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大規模電源と分散型電源が共存した、電気・
熱を双方向に融通する供給
＜電気＞
再エネ、小規模電源、需要家設備、IoT技術
も活用した双方向での供給・調整
＜熱＞
面的融通による効率的なエネルギー消費
＜プレーヤー＞
自由化により多様な事業者が参入（電力、ガ
ス、通信、運輸、需要家等）

エネルギーシステムの変革（集中から分散共存へ）

経済性の優れる大規模電源・大規模送電によ
る一方向の供給
＜電気＞
需要に合わせて、化石燃料等による発電を活
用した一方通行での供給・調整
＜熱＞
個々の需要家のみの消費で熱利用は進まず
＜プレーヤー＞
垂直統合型電力、垂直統合型ガス会社

これまで 今後
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 エネルギーシステムの構造変化により、新たな課題が出現。

我が国のエネルギーシステムが直面する課題

1. 長距離・大量送電を前提にした電力供給システムの変革
2. エネルギーセキュリティ、経済効率性、環境適合の実現（３E）
3. 需要が伸び悩む中、再エネ普及拡大により、火力の稼働率低下
4. 再エネの主力電源化のため、低コスト化、系統増強、調整力確保
5. 省エネの更なる深堀
6. 水素の利活用
7. 低炭素な熱供給の普及
8. 防災性に優れた強靭なエネルギーシステムの構築
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 「分散型エネルギー」は、比較的小規模で地域内に分散しているエネルギー源の総称。
 ①創エネ、蓄エネ、省エネといったリソースに分かれ、②供給方法も電気か熱、将来的

には水素もあり、③機器単位でも、複数機器の組合せでも使用可能。
 統合することでより効率等が高まり、課題4.調整力提供、課題7.低炭素な熱供給、

課題8.強靭なエネルギーシステム構築の対策となりえる。

対応策となりえる分散型エネルギーリソース（DER） 3

１．創エネ ～つくる～

２．蓄エネ ～ためる～

３．省エネ・制御系 ～かしこくつかう～

 太陽光発電
 コジェネ
 エネファーム

 工場等からの廃熱
 再エネ熱
 FCV

 HEMS
 業務・産業用EMS

 家庭用蓄電池・系統用蓄電池
 ヒートポンプ給湯器

 Power-to-Gas（水素）
 EV・PHV

 ディマンドリスポンス
 IoT化された照明、空調、冷凍機器等



鍵となる変革

①コスト低下
• 卒FIT太陽光等
の再エネ、蓄電池、
燃料電池等の分
散型エネルギーリ
ソースのコストが
低下

②イノベーション
• IoT等デジタル化の発展
• 価格シグナルに基づき制御され
るDR/VPPの実装化

• 電動車シフトの機運
• セクターカップリング(電気、熱、
水素等の融合)への期待

③電力システム改革
• 小売自由化(地域エネル
ギービジネスの出現)

• 発送電分離
• 環境価値を持つ再エネを
求める需要家の出現
(RE100)

分散型エネルギーを活用したエネルギーシステムの意義

①再エネの最大限活用による自給率向上
②排熱利用・電気と熱を組み合わせた面的利用
③送配電ロス回避によるエネルギー供給構造の効率化
④非常時にエネルギー供給するエネルギーシステムの強靭化
⑤地域活性化

4分散型エネルギーリソースを活用したエネルギーシステム 第28回 基本政策分科会
（18年12月27日）資料1を編集



 バーチャルパワープラント（VPP）は、系統上に散在する分散型エネルギーリソースをIoT
技術を用いて遠隔に制御することで、発電所のような電力創出と調整機能を提供する
仕組みをいう。アグリゲーター※がエネルギーサービスを提供するキープレイヤーとなる。

新しい電力創出・調整力となりうるVPP 5

VPPのイメージ

※ここでは、リソースアグリゲーター（需要家とVPPサービス契約を直接締結し、リソース制御を行う事業者）とアグリゲーションコーディネーター（送配電事業者や電力市場等に対して電力取引を行う事業者）を意味する。



