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１．アンケート調査の目的と本報告書の内容
パリ協定での CO2 削減目標達成に向けた一つの施策として、第 5 次エネルギー基本計画におい
て徹底した省エネルギー社会の実現と再生可能エネルギーの主力電源化を目指す方針が明記され、
家庭や業務分野での省エネ目標達成に向けて機器や建物性能の省エネ性改善とともに
IoT(Internet of Things）や EMS（Energy Management System）の活用が期待されている。
再エネとして太陽光発電（PV）の普及が最も進んでいるが、天候などの影響で発電量の変動が
大きいことや九州地区等において電力消費が少ない時期に出力制御が実施されていることもあり、
今後再エネの主力電化に向けては電力系統へ受け入れるコストを抑えて安定供給できることが必
要である。更に、近年増加している台風や地震に起因する停電に対するレジリエンスの観点も重
要性を増しており、これらを考慮した次世代電力ネットワークの検討が進められている。
また、従来は電力を消費するだけであった需要家サイドの住宅に、固定価格買取制度（FIT 制
度）や ZEH（net Zero Energy House）政策の後押しもあり PV の導入が進んでいるが、今後さら
に再エネの普及を推進するためには、蓄電池・電気自動車（EV）などの分散型エネルギーリソー
スを IoT により遠隔制御する VPP（Virtual Power Plant）を実現することにより電力の需給バラ
ンスの調整機能の一部を需要家サイドでも受け持つことが期待されている。
このような背景のもと、2016 年に経済産業省（METI）主導で ERAB（Energy Resource
Aggregation Business）検討会が設立され、同年より「需要家側エネルギーリソースを活用したバ
ーチャルパワープラント構築実証事業」
（以下 VPP/V2G（Vehicle to Grid）実証事業）が開始さ
れた。日本電機工業会（JEMA）では、HEMS 専門委員会から ERAB 検討会に委員参加し、VPP
において需要家機器を活用するための ECHONET Lite プロパティの拡張や、アグリゲーター－
コントローラー間のデータ授受のあり方に関する検討などを行ってきた。更に、これまで VPP に
対応するための蓄電池や PV をはじめとする個々の需要家機器の活用課題を主体とした検討をメ
インに進めてきたが、供給力や調整力として需要家機器を活用する社会の実現に向けて、メーカ
ーとして需要家機器及び HEMS の VPP システムでの活用を目指し、より EMS の視点で検討を進
めることが重要との認識のもと、2019 年 7 月に VPP 分科会の活動を開始した。
VPP 分科会では、VPP/V2G 実証事業において家庭や小規模事業者等のエネルギーリソースを
制御・活用するケースの実状や課題、将来に向けた展望などを調査し、需要家機器及びコントロ
ーラーの開発に向けて、短期･中期課題の抽出と対応策の検討、HEMS 活用事例の取りまとめを
行うことを目的として、実証事業者へのアンケート調査を実施した。VPP/V2G 実証事業に参画
されている AC（Aggregation Coordinator）/RA（Resource Aggregator）事業者を主対象とし、
2019 年 9 月にアンケートの趣旨、内容の説明と配布を行い、10 月に回答いただいた。
なお、本アンケート調査は、ERAB 検討会を推進している METI 資源エネルギー庁省エネルギ
ー･新エネルギー部新エネルギーシステム課殿と相談させていただいたうえで、質問内容などを決
定し、JEMA の事業として独自に行ったものである。
本報告書は、アンケート結果を整理するとともに、現状の制度設計に関する状況も整理したう
えで、需要家機器を VPP サービスの一環として活用することを目指す中での JEMA としての取
り組みや意見について、VPP 分科会で検討してまとめたものである。
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２．アンケートの内容と結果の整理方針
今回、ERAB 検討会の VPP/V2G の実証事業に参画している AC/RA 事業者に別紙１のアンケ
ート用紙を用いて、以下の項目について調査を行った。
＜アンケート項目＞
① 昨年度（2018 年度）の実証内容と実証システム構成(チェック様式)
② 本年度（2019 年度）の実証内容と実証システム構成(チェック様式)
③ 需要家機器を活用する際の課題(記述式)
④ 需要家機器や GW（Gateway）/HEMS のマルチベンダーに対するニーズ(チェック様式＋
記述式)
⑤ 計量課題（事前審査、応動実績評価、応動実績の通信など）と対策案(記述式)
⑥ 事業化を目指すサービスの事業化時期、活用を予定している需要家リソース
⑦ 制度面等の課題や意見
⑧ EV 活用についての期待や課題等
⑨ 機器メーカー、コントローラーメーカーに対しての要望や意見
＜本報告書での整理方針＞
まず、項目①②及び④の選択肢に対するチェック様式の回答について集計して整理した。
次に、自由記述回答項目がある設問③～⑨については幅広い回答をいただいたので、12 月に整
理した中間報告において、下記のように分類・整理した。
分類 A：ユースケースを検討して対応案まで中間報告で回答するもの
分類 B：本分科会、蓄電池分科会など JEMA 内で今後議論するもの
分類 C：回答いただいた事業者に回答内容を確認させていただくもの
分類 D：METI やエコーネットコンソーシアムなどに情報として報告するもの
分類 E：JEMA 関係者で情報として共有しておくもの
最終報告では、分類 C については各事業者に内容を確認させていただいた結果を反映し、他分
類への再整理をおこなった。
また、回答いただいた AC/RA 様には分類 A～E の各回答に対して、本分科会で検討した対応案
を記載し、別紙２（非公開）にて報告したが、本報告書では主要な回答を抜き出し整理した。
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３．アンケート結果のまとめ
３．１ 選択肢に対する回答について
（１）昨年度(2018 年度)の実証の内容とシステム構成例に対する回答
設問１（昨年度(2018 年度)の実証の内容とシステム構成例）に対する回答の結果を図 1、2 に
整理する。専用の GW/HEMS を介して ECL（ECHONET Lite）で制御するシステム構成が採用
されていることが多いが、RA と GW/HEMS 間は HTTP や MQTT など幅広い通信プロトコルが
採用されている。一方、制御対象機器としては、蓄電池・EVPS（Electric Vehicle Power Station）
が多く、複数機器を制御対象としている事例もあり、蓄電池ではマルチ PCS（Power Conditioning
System）の採用が多くみられる。

図１．昨年度（2018 年度）実証の内容とシステム構成－１

図２．昨年度（2018 年度）実証の内容とシステム構成－２
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（２）本年度(2019 年度)の実証の内容とシステム構成例に関する回答
設問２（本年度(2019 年度)の実証の内容とシステム構成例）に対する回答の結果を図３、４に
整理する。システム構成例に関しては、昨年度とあまり変化がみられない。

図３．本年度（2019 年度）実証の内容とシステム構成－１

図４．本年度（2019 年度）実証の内容とシステム構成－２

5

（３）需要家機器や GW/HEMS のマルチベンダーに対するニーズに関する回答
設問４（需要家機器や GW/HEMS のマルチベンダーに対するニーズ）の回答を図 5 に整理す
る。まず、GW/HEMS に関しては、既に採用 5 社、今後採用したい 14 社に対し、マルチベンダ
ー不要 5 社となっている。設問１および２の GW/HEMS で汎用との回答をいただいている RA
が既に採用されているものと類推され、実証実験においては専用の GW/HEMS で対応している
が、事業化に向けてはマルチベンダー化のニーズが大きいことが確認された。
一方、需要家機器に関しての回答でも、蓄電池が 11 社、EVPS5 社、エコキュート（EQ）4 社
など計 14 社が既に複数ベンダーから製品を採用しており、GW/HEMS の 5 社よりも多い。今後
マルチベンダー化したい機器として、蓄電池 12 社、EV 充電器・PV・EQ9 社、EVPS8 社など多
くのニーズがあることがわかる。ただし、マルチベンダー不要とする RA が 1 社あり、ショーケ
ースについてはマルチベンダー化が必要とする回答はなかった。

