員会

AR Allowed Revenue 許容収入

ARegV Ordinance on Incentive Regulation of Energy Grid（ドイツ） インセンティブ規制規則

BEIS ERT
Department for Business, Energy and Industrial Strategy , Emergency 
Response Team（英国）

英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省 緊急対応チーム

BG Balancing Group（ドイツ） バランシンググループ（主にドイツの用語例）

BM Balancing Mechanism（英国） バランシングメカニズム

BMCS Broad Measure of Customer Service（英国） 顧客サービスに関する広範囲の評価

BMU Balancing Mechanism Unit（英国） 需給調整参加ユニット

BNetzA Bundesnetzagentur（ドイツ） 独連邦ネットワーク規制庁

BOA Bid Offer Acceptance（英国） BM内の調整行為



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 284

略語

略語 正式名称 和文・備考等

BRP Balance Responsible Party（欧州） バランスレシポンシブルパーティー

BSAA Balancing Service Adjustment Actions（英国） 需給調整サービス調整行為

BSP Balancing Service Provider（欧州） バランシングサービスプロバイダー

CAI Closely Associated Indirects（英国） 業務関連間接費

CAPEX Capital Expenditure 資本的支出

CCG Consumer Challenge Group（英国）
消費者申し立て組織 ※需要家サイド及び環境関連の専
門家から成り、Ofgemに助言を与える組織

CECRE Control Centre of Renewable Energies（スペイン） 再エネコントロールセンター

CEER Council of European Energy Regulators（欧州） 欧州エネルギー規制委員会

CENS cost of energy not supplied（ノルウェー） 停電コスト ※ノルウェーのレベニューキャップ制度における用語

CNI Critical National Infrastructure（英国） 重要国家インフラストラクチャー

DARTs Direct Allowance Revenue Terms（英国） 直接許容収入金額

DEA Data Envelopment Analysis 包絡分析法

DNO Distribution Network Operator 配電事業者

E&R Emergency and Restoration（欧州） 欧州ネットワークコードの内、緊急時の運用手続

ECVAA Energy Contract Volume Aggregation Agent（英国） エネルギー契約量集約機関

EFR Enhanced Frequency Response（英国） 拡張型周波数応答 ※英国の周波数応答の１つ
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

ENTSO-E
European Network of Transmission System Operators for Electricity（欧
州）

欧州送電系統運用者ネットワーク

EPEX European Power Exchange（欧州） 欧州電力取引所

ESEC Electricity Supply Emergency Code（英国）

電力供給緊急時コード
※英国における、緊急事態下における電力供給への対応の手
順（計画停電の実施、優先順位の高い業種（事業者）の
保護等） を示した準則

ESO Electricity System Operator（英国） 電力系統運用者

FCDM Frequency Control by Demand Management（英国） 需要管理周波数制御 ※英国の周波数応答の１つ

FCR Frequency Containment Reserves（欧州） 周波数制御予備力 ※欧州の調整力の分類名

FCR-D Frequency Containment Reserve in Disturbed condition（ノルウェー）
緊急時周波数制御予備力 ※ノルウェーの周波数制御予備
力の1つ

FCR-N Frequency Containment Reserve in Normal condition（ノルウェー）
通常時周波数制御予備力 ※ノルウェーの周波数制御予備
力の1つ

FFR Firm Frequency Response（英国） ファーム周波数応答 ※英国の周波数応答の１つ

FRR Frequency Restoration Reserves（欧州） 周波数回復予備力 ※欧州の調整力の分類名

GC Gate Close ゲートクローズ

GCC Grid Control Cooperation（ドイツ）
系統コントロール連携 ※ドイツの4TSOにおける広範な需給
調整の連携体制

GEMA The Gas and Electricity Markets Authority（英国） ガス・電力市場委員会

GSoP Guaranteed Standards of Performance（英国） パフォーマンス保証基準

HSE Health and Safety Executive （英国） 健全性/安全性を考慮した運用

HVPs High Value Projects （英国） 高価値プロジェクト
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

I&M Inspections and Maintenance 点検・メンテナンス

IBTs Increasing Block Tariffs（イタリア）
利用電力量（kWh）に応じて階段状に料金が変動する料
金体系（イタリア）

ICE Incentive on Connection Engagement（英国） 接続対応に係るインセンティブ

IGCC International Grid Control Cooperation（欧州）
国際系統コントロール連携 ※欧州における広範な需給調整
の連携体制

IPEX Italian Power Exchange（イタリア） イタリア電力市場

IQI Information Quality Incentive（英国） 情報品質インセンティブ

IRM Innovation Roll-out Mechanism （英国） イノベーション展開メカニズム

KAb Controllable Cost（ドイツ） 非効率的コスト

KBO
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon（英称：the Power Supply 
Preparedness Organisation）（ドイツ）