VPPアグリゲーターによる余剰電力の活用
 ダイナミックプライシングやメリットオーダー等に基づき、余剰電力を集約し、需要家の利益
の最大化を図ることが可能となる。

 例えば、卸電力市場の取引価格に応じて、電力量(kWh)として余剰電力を提供する
ことや蓄電池を制御することで収益を最大化するなど、VPPアグリゲーターを介することで
新たな付加価値が創出される。

 これは、DRによる需要側の取組だけでなく、2019年秋以降に出現する卒FIT太陽
光の他、蓄電池、小規模電源等を活用した供給側の取組となる。

VPPアグリゲーターによる家庭内電力の制御のイメージ

0:00 7:00 12:00                19:00                24:00

家庭内消費量(kWh) 太陽光発電量(kWh) 

自家消費分

余剰分
系統
電力

＜蓄電池が無い場合＞

0:00 7:00 12:00 19:00                24:00
①蓄電池から供給し、

自家消費

充電分

売電分

＜蓄電池で制御する場合＞ ②蓄電池を制御し、
供給力等を提供
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価格シグナルに基づき、分散型エネルギーリソースを制御する例
 電力の需給状況により卸電力市場価格は変動するが、家庭電気料金もそれに連動して変動す
ることも可能（ダイナミックプライシング）。

 電力システムに存在する価格シグナルに基づき、分散型エネルギーリソースを制御し出力を増減さ
せることで、電力システム全体で経済的なエネルギー利用が可能となる。

需給状況に応じて卸電力市場の価格が変化し、
分散型エネルギーを制御するイメージ
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2倍以上

卸市場価格が安い時間（供給余剰）
• 上げDR（需要をシフトして増加）
• コジェネは稼働停止
• ヒートポンプは蓄熱
• EVや蓄電池は充電

卸市場価格が高い時間(需給ひっ迫）
• 下げDR（需要を抑制）
• コジェネは稼働
• ヒートポンプは稼働停止
• EVや蓄電池は放電

太陽光

火力

水力、原子力、地熱等

揚水需要

卸市場価格

(kW)

(円/kWh)
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【参考】卒FIT太陽光発電の活用モデル
 住宅用太陽光発電が2019年11月以降順次、FIT買取期間を終え、投資回収が済んだ安価
な電源として活用されることや、住宅用太陽光発電の買取価格が家庭用小売料金の水準
（24円/kWh）と同額になり、自家消費の経済的メリットが大きくなることから、今後、家庭に
おける再エネ活用モデルとして、以下のような事例が考えられる。
①住宅用太陽光と蓄エネ技術を組み合わせた効率的な自家消費の推進
②アグリゲーターによる、系統や蓄電池等を活用した家庭の余剰電力の有効活用
③住宅用太陽光の自立運転機能の活用やエネファームなど他電源等と組み合わせた災害対策

（出典）費用負担調整機関への交付金申請情報、設備認定公表データをもとに作成。一部推定値を含む

【10kW未満太陽光の買取価格の推移】【FITを卒業する住宅用太陽光発電の推移（年別）】

第10回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（18年11月21日）資料２を一部編集
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大規模停電時の分散型電源等の活用（i）
住宅用太陽光発電の多くは、停電時に自立運転を行う機能を具備。
自立運転機能付の太陽光発電とエネファーム等の家庭用コジェネを併設した住宅にお
いては電気と熱両方の供給が継続。

北海道胆振東部地震後、自立運転機能等の利用により、停電時においても電力利用
を継続できた家庭が約85%存在（太陽光発電協会の調査により推計）。

自立運転機能の活用実態調査

 太陽光発電協会による、北海道胆振東部地
震による停電の際に自立運転機能を活用し
た実態について、サンプル調査を行った結果、
住宅用太陽光発電ユーザー428件のうち約
85％にあたる364件が自立運転機能を活
用したと回答。