図５．需要家機器や GW/HEMS のマルチベンダーに対するニーズ

３．２ 自由記述の設問に対する回答について
表 1 に中間報告で整理した分類結果、表 2 に中間報告後に各回答内容について、C 分類とした
コメントに関する回答事業者への追加質問に対する回答や VPP 分科会での検討を踏まえて再分
類した結果を示す。
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「設問３．需要家機器を活用する際の課題」に関しては、分類 A、B としたものが多く、特に
分類 A については、VPP 実証を進めるにあたり実証事業に参画されている事業者に早急に対応策
を回答すべきと考え、中間報告にて対応策まで検討した。その際には、より確実に制御を実施す
ることができるように、ユースケースとしてシーケンスの例を示すこととし、本報告書では４章
に示した。
「設問４.需要家機器や GW/HEMS のマルチベンダーへのニーズ」に関しては分類 B の件数が
多いのに対し、「設問５．計量課題と対応策」「設問７．制度面等の課題や意見」に関しては、分
類 D の件数が多くなっている。調整力市場や電気計量制度の合理化など、VPP 関連の制度設計に
ついて、METI や電力広域的運営機関（以下、広域機関と略す）などの関連委員会で制度設計に
関わる議論が活発に進められている中で、設問５、７の回答には関連情報が正確に伝わっていな
いと思われるものも見られたので、本報告書で 5 章に需給調整市場、電気計量制度の合理化など
の現時点の情報を整理した。
表１．記述式回答の分類結果(中間報告時点)

表２．記述式回答の分類結果(今回報告時点)
課題

質問項目

総数

A

B

C

D

E

3. 需要家機器を活用する際の課題

蓄電池
EV充放電器
EV充電器
太陽光発電
燃料電池
エアコン
照明
ショーケース
マルチ入力PCS
エコキュート
スマートメータ―
ディーゼル発電機

26
16
10
1
0
3
1
2
8
8
2
2

5
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

6
7
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
2
3
0
0
1
0
1
0
5
2
0

11
5
3
1
0
2
1
1
3
3
0
2

4. 需要家機器やGW／HEMSのマルチベンダへのニーズ

③ どんなことを標準化すればGW/HEMSのマルチベンダ採用が可能になるか

18

1

12

0

2

3

5. 計量課題と対応策

① 供給力における電力量（kWh）の計量
② 調整力における電力量（kWh）の計量
③ 調整力における電力（kW）の計量

15
16
23

0
0
0

1
1
1

0
0
0

9
11
13

5
4
9

7. 制度面等の課題や意見

① 供給力
② 調整力

12
20

0
0

0
0

0
0

9
15

3
5

8. EV活用の期待や課題

19

0

0

0

17

2

9. 機器／コントローラメーカへの要望や意見

16

0

6

0

1

9
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以下、自由記述で回答いただいた各設問について、主要な回答の概要をまとめる。
（１） 設問３．需要家機器を活用する際の課題
a) ECHONET プロパティについて
オプションプロパティの必須化やプロパティの不足に対する意見を多く頂戴した。
以下に主要な意見を記載する。
蓄電池、EV 充放電器を活用するには充電電力設定値(W)、放電電力設定値(W)は必須とす
べきではないか。
契約ブレーカ容量の範囲内で制御を行う必要があるが、契約ブレーカ容量を取得するプロ
パティがない。
複数の指令と指令毎の有効時間を一度に設定できないか。
需要家機器を柔軟に制御するにはプロパティが不足している。
＜JEMA の対応案>
ECHONET プロパティ拡張については、ERAB 検討会の ECHONET Lite WG での議論
を踏まえ拡張をしてきた。今後の拡張については関連する業界団体へニーズを共有すると
ともに、JEMA でも検討してエコーネットコンソーシアムに拡張提案をしていく。
b) 機器の仕様差について
機器メーカーにより動作仕様が異なることがあり、共通化の提案も散見された。
蓄電池を制御する際に、放電電力量と運転モード設定を１ステップで設定できる機器と、
別々に設定しなくてはならない機器がある。
指示した充放電動作完了後の動作がメーカーにより異なる。
機器により応答する値がばらつくため制御可否が判断出来なかったり、指示に対する応答
性能がわからなかったりする。
＜JEMA の対応案>
動作仕様については特に蓄電池に関しての意見が多かった。動作差異の調査を行い共通
化の可能性について検討する。
c) その他
機器活用については、上記以外にも下記の意見をいただいた。
エネマネ制御と RA による制御の共存方法についての検討。
HEMS のサービス連携機能と RA 間のインタフェース標準化。
太陽光発電状況により蓄電池の放電可能電力が影響を受けるマルチ入力 PCS 特有の課題。
B ルートデータの数秒周期での取得ニーズや短周期取得時のデータ欠損の課題。
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（２） 設問４.需要家機器や GW/HEMS のマルチベンダー化に対するニーズ
a) RA と GW/HEMS 間の通信について
通信プロトコル・インターフェースの標準化を求める意見が多数見られた。その一例を以下
に示す。
HEMS コントローラーと RA との通信プロトコルの標準化(カテゴリごとに異なっても良
い)、責任範囲の明確化。
多数のリソースとデータ授受した際に、データ処理速度に影響の少ないプロトコルによる
標準化。
＜JEMA の対応案＞
従来、ERAB 検討会では競争領域としていた部分の通信であるが、今後標準化に向けての
検討を関連部門とも連携して進めていく。
その際、JEMA では、HEMS をサービス連携機能と GW 機能を持つものとして定義して
いるが、今後、クラウドにサービス連携機能がある場合に、RA とマルチベンダーで繋がる
よう、標準化を推進することが有効と考える。今後、ガイドラインの策定に向けて検討を
進め、認証制度についても検討を進める。
b) GW/HEMS と機器間について
ECHONET Lite による通信で標準化されている部分であるが、下記のような意見があった。
VPP のユースケースの共有を図ること。
GW/HEMS と機器の相互接続性確認試験を行う環境の整備（アグリゲーターからの接続
確認の必要性）
c) その他
・周波数制御など、高速の応動が要求される調整力に対して、ECHONET Lite でどこまでス
ペックを満たせるかについての課題提起があった。
（３） 設問５ 計量課題（事前審査、応動実績評価、応動実績の通信など）と対策
a) 電力量(kWh)の計量について
機器点計量について多くのニーズがあることを改めて認識した。また、C ルートの活用につ
いてのニーズも存在するが、B ルート活用で代替することも可能である。
以下に具体的ニーズを記載する。
需要変動が大きい需要家や需要に対して制御可能リソースが小さい需要家ではリソース
を制御した結果が埋もれてしまい、受電点計量では正当な対価が受けられないので、機器
点計量が許容されるべきではないか。
高圧受電のビルテナントやマンション等、高圧一括受電の需要家リソースを制御する場合、
需要家毎の子メーターを受電点同等に扱わないと、リソースとして活用できない。
機器点計量が認められる場合であっても、リソースごとに検定付きの電力量計を付けるの
はコスト的に見合わないので、機器の計量値活用を認めていただきたい。
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A ルート（C ルート）データが高頻度、高速に入手できればインバランス回避などにも使
えるのではないか。
b) 電力(kW)の計測について
事前アセスメントや応動確認時の計測についての規定が必要との意見があった。
kW の事前アセスメントや応動確認の計測にスマートメーターでは十分な性能確保が困難
なので、計測方法を規定する必要がある。
応動確認におけるタイムスタンプの付け方の統一が必要である。11:59～12:00 の平均のタ
イムスタンプに 11:59 を付ける事業者と 12:00 を付ける事業者がある。
c) ベースラインについて
High 4 of 5 によるベースラインの妥当性についての意見があった。
High 4 of 5 によるベースラインの妥当性が低く、実際に対応した電源の出力に対して正当
な評価が難しい。 供給力においても受電点予測値や機器点予測値をベースラインとして
活用できるようにしてはどうか。
（４） 設問６
需要家リソースを活用した事業化を目指すサービスについて、事業化時期と活用を予定し
ている需要化リソースについて伺った結果を図６、図７に示す。
供給力よりも調整力に対する回答の方が多い傾向があり、調整力市場については、2021 年
4 月の市場開場に向けての検討を進めているとの回答が 7 社からある一方、開始時期は未定
とする回答も多い。
また、需要家リソースとしては、家庭用蓄電池の活用をあげた回答が多い。
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図６．需要家リソースを活用した事業化を目指す時期と活用を予定しているリソース（１）