電力供給準備組織

KAdnb Permanently Non-controllable Cost（ドイツ） 制御不能コスト

KAvnb Temporary Non-controllable Cost（ドイツ） 効率的コスト

LFC Load Frequency Control 負荷周波数制御 ※主に欧州で使われる用語

LoLP Loss of Load Probability 停電確率

MFR Mandatory Frequency Response（英国） 周波数応答義務

mFRR Manual Frequency Restoration Reserve（欧州） 手動周波数回復予備力

MIBEL Iberian Electricity Market（スペイン） イベリア電力市場
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

MR Minute Reserve（ドイツ） ミニット予備力 ※ドイツの調整力の分類名

MSA Mandatory Service Agreement（英国） 必須サービス契約

NARM Network Asset Risk Metric（英国） ネットワーク資産リスク計量値

NIA Network Innovation Allowance（英国） ネットワークイノベーションに対する手当金

NIC Network Innovation Competition（英国） ネットワークイノベーションに対する競争的資金プログラム

NOA Network Options Assessment（英国） ネットワーク整備オプション評価

NOMs Network Output Measures（英国） ネットワークアウトプット計測指標

NRA National Regulatory Authority 国家規制機関

NVE
Norges Vassdrags og Energidirektorat（英称：Norwegian Water
Resources and Energy Directorate）（ノルウェー）

ノルウェー水資源・エネルギー局

OED Ministry of Petroleum and Energy（ノルウェー） ノルウェー石油エネルギー省

Ofgem Office of Gas and Electricity Markets（英国） ガス・電力市場局

OMIE Regulated Market Operator（スペイン） スペイン規制市場運営者

ONIs Occurrences not incentivized（英国） 非インセンティブ対象事象

OPEX Operating Expense 運用維持費

PCR Primary Control Reserve（ドイツ） 一次制御予備力 ※ドイツの調整力の分類名

PDC Demand Control Price（アイルランド） 需要抑制価格
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

PR Replacement Priority（英国） 交換優先度

PRS Reserve Scarcity Pricing（英国）
予備力希少価格 ※アイルランドの需給ひっ迫時のインバランス
価格設定方式の名称

PTDF Power Transfer Distribution Factor （ドイツ） 潮流分流係数

QoS Quality of Service（英国） サービス品質

RAB Regulatory Asset Base 規制資産ベース

RAV Regulatory Asset Value 規制資産価値

RC Revenue Cap レベニューキャップ

REMIT
Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency（欧
州）

エネルギー卸売市場の統合と透明性の向上に関する欧州規
則

RES Renewable Energy Sources 再生可能エネルギー源

RfG Requirement for Generators（欧州） 欧州ネットワークコードの内、発電設備の系統接続条件

RIGs Regulatory Instructions and Guidance（英国） 規制上の指示及び指針

RKOM Regulerkraftsopsjonsmarked（ノルウェー）
調整力オプション市場 ※ノルウェーにおける季節・週のmFRR
容量（ΔkW）市場

RLM Rising and Lateral Mains（英国） 共同利用の建物で採用される配電システムの一種

ROC Renewable Obligation Certificate（英国）
再生可能エネルギー購入義務証書 ※英国の再生可能エネ
ルギー証書の1つ

RPE Real price Effect 実質価格効果

RPM Regulating Power Market （北欧） 調整力市場 ※北欧共通のmFRR市場
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

RR Replacement Reserve 代替予備力 ※欧州の調整力の分類名

RSC Regional Security Coordinators（欧州） 地域安全調整機関

RSCIs Regional Security Coordination Initiatives （欧州） 地域安全調整機関イニシアティブ

RSP Reserve Scarcity Price（英国） 予備力希少価格

SBP System Buy Price（英国） 不足インバランス料金

SCR Secondary Control Reserve 二次制御予備力 ※ドイツの調整力の分類名

SFA Stochastic Frontier Analysis 効率的フロンティア手法

SIPREOLICO
wind power prediction tool for the Spanish peninsular power system（スペ
イン）

系統再エネ発電量予測システム（スペイン）

SIR Synchronous Inertial Response（アイルランド） 同期慣性応答 ※アイルランドの慣性商品の分類名

SO System Operator 系統運用者

SSP System Sell Price（英国） 余剰インバランス料金

STOR Short Term Operating Reserve（英国） 短期運用予備力 ※英国の調整力の分類名

SWW Strategic Wider Works（英国） 戦略的拡張業務

TCLC Transmission Constraint Licence Condition（英国） 送電制限ライセンス条件

TCR Tertiary Control Reserve（ドイツ） 三次制御予備力 ※ドイツの調整力の分類名

TO Transmission Operator 送電事業者
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略語

略語 正式名称 和文・備考等

TOTEX Total Expenditure 簿価ベースで計算した総費用

ToU Time-of-Use 時間帯別料金

TRM Transmission Reliability Margin 送電信頼性マージン

TTC Time to Connect（英国） 接続時間

UKPN UK Power Networks（英国） 英国の配電事業者の1つ

VoLL Value of Lost Load 停電価値

WACC Weighted Average Cost of Capital 加重平均資本コスト

WPD Western Power Distribution（英国） 英国の配電事業者の1つ
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