図７．需要家リソースを活用した事業化を目指す時期と活用を予定しているリソース（２）
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（５） 設問７ 制度面等の課題や意見
a) 計量について
制度面においても、機器点計量、機器計量について多くの意見があった。
b) リソースについて
家庭用を含む小規模リソースが活用しやすい制度設計への要望があった。
需要家側リソースを活用しやすい要件（継続時間、最低容量、ベースライン/基準値など）
を考慮した制度設計が必要。
低圧需要家や小規模リソースが参入しやすい落札要件となっていないのではないか。
c) その他
インバランスの料金が高くないため、 需要家側リソースを抑制してインバランスを回避
するサービスの需要が現時点で見込めないため、インバランス料金制度を見直して欲し
い。
低圧需要家リソースの逆潮流アグリゲーションを可能とする制度設計。

（６） 設問８ EV 活用についての期待や課題等
a) EV 活用への期待
太陽光発電出力抑制量の低減や、揚水機・火力機の出力調整の負担軽減への活用を期待
する。
車を駐車している時間は全体の 95％にも達するため、この間、EV を供給力、調整力と
しての活用が期待される。
一般住宅用やカーシェアリングサービスなどコミュニティ全体の自立電源として利用す
ることも検討できる。
b) EV 活用における課題
VPP 制御中はユーザの EV 使用が制限され、継続時間が長いと EV ユーザの協力が得に
くくなるため、継続時間の短いメニューが必要。
モビリティニーズを阻害しないための制御や応動信頼度の向上など、運用面で多くの課
題が残されているのではないか。
EV に依存する ECHONET プロパティが多く、EV 充放電器に接続された EV によって
制御性能が変わる。
EV 充放電器に接続される場合、自動車メーカーの保証や、車載蓄電池劣化等の性能への
影響が課題ではないか。
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（７） 設問９. 機器メーカー、コントローラーメーカーに対してのご要望やご意見
以下、今後の事業化に向けて重要と思われるご要望・ご意見を整理する。
a) B ルート情報の共有について
・VPP においては、電力量の計量にスマートメーターの B ルートを活用することが重要とな
るが、その通信対象となる HEMS コントローラーは 1 台に限定されている。
＜JEMA の対応案＞
今後、複数の HEMS コントローラーが設置されているケースなどで、スマートメーターの
計量値を共有する施策について、検討が必要と考える。
b) EVPS 関連について
EVPS については、EV が持っている情報をどのように活用できるかが課題となる中で、
ECHONET Lite の必須プロパティにおいてもデータについては競争領域として定義し検討
を進めたこともあり、以下のようなご意見があった。
EVPS からコントローラーに送信する電池情報（電池総容量、現在電池容量、充電／放
電可能電池残容量など）のデータに誤差が出る（電池の劣化が加味されていないため）。
ECHONET Lite の運転モード設定について、設定可能なデータが停止、充電、放電、待
機、その他のみのため、その他の運転モード（たとえば、無効電力の制御）を追加でき
ず、また待機でも差異が生じている。
1 電文当たりの同時アクセス可能プロパティ数（OPC）は「8 以上」となっているが、
高速処理のためにも少なくとも必須プロパティを同時にアクセスできる「20 以上」とし
た方が良い。
ユーザ操作中や本体のローカルモードで動作中をコントローラーに知らせる方法がない。
c) 機器点計量について
・需給調整市場の現在の制度設計では、受電点計量を基本としているが、機器点計量が必
要とし、その計量値をコントローラーと通信する機能を付加してほしい。
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４．VPP への活用に向けたユースケースの事例
需要家機器を活用する際の課題提起の中で最も意見の多かった蓄電池について、蓄電池を活用
した下げ DR
（Demand Response）
実施を例に HEMS による蓄電池制御のシーケンスの例を示す。
４．1

蓄電池の電力関連のプロパティ

電力量関連の各プロパティの関係イメージを以下に図示する。なお、実際の充放電可能量、放
電可能量の上限、放電可能量の下限などについて(使用する領域)は、蓄電池の仕様に基づく。ま
た、充電可能容量と放電可能容量の値、実効容量（充電）と実効容量（放電）で値が異なる場合
がある。

図８．蓄電池クラスにおける電力量関連プロパティのイメージ図
４．2

シーケンスを実現するシステム構成

シーケンスを実現する前提するシステムの構成を以下に図示する。

図９．本ユースケースのシーケンスを実現するシステム構成
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４．3

需要家電力量収集

ベースラインを決定するためにスマートメーターから需要家電力量を取得するシーケンスを
示す。なお、ベースラインの決定方法は一例である。
（１）低圧スマートメーターからの収集
AC

低圧
スマートメーター

HEMS

RA

GET 積算電力量有効桁数(0xD7)
低圧スマートメータ ーの属性情 報
(積算電力量有効桁数、積算電力量単
位)を RA に送信する。

GET 積算電力量単位(0xE1)

収集した 30 分毎の積算電力量を用
GET 定時積算電力量正方向計測値(0xEA)
いて、現在時刻から 3 時間前まで
の計 6 コマの平均値を算出し、そ
の平均値を現時刻から 1 時間後に
発動可能な DR 用の需要家別ベー 毎正時 30 分(0 分、30 分)のタイミン
スラインとする。
グで定時積算電力量正方向計測値を
需要家別ベースラインを積算し、 収集し RA に送信する。
傘下需要家全体の総ベースライン
を決定し AC に報告する。

GET 定時積算電力量正方向計測値(0xEA)
毎正時 30 分(0 分、30 分)のタイミン
グで定時積算電力量正方向計測値を
収集し RA に送信する。

現時刻

9:00

9:30

DR 発動
想定時刻

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

この 6 コマの電力量の平均値を
ベースラインとする

現時刻ではこのコマの
積算電力量を送信

図１０．低圧スマートメーターから需要家電力量を取得するシーケンス
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（２）高圧スマートメーターからの収集
AC

RA

高圧
スマートメーター

HEMS
GET 係数(0xD3)

GET 係数の倍率(0xD4)
高圧スマートメータ ーの属性情 報
GET 積算有効電力量有効桁数(0xE5)
(係数、係数の倍率、積算有効電力量
有効桁数、積算有効電力量単位)を GET 積算有効電力量単位(0xE6)
収集した 30 分毎の積算電力量を用 RA に送信する。
いて、現在時刻から 3 時間前まで
の計 6 コマの平均値を算出し、そ
の平均値を現時刻から 1 時間後に 毎正時 30 分(0 分、30 分)のタイミン
GET 定時積算有効電力量計測値(0xE3)
発動可能な DR 用の需要家別ベー グで定時積算有効電力量計測値を収
集し
RA
に送信する。
スラインとする。
需要家別ベースラインを積算し、
傘下需要家全体の総ベースライン
を決定し AC に報告する。

毎正時 30 分(0 分、30 分)のタイミン
グで定時積算有効電力量計測値を収
集し RA に送信する。

GET 定時積算有効電力量計測値(0xEE３)

現時刻

9:00

9:30

DR 発動
想定時刻

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

この 6 コマの電力量の平均値を
ベースラインとする

現時刻ではこのコマの
積算電力量を送信

図１１．高圧スマートメーターから需要家電力量を取得するシーケンス
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４．４ 下げ DR 可能量の把握
DR 発動想定時刻から 30 分間（１コマ）の下げ DR 可能量を把握するシーケンスを示す。DR
可能量の決定方法は一例である。
AC

収集した AC 放電可能量に、30 分
毎の AC 積算放電電力量計測値か
ら過去 3 時間(30 分 6 コマ)の平均
値を算出し、この平均値から DR
発動想定時刻までの放電電力量を
加味して、DR 発動想定時刻の AC
放電可能量を推定する。推定した
AC 放電可能量と(最大放電電力値
-放電電力の平均値※)×0.5h を比
較し、小さい方を現時点での DR
発動想定時刻の放電可能量とす
る。
需要家毎の DR 発動想定時刻の放
電可能量と需要家毎の DR 発動想
定時刻のベースラインを比較し、
小さい方の値を当該需要家の 0.5h
の下げ DR 可能量とする。
需要家別の下げ DR 可能量を積算
し、傘下需要家の総下げ DR 可能
量を決定し、AC に報告する。

蓄電池

HEMS

RA

蓄電池の属性情報（最小最大放電電
力値）を RA に送信する。

GET 最小最大放電電力値(0xC9)

GET AC 放電可能量(0xA5)
毎正時 30 分(0 分、30 分)のタイミン GET AC 積算放電電力量計測値(0xA9)
グで AC 放電可能量、AC 積算放電電
力量計測値を収集し RA に送信する。

GET AC 放電可能量(0xA5)
毎正時 30 分(0 分、30 分)のタイミン GET AC 積算放電電力量計測値(0xA9)
グで AC 放電可能量、AC 積算放電電
力量計測値を収集し RA に送信する。

※ 放電電力の平均値は、30 分毎の AC 積算放電電力量計測値を用いて、現在時刻から 3 時間前ま
での計 6 コマの AC 積算放電電力量の平均値を算出し、これを 0.5h で除することで算出される。
現時刻

9:00

9:30

10:00 10:30

DR 発動
想定時刻

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
このコマでの下げ DR 可能量を推定する

図１２．下げ DR 可能量を把握するシーケンス
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４．５ 下げ DR 発動
下げ DR 発動シーケンスを必須プロパティのみで実施する場合とオプションプロパティを活用
した場合を示し、オプションプロパティの有無による動作の差異を図示する。
（１）必須プロパティのみでの下げ DR
AC

RA

蓄電池

HEMS

AC から DR 開始時刻と下げ DR 量
(ΔkWh)を受信する。
DR 開始時刻、下げ DR 量(AC 放電
量設定値)、DR 電力(放電電力設定
値)を指定して下げ DR を指示

DR 開始
SET AC 放電量設定値(0xAB)※1
INF AC 放電量設定値(0xAB)
SET 運転モード設定(0xDA):放電
INF 運転モード設定(0xDA):放電
INF 運転動作状態(0xCF):放電

放電動作
DR 終了
INF 運転動作状態(0xCF):待機※2
INF 放電 AC 放電量設定値(0xAB):0Wh

※1 最大放電電力値×0.5h＞AC 放電量設定値の場合、0.5h 経過前に放電動作を完了する。
※2 ユーザ操作等により、指示された下げ DR 量を放電する前に放電動作を終えることがある。
指令受信
時刻

9:00

9:30

10:00 10:30

DR 開始
時刻

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
このコマでの下げ DR 量Δ(Wh)の発動

放電電力

(kW)
4
3
2
1
0

▲
DR 開始

10

20

30

分

図１３．必須プロパティのみによる下げ DR のシーケンスと放電動作図
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（２）オプションプロパティ（放電電力設定値）を活用した下げ DR
AC

HEMS

RA

蓄電池

AC から DR 開始時刻と下げ DR 量
(ΔkWh)を受信する。
DR 開始時刻、下げ DR 量(AC 放電
量設定値)、DR 電力(放電電力設定
値)を指定して下げ DR を指示

DR 開始
SET AC 放電量設定値(0xAB)
INF AC 放電量設定値(0xAB)
SET 放電電力設定値(0xEC)※1
SET 運転モード設定(0xDA):放電
INF 運転モード設定(0xDA):放電
INF 運転動作状態(0xCF):放電

放電動作
DR 終了
INF 運転動作状態(0xCF):待機※2
INF 放電 AC 放電量設定値(0xAB):0Wh

※1 放電電力を設定することで、同じ電力で放電させることができる。
※2 ユーザ操作等により、指示された下げ DR 量を放電する前に放電動作を終えることがある。
指令受信
時刻

9:00

9:30

10:00 10:30

DR 開始
時刻

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
このコマでの下げ DR 量Δ(Wh)の発動

放電電力

(kW)
4
3
2
1
0

▲
DR 開始

10

20

30

分

図１４．オプションプロパティを活用した下げ DR のシーケンスと放電動作図
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４．６ 動作実績報告
下げ DR を実施した後の DR 実績報告と蓄電池を DR 実施前のモードに戻すシーケンスを示す。
AC

蓄電池

HEMS

RA

スマート
メーター

DR 開始時刻、下げ DR 量（AC 放電
量設定値）を指定して下げ DR を指示

DR 開始
省略
DR 終了
INF 運転動作状態（0xCF）：待機※1
INF AC 放電量設定値（0xAB)：0Wh
GET AC 積算放電電力計測値（0xA9）
GET 定時積算電力量正方向計測値(0xEA)※2
動作実績（AC 積算放電電力量計測値、
定時積算電力量等）を報告

GET 定時積算有効電力量計測値(0xE3)※3

AC に DR 実績を報告
下げ DR の終了を通知
蓄電池を元の運転モードに戻す※4

※1
※2
※3
※4

ユーザ操作等により指示された下げ DR 量を放電する前に放電動作を終えることがある。
低圧スマートメーターの場合、
高圧スマートメーターの場合
運転モード設定を自動に SET することで、元の運転モード（経済モード、グリーンモード等）に戻る機器、
放電完了後一定時間経過で元の運転モードに戻る機器他、機器メーカーにより差異がある。

図１５．DR 実績報告と蓄電池を DR 実施前のモードに戻すシーケンス
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５．需要家リソース活用に関する制度設計の状況
需要家はベネフィット最大化を目的に、設置したリソース機器を複数用途で活用（マルチユー
ス）することが考えられる。例えば、FIT 制度による買取期間が満了を迎える家庭に蓄電池を導
入する場合、PV 由来の電気の自家消費最大化に併せて、送配電事業者による系統安定化のための
調整力として活用するといった用い方が想定される。また、PV 由来の電気に付随する環境価値が、
電源としての価値とは異なったベネフィットをもたらす可能性がある。
調整力運用は、現時点においても一般送配電事業者により調整力の公募調達が行われているが、
今後は需給調整市場が開設され、まずは、応動時間の遅い三次調整力②（1）
（以下、調整力を略
して表現する）から商品導入され、以降、三次①など、より応動時間の早い商品が広がっていく
予定である。
さて、その三次②は、需要家機器を活用して参入する場合の取引要件をはじめ、調整力として
の逆潮流のアグリゲーション活用や供出量計量といった制度環境が整っていない等の課題がある。
また、電気の環境価値化は、既にグリーン・エネルギー認証制度や J-クレジット制度の下で運
用されているなか、さらに、非化石価値取引市場が開設されたことで複雑な様相を呈している。
本章では、需要家機器の活用について、需給調整市場 三次②と、環境価値の各制度にフォー
カスして制度設計やシステムに関する現在の状況を述べる。なお、本章の内容については詳細版
を別紙 3 に添付する。
５．１ 需要家機器の調整力としての活用に関する制度設計状況
（１） 厳気象対応調整力 電源Ⅰ‘
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方（2）
」に従い、2016 年度より各エ
リアの一般送配電事業者において調整力の公募が実施されている（3）。公募調達のひとつ、電
源Ⅰ‘は、発動時間が 3 時間以内、最低容量が 0.1 万 kW の要件であり、発電設備の電源を活用
したもの以外にディマンドリスポンス（DR）の活用も含まれる。DR は「需要者側で消費電力
量を調整することにより需給バランスを保つ仕組み」と募集要項で定義され、需要家側の節電、
余剰発電設備の稼働で消費電力量を下げるネガワットを対象としている。アグリゲーターは「複
数の DR 可能な需要家を集約し、それらを統合的に制御することにより、当社に調整力を提供
する事業者」と定義され、アグリゲートしたネガワットの供出が認められている（4）
。ベース
1
2

需給調整市場の三次②は、2021 年 4 月に開設予定
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」
（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/press/2016/10/20161017002/20161017002-1.pdf
3

実需給断面において、年初段階で確保した電源Ⅰとゲートクローズ後の電源Ⅱ余力を活用して対応する仕組み。
電源Ⅰ：一般送配電事業者の専用電源として、常時確保する電源等
電源Ⅱ：小売電気事業者の供給力等と一般送配電事業者の調整力の相乗りとなる電源等

公募調達に加え、需給調整市場開設によりエリアを超えた広域的な調整力の調達が行われ、より効率的な需給運用の実
現を目指すことになっている。
4

「2019 年度

電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱」 （東京電力パワーグリッド株式会社）
（アクセス日：2020 年 2

月 18 日）
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/reserve/2019/pdf/5-yoko.pdf
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ラインの設定は「約款、
「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイド
ライン（5）
」における標準ベースライン等を踏まえ、個別に協議し、その設定方法を取決める」
と定めている。
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」は、電源等を発電設備だけでな
く、ネガワットや電力貯蔵装置等も対象としている。
「原則としてユニットを特定した上で容量
単位による応札を受け付けることが望ましい対応」
、「最低容量を定めた場合には、電源Ⅰ、Ⅱ
の公募要領等において最低容量の根拠について十分な説明を行う」とした方針は、後述の需給
調整市場 三次②の参入要件の拠り所となっている。
（２） 需給調整市場の開設準備状況
需給調整市場の詳細設計は、広域機関に設置された需給調整市場検討小委員会（以下、需給
調整小委と略す）等にて検討が進められてきた。VPP や DR に関する技術的な視点が必要な項
目は ERAB 検討会（6）と協調して需給調整小委でも検討される。
最初に導入される三次②は、市場運営者の一般送配電事業者により市場開設の準備が進めら
れ、2020 年 1 月に 10 社共通の取引規程や取引ガイドなどが一般送配電事業者のホームページ
上で公開された。
（３） 三次②の参入要件
三次②の取引ガイドに「1,000 kW 未満の発電機、蓄電池（ポジワット）は現状制度下では参
入要件を満たしません」と、ポジワットのアグリゲーションは原則としてユニットを特定した
うえで容量単位による応札を受け付けるとした「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に
係る考え方」に基づく記載がある。
取引規程の公開に先立ち行われた意見募集で出た意見のうち制度検討作業部会に係るものに
ついては、電力・ガス基本政策小委員会 第 38 回制度検討作業部会（2020 年 1 月 31 日開催）
で確認された。
「小規模リソース（家庭用蓄電池や V2H）のポジワットを VPP に活用できるよ
う制度化を要望する」との需要家機器活用に関係する意見があり、
「調整力公募ガイドライン考
え方の整理などを行い、まずは電源Ⅰ‘での活用から検討する方向」との制度設計専門会合にお
ける整理内容が回答されている（7）
。

需用家ごとの調整量は 1kW 以上であって、需用家に対する発電等出力増の適時計画策定と指示を求めるなどの要件もあ
る。
5

「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」を改定しました （資源エネルギー庁）

https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190401001/20190401001.html
6

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会（ERAB 検討会）

7

「需給調整市場について」 （第 38 回制度検討作業部会）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/038_05_00.pdf
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（４） 逆潮流アグリゲーションの活用についての検討
需要家機器を活用する上で、小規模の需要家機器からのポジワット（逆潮流）を束ねて活用
することが制度的に認められていない課題があげられるが、第 10 回 ERAB 検討会（2019 年 10
月 4 日開催）において、逆潮流をアグリゲーションしたものを一般送配電事業者が調達する調
整力としての活用を可能とする環境整備の必要性が議論され、活用方針が示された（8）
。
現状整理
発電規模の大小に関わらず、発電量調整契約を締結したうえで、小売電気事業者へ販売す
る供給力としての活用や卸電力市場への売り入札は可能である。
（再エネや蓄電池等による
逆潮流量をアグリゲーションしたものを、相対契約や卸電力市場を通して小売電気事業者
の供給力として活用することは可能）
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」では、逆潮流のアグリゲーシ
ョンは想定されておらず、複数の発電場所をアグリゲーションして一つの調整力として契
約することは認められていない。
今後、需要側も電力需給に対応する柔軟性を備えることが望ましいと考えられる。
活用方針
電源Ⅰ‘公募において高圧以上のリソースからの逆潮流アグリゲーションが 2021 年度以降
速やかに参入可能となることを目指す（2019 年度内に検討を進め、次回の ERAB 検討会で
報告する）
。
電源Ⅰ’での活用を認められた後、引き続き需給調整市場での活用、また低圧リソースから
の逆潮流の調整力利用も実現に向けて検討を進めていく。
課題
系統連系協議や計測器費用等の負担、また機器点計測が認められておらず（9）
、事業性が不
透明（契約電圧に関わらない課題）
現在の託送システムでは低圧の電源のインバランス補正処理機能が未実装（低圧の課題）
委員からの主な意見（10）
できるだけ高圧に遅れないように低圧を扱う課題の検討を進めていただきたい。
JEMA では、蓄電池や EVPS からの逆潮流に関しても、電気事業連合会や JET（11）と連

8

「逆潮流アグリゲーションの調整力としての活用」

（第 10 回 ERAB 検討会）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/010_07_00.pdf
9

機器点計測については、特定電気取引に関する計量課題検討会（2019 年 8 月～）で検討され、総合資源エネルギー調

査会

基本政策分科会

持続可能な電力システム構築小委員会が取りまとめた中間取りまとめ
（2020 年 2 月 25 日公開）

のなかで、分散型電源のための新たな制度として、アグリゲーターライセンスの導入とともに、電気計量制度の合理化
として用いる計量器の精度の確保や需要家への説明を求めた上で事前に取引の届出を行い、その取引に限って、計量法
の規定について適用除外とすることが適当であると報告されている。出所）総合資源エネルギー調査会
会 持続可能な電力システム構築小委員会 中間取りまとめ
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198734
10

「議事要旨」

（第 10 回 ERAB 検討会）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/010_gijiyoshi.pdf
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基本政策分科

携して系統連系の試験方法等を検討し認証も可能になった。まず高圧から着手するという
方針は理解できるが、将来的に低圧リソースについても活用できるよう検討を進めていた
だきたい。
低圧は電源の計画を個別に取得していないため、計画の面についても議論が必要。広域機
関のシステムや一般送配電事業者のシステム、場合によっては電源を保有する BG（12）の
システム改修が必要。
逆潮流アグリゲーションは、高圧よりも低圧のニーズの方があるのではないか。様々なリ
ソースが低圧にあり、規模的にそれが分散型電源の主力になってくるのではないか。
第 43 回制度設計専門会合（2019 年 11 月 15 日開催）では、逆潮流アグリゲーションの調整
力利用に関するニーズの拡大を踏まえ、一定の要件を設けたうえで調整力への入札を認めるよ
う、調整力公募ガイドラインを見直す方向で検討を進める方針が示された（13）
。資源エネルギ
ー庁、一般送配電事業者及び広域機関による技術的な課題への対応を踏まえて、改めて制度設
計専門会合にて議論される。
（５） 需要家機器をアグリゲーションして活用する際のベースラインの考え方
第 10 回 ERAB 検討会での制御量評価 WG からの報告（14）において DR 取引の類型に応じ
たベースライン・基準値の考え方が示されている。三次②以外のメニューが ERAB ガイドライ
ンの「反応時間・持続時間が比較的長い DR のベースラインとして High 4 of 5 を標準ベースラ
インに用いる」とされたのに対し、三次②は「事前にアグリゲーターが想定した基準値を申告
すると整理済み」と記載内容に違いがある。
VPP／V2G 実証においてアグリゲーターが個別に定義したベースラインは標準化に至って
おらず、拠り所となる ERAB ガイドラインの標準ベースラインの設定方法は、実際に対応した
電源の出力に対する正当な評価が難しく、また、以下のような意見もあり、妥当なベースライ
ンの設定については、まだ課題が残っている状況にある。
High 4 of 5 を標準ベースラインに用いる場合、急激に気温が変化する場合に DR が発生し
やすいが、その場合、過去 5 日間と当日の温度差が大きい。
気温上昇後に連日 DR が発動されることが多く、気温上昇前の電力値によるベースライン
が継続される。
DR に備えて蓄電池を満充電にしておく挙動は、当日調整によりベースラインを押し上げ
る原因となる。

11

一般財団法人

12

発電バランシンググループ

電気安全環境研究所

13

「調整力公募ガイドラインにおける逆潮流アグリゲーションの取扱いについて」 （第 43 回制度設計専門会合）

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/043_06_00.pdf
14

「制御量評価 WG からの報告」 （第 10 回 ERAB 検討会）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/010_05_00.pdf
三次②の“基準値”に対し、他の類型は“ベースライン”の表現を用いている。
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５．２ 環境価値に関する制度設計の状況
（１） 再生可能エネルギー由来の電力に関する環境価値（証書）
現在、国内における再エネ由来の電力に関する証書は、グリーン・エネルギー認証制度に基
づくグリーン電力証書、J-クレジット制度に基づく再エネ（電力）由来クレジット（以下、Jクレジットという）
、非化石証書（再エネ指定）の 3 種類が存在する。グリーン電力証書と Jクレジットは出所が異なり、再エネの属性を取引するグリーン電力証書と、CO2 取引を行う Jクレジットと整理される。グリーン電力証書と J-クレジットは、原則、自家消費した再エネ電
力（非 FIT）が対象であり、再エネの種類や発電所を指定することが可能。非化石証書は 2018
年に市場開設され、FIT や大型水力など国内で建設された大部分の再エネが対象になるためポ
テンシャルは大きいが、電力小売事業者のみが購入できる制度である。
以下にそれぞれの証書の特徴と概要を述べる。
（２） グリーン電力証書（15）
グリーン電力証書の例として需要家の再エネ自家消費を対象とした証書化がある。系統電力
と需要家の太陽光発電電力の差でもって自家消費電力量を求めて証書に利用する。発電電力の
計量は計量法検定済みの電力量計の設置をグリーン電力証書ガイドライン（16）の発電設備の認
定要件として規定している。
（３） 再エネ（電力）由来クレジット（17）
グリーン電力証書と同様に、J-クレジット制度に基づき再エネ電力の自家消費をクレジット
化する例がある。系統電力と発電電力の差を自家消費とする点はグリーン電力証書と同じだが、
家庭の場合、発電電力の計測に検定済み特定計量器を用いることなく対応可能（18）としている

15

グリーン電力証書は、再エネによって発電された電気以外の価値「グリーン電力付加価値」のみを分離し、グリーン

電力証書という形で具体化することで、企業などが自主的な省エネ、環境対策の一つとして利用できる仕組み。自家消
費電力が対象。2001 年に民間主導で導入され、一般社団法人 日本品質保証機構（JQA）が運営。再エネによって生み
出された熱以外の付加価値を具体化したグリーン熱証書を合わせてグリーン・エネルギー認証制度という。
16

「グリーン・エネルギーの利用拡大に向けて（グリーン・エネルギー利用拡大小委員会 報告書）」
（総合資源エネルギ

ー調査会）
https://www.jqa.jp/service_list/environment/service/greenenergy/file/index/guideline.pdf
17

J-クレジット制度は、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる CO2 などの温室効果ガスの排出削減

量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度。国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度が発展
的に統合して 2013 年に経済産業省、環境省、農林水産省合同で立ち上げた。。J-クレジット制度には、「再エネ（電力）
由来クレジット」
「再エネ（熱）由来クレジット」
「省エネルギー由来クレジット」
「森林吸収由来クレジット」の 4 種類
のクレジットがある。地球温暖化対策計画では「分野横断的な施策」と位置づけ、日本の温暖化対策の 1 つとして重要
な役割を担っている出所：J-クレジット入札制度（J-クレジット制度事務局）（https://japancredit.go.jp/tender/）
18

家庭の需要家が参加する札幌市におけるプログラム型プロジェクトの例では、モニタリングについては「住宅用太陽

光発電システムの累積発電量と累積売電量をモニター表示器、パワーコンディショナの表示器又は電力会社発行の明細
書の表示値のデータを、年１回、メール、郵送又は FAX にて、プリント、画像電子データ、又はコピーにより収集し
確認すること」との要件になっている。
出所：「札幌市・一般住宅への太陽光発電設備の導入による CO2 削減プロジェクト」
https://japancredit.go.jp/pdf/jcrd/P00070_1.pdf
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点は異なる。発電電力の計測について、データ収集方法のルール明確化、モニタリングの煩雑
さの軽減を目的に HEMS の活用も検討されている（19）
。
卒 FIT 電源等（20）
、設置済みの太陽光発電設備に追加的な設備投資を行う場合の認証対象化
が、第 20 回 J-クレジット制度運営委員会（21）にて審議された。出力制御機能付きパワーコン
ディショナ（PCS）
、蓄電池、電気自動車（EV）
、貯湯槽付きヒートポンプ（HP）を追加的な
対象設備として、卒 FIT 電源に由来する再エネ自家消費の全量をクレジット化することが認め
られた。
（４） 非化石価値取引市場と非化石証書
非化石価値取引市場は、非化石電源（再エネ、原子力）からの電気の持つ「非化石価値」を
証書化し取引するために創設された新しい制度であり、エネルギー供給構造高度化法（22）にお
ける小売電気事業者の効率的な目標達成を促すことと、FIT に由来する国民の再エネ賦課金の
負担軽減を目的とする。資源エネルギー庁が非化石証書を発行、日本卸電力取引所（JEPX）を
通じて小売電気事業者に売却される。現在、FIT 電源に係る非化石証書を対象として取引が行
われているが、2020 年 4 月以降、非 FIT 非化石電源（卒 FIT 設備、大型水力、原子力等）に
ついても非化石証書を発行し、その環境価値を市場を通じて取引できるようにする制度設計が
進められている（23）
。
需要家機器の活用に関連し、卒 FIT 電源等に由来する環境価値は非 FIT 非化石価値であり、
発電事業者に帰属し、発電事業者でない者が保有する卒 FIT 電源等の電気を小売電気事業者等
の電気事業者がアグリゲートしている場合に限り、当該電気事業者が国による認定を受けた上
で証書化することと整理されている（発電事業者が卒 FIT 電源等を保有する場合はこの限りで
ない。
）
（24）
。

19

「J-クレジット制度について」 2019 年 6 月

J-クレジット制度事務

https://japancredit.go.jp/data/pdf/credit_001_50.pdf
20

FIT 制度に基づく固定価格買取期間が終了した住宅用太陽光発電等の小規模な非 FIT 非化石電源を指す。

21

2020 年 2 月 20 日に開催。J-クレジット運営委員会情報（アクセス日：2020 年 2 月 26 日）

https://japancredit.go.jp/steering_committee/
22

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律：

電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の
非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講じる法律。
23

「非 FIT 非化石証書の取引に係る制度設計について」

業分科会

2019 年 4 月 22 日 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事

電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会

（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/031_03_00.pdf）
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「電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会 第二次中間とりまとめ」

（総合資源エネルギー調査会）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/20190724_01.pdf
卒 FIT 電源等は非 FIT 非化石価値と整理されたが、廃止届出が受理されるまでの間に FIT 認定設備に蓄電池等の設置な
どの事業計画変更を行う場合は、事前変更届出を行うこととされている点に注意が必要。
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５．３ 需要家機器のアグリゲーションに関するその他の制度設計状況
（１） 災害に強い分散型電力システムの構築
強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確立するため、送配電事業者に対する災害時連携計画
の策定義務、再エネの新たな導入支援制度の創設ほかをはじめとする「強靱かつ持続可能な電
気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が 2020 年 2 月 25 日に
閣議決定され、第 201 回通常国会に提出される（25）
。
講ずる措置の一つとして災害に強い分散型電力システム（分散型電源の導入促進に向けた環
境整備）の構築があり、需要家機器の活用に関係した項目があげられている。
（２） 分散型電源を束ねて供給力として提供する事業者（アグリゲーター）の創設
災害対応の強化や分散型電源の更なる普及拡大の観点から、分散型電源を束ねて供給力とし
て提供するアグリゲーターについて、電気事業法上に新たに位置づけることについて議論され
ている。
（３） 電気計量制度の合理化
PV や家庭用蓄電池などの分散型電源等を活用し、家庭がアグリゲーター等と電力取引するこ
とを促進するため、用いる計量器の精度の確保や消費者保護の確保を求めた上で事前に取引の
届出を行い、その取引に限って、計量法の規定について適用除外とすることが議論されている。

25

た

「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されまし
（資源エネルギー庁）https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001.html）
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６．今後の需要家リソース活用に向けて
2021 年 4 月から需給調整市場で 3 次調整力②の市場取引が開始されるが、低圧受電の需要家リ
ソースを活用した取引については今後の検討対象となっている。今回、アンケートに回答いただ
いた結果、将来的に活用したいとのニーズはあるが、制御機器・コントローラー・制度設計各々
について、いろいろな課題があることを前章までに整理した。
電力取引のためには、低圧リソースは単独では規模が小さく、最低でも数千台を統合的に束ね
て制御することが必要であるが、まだ蓄電池・EVPS などの普及が進んでいないのが現状である。
一方、電気計量制度の合理化、ERAB セキュリティーガイドラインなど、ERAB サービスにお
いて低圧リソース活用に向けた重要な制度設計は急速に進められている。これらの制度設計に対
応した機能を織り込んだ需要家リソースを普及させることが重要である。
このような背景の中で、VPP 分科会では、再エネの主力電源化の実行策として需要家に PV の
導入を促進する中で、FIT 制度による余剰電力の買い取り策に代わり蓄電池や EV の活用による
自家消費の促進を進めること、また卒 FIT の PV も継続して有効に活用していくことを視野に入
れ、蓄電池・EVPS などの機器とともに HEMS を活用したエネマネサービスの普及を目指してい
る。次ステップとして、需給調整市場をはじめとする電力市場取引で活用されることで普及に繋
がる新たなベネフィット創出を目指している。その中で、エネマネサービスを含めた ERAB サー
ビスを対象に、標準化と競争領域としての独自機能の両立を前提に、機能・制度設計について議
論を進めている。
以下、上記の普及施策案を示す。
６．１ 再エネ機器の普及促進に向けた取り組み
まず、一例として PV の PPA モデルを示す。PPA とは、Power（電力）
、Purchase（購入）、
Agreement（契約）の略で、PV を無料で導入できる代わりに、PPA 事業者と電力契約を結ぶ
というスキームである。
需要家は、PPA 事業者と以下の契約を行う。
① PPA 事業者は無償で、需要家に PV を設置する。
② PPA 事業者は需要家から PV の自家消費分の電気代、電力会社からは PV 余剰電力の
売電収入を得る。
③ 契約期間経過後、PV の所有権が需要家に移る。
需要家は自己負担で導入する場合に比較して、魅力的な料金でのサービスを受けるとともに、
停電時の自立運転の PV 活用によるレジリエンス強化のメリットもあるモデルである。一方、
PPA 事業者は、リソースとして活用できる電力量と自家消費電力量の環境価値を得ることがで
きる。このモデルにおいては、②の PV の自家消費分の電力量の計量のために、計量法に準拠
した計量器の導入が必要となっていることが、普及に対しての課題の一つとなっていることが
現状である。
この対応については、JEMIC（日本電気計器検定所）が事務局を務めた「特定電気取引に関
する計量課題研究会」でも検討され、計量法に準拠した計量器に代わり PCS の機器計量値を使
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用する「電気計量制度の合理化」に向けての法整備・制度設計が進んでおり、JEMA としても
PCS の計量に関する JEM 規格の検討に着手している。
PV の普及には ZEH 補助金を活用した新築住宅とともに、既築住宅・卒 FIT 機器を対象とし、
いろいろなエネマネサービスが事業化されている。たとえば、卒 FIT で発生する昼間の余剰電
力を蓄電池やエコキュートに使用する電力シフトが一例である。エコキュートは CO2 削減に向
けた省エネ施策としても重要な機器であるが、原子力発電がほとんど稼働しない状況もあり夜
間と昼間の電力料金差を活用した従来のメリットに代わり、PV の余剰電力の吸収策としての機
能を付加した製品が発売されており、エネマネサービスとしての活用でメリットをさらに拡大
することが期待される。また、これらの需要家リソースを DR 制御することで、小売事業者向
けの供給力に活用することもエネマネサービスの一つとされている。
さらに、EMS の機能の一つとして、従来のスマートメーターの B ルートによる計量値に加え、
電気計量制度の合理化による機器による計量値についても標準化を検討するアイテムとして挙
げられる。
本件に関連するキーワードを整理する。
・再エネの普及（住宅用 PV、ZEH、ZEH+など）
・エネマネサービス（PPA モデル、卒 FIT、PV の自家消費）
・非化石価値の取引（グリーン電力証書）
・災害による大規模停電の被害・リスク最小化（電力レジリエンス向上）
・DR による小売事業者向け供給力
・電気計量制度の合理化
・スマートメーターB ルート計量値の活用
６．２ VPP 事業の促進に向けた取り組み
まず、4 章のシーケンス、3 章の課題に対する対応策も参考に入れて、各社の実証事業での計
画を推進していただくことをベースとしたうえで、下記のような項目についても実証を検討し
ていただければ、今後の事業化を加速できると思われる。
電気計量制度の合理化の実現に向けて、子メーターなどの計測器を採用している場合を含め、
機器の PCS での電力量の計量値の情報を収集する実証を行えば、計量法の適用除外となる機器
が、アグリゲーションサービスで制御される電力量の範囲で計測精度を把握する際の実証デー
タとしても有用と考える。
さらに、需要家のエネマネサービス（ピークシフト等）と周波数調整サービス（一次調整力/
二次調整力①）の同時マルチユース運用をユースケースとし、蓄電システムの PCS を用いた機
器別・サービス別計測（計量）、およびサービス別計測（計量）値の上位サーバーでの収集・活
用を実証することも一案である。その際には、PCS 定格出力に対する、計測(計量)精度の与え
る影響（VPP としてのリソース群全体制御の制御誤差へ与える影響）を評価できれば望ましい
と考える。
一方、VPP の需要家リソースとして重要なリチウムイオン蓄電池は、長期使用の中で徐々に
容量が劣化するが、安全性・信頼性の観点から制御を行うアグリゲーターが劣化状況について
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も正確な判断ができることが重要であることが指摘されている。そのためにも、蓄電池の劣化
診断に必要なデータを標準化して収集できるよう検討することが一案である。
本件に関連するキーワードを整理する。
・ユースケースにて課題解決案の提示
・エネマネサービスと周波数調整サービスの同時マルチユース
・PCS での計量
・蓄電池の劣化診断に必要なデータ収集
６．３ 需給一体型の地域連携活用の視点からの事業の可能性
需給調整市場への低圧の需要家リソース活用の制度設計には先述したように時間がかかる現
状を踏まえ、需給一体型の地域連携の視点からの活用に向けた事業モデルの一例を以下に示す。
まず、需要家リソースとしては再エネ機器である PV の普及が進む中で、需要家内での自家
消費だけでは消費しきれない発電電力を含め、配電網内でのエネマネサービスとしての制御・
管理システムを基本とし、そのシステム内で蓄電池の逆潮流を実現することが重要である。既
に、避難所等の施設と住宅とが一体となってネット・ゼロ・エネルギー達成を目指すコミュニ
ティ（コミュニティ ZEH） 構築に係る環境整備を対象とした補助金が導入されており、自営
線に代わり系統の配電網を活用することを目指す事業も計画されている。蓄電池の逆潮流は周
波数制御などの新サービス実現のためにも必要であり、また発電量が小さい中で効率的な出力
制御が難しい燃料電池においても逆潮流できることは機器側のメリットに繋がることもあり、
これらの機器から逆潮流される低圧の電力を地域の配電網の中で活用する仕組みを構築し、そ
の効果を実証することが重要である。さらに、これらの需要家リソースを集約したものを、バ
ランシンググループの中の一つのリソースとして大型の蓄電池など他のリソースと併せて制御
することも今後期待される。
海外の事例であるが、Sonnen Community では電池システムを導入した家庭をコミュニティ
として繋ぐことにより、PV の発電電力および蓄電池の充放電を各家庭内だけでなく、コミュニ
ティ全体の中で最適化することにより、コミュニティでの自給自足を手掛けている。
このシステムの中で、受電点計量とともに機器点計量による各機器の電力のやり取りを把握
し、新しいサービスモデルの可能性を検討することを提案する。その際には、子メーターと機
器 PCS による機器計量の比較を含め、電気計量制度の合理化の視点もいれることを想定する。
さらに、VPP コントローラーの標準化に向けての施策を併せて検討し、需要家リソースの活用
を進めることが再エネ機器の普及の加速とともに制御ノウハウも習得することが期待される。
また、需給調整市場では機器の DR 計画などの提出が必要となっているが、エコキュートや
エアコンなどの消費機器単独では機能を備えておらず、機器単独ではなく需要家単位での受電
点での電力量制御として HEMS を対象とした制御での実証を進めることが期待される。
本件に関連するキーワードを整理する。
・配電網内でのエネマネ（Ex. コミュニティ単位、変電所単位）
・蓄電池などの逆潮流アグリゲーション実証
・受電点計量、機器点計量、機器計量
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・電力シェアリング（Sonnen Community）
・バランシンググループ
６．４ 将来への需要家リソース活用に向けて
将来的には、上述した対応を踏まえ、需要家リソースの導入量を増加させ、電力市場として
の需給調整市場及び容量市場への活用に向けて順次制度設計を進めることが望まれる。
その際には、やはり充放電機能がある蓄電池・EVPS が有力な需要家リソースであり、これ
らの普及が鍵となると思われるが、PV による発電電力の効率的な活用の観点からもハイブリッ
ド・トライブリッド PCS 機器の活用が有力である。ハイブリッド PCS においては、電力とし
ての出力端は AC であるが、機器制御においては DC 間でなされていることもあり、計量法に
縛られない計量ルールの標準化が重要である。
また、これらの機器については今回のアンケートの回答でも機器点計量の必要性に関する要
望が多いが、需給調整市場でより速い機器応答による周波数制御機能としての活用も考えると、
機器点計量を活用した制度設計を検討することも重要と認識している。
現状においては、市場を介して分散電源を活用する事業への取り組みは、日本は欧米に対し
て遅れている。ERAB 検討会で報告された欧米の事例では、計測点については受電点と機器点、
メーターは法定のものと TSO 仕様のものなどで、いろいろな制度設計が行われている。一方、
受電点取引に大きな役割を持つスマートメーターの全国レベルでの普及においては、日本は欧
米に対し進んでいる。このような状況も考慮したうえで、再エネの分散電源活用のために、現
在制度設計が進んでいる受電点に対し、機器点についてもメリット・デメリットを整理するこ
とが重要である。
本章でのこれまでの検討は電力を対象としているが、ガス・水道を含めた社会インフラとし
た再エネ普及施策として Energy as a Service(EaaS)について、幅広いサービスを需要家に提供
するビジネスへの展開も期待される。
このような検討の中で、VPP コントローラーの標準化、計量や蓄電池の安全性・劣化状況の
診断機能などの関連技術の国際標準化に関しても並行して検討することが望ましいと考える。
その際には、P2P（Peer to Peer）取引、V2G 連携、非化石証書などの切り口とする VPP サー
ビスも想定している。
本件に関連するキーワードを整理する。
・需給調整市場
・容量市場
・P2P 取引
・V2G 連携
・非化石証書
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７．まとめと今後の取り組み方針
再エネの普及を促進することで CO2 削減に貢献することを目指す中で、VPP サービスは新たな
ターゲットの一つであり、需要家サイドも含めたより多くの機器を活用できるよう標準化・制度
設計を進めることが重要である。JEMA の VPP 分科会では、今回アンケートで回答いただいた課
題等について検討を深め、2020 年度の活動として以下を推進する予定である。
ECHONET プロパティは、ERAB 検討会 ECHONET Lite WG での議論を踏まえて VPP で
の活用に向けた拡張を行ってきた。今回ご意見を頂戴したプロパティの拡張については関連
する業界団体へニーズを共有するとともに、JEMA でも検討を行いエコーネットコンソーシ
アムに拡張を提案する。
蓄電池に関して、機器による動作仕様の差異についてのご意見を頂いたことから、メーカー
による動作差異の調査を行い、共通化の可能性について検討した結果の AIF 仕様書への反映
を行う。
ERAB 検討会では競争領域としていた RA と GW/HEMS 間の通信については、今後標準化に
向けての検討を関連部門とも連携して進めていく。
電気計量制度の合理化については、PPA 等で機器の計量値を取引に活用できるようにするた
め、機器計量の標準化、規格化について検討する。
上記の検討結果と今回のアンケート結果を踏まえて、需要家機器の VPP サービスへの活用に
向けたガイドラインの策定を行う。

○謝 辞
今回のアンケートでは、実証事業に参加されている多くの事業者の皆様に多岐にわたるアンケ
ートにご回答いただき、一部のアグリゲーター様には追加質問や直接お伺いしての議論をさせて
頂きました。ここに、今回のアンケートにご協力いただいた皆様に、あらためて深く感謝すると
共に、今後も引き続き連携させていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
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江崎 栄治

委 員
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小野田 仙一

委 員

パナソニック（株）

小田 政志

委 員

三菱電機（株）

野澤 朋宏
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和隆

「VPP/V2G における需要家リソースの活用に向けたユースケースと
課題について」
アンケート調査報告書
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