自立運転機能を活用した方の声
 冷蔵庫、テレビ、携帯充電が使えた。友達に
も充電してあげることができ、喜んでもらえた。

 （蓄電機能付きPVユーザー）停電であるこ
とに気づかなかった。

第9回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（18年11月21日）資料2を一部編集

停電時
パワーコン
ディショナー系統電力

分電盤

自立運転専用
コンセント

（エネファーム）

自立運転専用
コンセント

（太陽光発電）

停電発生

エネファーム type S
（自立運転機能付き）

都市ガス

太陽光発電

自立機能付PV＋エネファームの例
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（実証概要）
実証事業名 ：大規模電力供給用太陽光系統安定化等実証研究

（平成１８年度～２２年度：６９．８億円）
実証項目 ：大規模PVのNAS電池による出力制御技術の開発

（北海道電力、明電社、日本気象協会ほか）
運転開始日 ：平成２１年２月

※実証終了後の平成２３年に稚内市に無償譲渡。
（システム概要）
定格出力 ：１．５MW 蓄電池容量 ：１１．８MWｈ
北海道電力変電所３３ｋV連系

大型蓄電システム施設 メガソーラー（左）
自営線で連系している球場（右上）

オフサイト電源

大規模停電時の分散型電源等の活用（ⅱ）
昨年の胆振東部地震後、メガソーラー（5MW）及び蓄電池（1.5MW）は系統から

自動解列。
 すぐに系統から独立して、自営線で連系した公園、球場等に電力を供給し、非常電源

として活躍。

第9回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（18年11月21日）資料2を一部編集

大型蓄電システム

メガソーラー

稚内市内

隣接した公園、球場等

広域
停電

自営線で給電
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災害時における地域のエネルギー安定供給
 地域の再生可能エネルギーと自営線・系統配電線を活用することで、災害時にもエネルギーの安

定供給を可能とするモデルが存在。
 宮城県大衡村の「F-グリッド」では、災害等により大規模電源の供給が困難になっても、太陽光発

電とコジェネを非常用電源とし、自営線によりエリア内の電力供給を行うとともに、既存の配電線
を活用して役場まで電力を供給。

トヨタ自動車東日本

トヨタ紡績東北
すかいらーく

ビューテック

中央精機東北
トヨタ輸送

ベジドリーム栗原

Ｆグリッド

太陽光発電

コジェネ

熱供給ライン

系統 特高線

系統 配電線

自営線

大衡村役場

系統送配電線
自営線

【緊急時 電力供給プロセス】
①自営線の

確認

＜送電＞

自営線
（アクセス線）

電力

系統電力
（配電線）

大衡村役場（地域防災拠点）③地域防災
拠点

＜受電＞

②系統電力
配電盤

＜受電＞
電力

分岐盤 配電盤

【F-グリッド：宮城県大衡村】

第10回 再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（18年11月21日）資料２を一部編集

11



 価格シグナルによるダイナミックプライシングまたはメリットオーダーに基づき電力需給調整を
実施し、電気、熱、自動車がエネルギーを融通しあうエネルギー最適活用社会の実現

 大規模電源と分散型電源が共存し、電気は広域で融通し、熱はエリアで面的最適化
 電力インフラにかかる社会コスト減、エネルギー効率向上、再エネが主力電源化

⑩コミュニティバッテリー
(複数ビルで蓄電池共有)

分散型エネルギーが可能にする社会 ~全員参加型 エネルギー双方向調整社会へ~ 12

①V2G（EVが系
統安定に貢献）

⑨CHPによる再エネ需給
調整と熱の面的利用

⑦PVとバイオガス発電に
よる熱電併給と需給調整

⑧P2G（風力、PV、
の余剰を水素貯蔵）

⑤PV、EV、蓄電池で
区画内で電力融通

⑪蓄電所(系統直付蓄電池が需給調整)

④V2B（Work 
place charging）

③FCVから
宅内給電 ⑥EV・FCV、バス

FC

②P2H（PVとエコ
キュートの活用）

FC
FC

FC



「３Ｅ＋Ｓ」 ⇒ 「より高度な３Ｅ＋Ｓ」
〇 安全最優先（Safety） ＋ 技術・ガバナンス改革による安全の革新
〇 資源自給率（Energy security） ＋ 技術自給率向上/選択肢の多様化確保
〇 環境適合（Environment） ＋ 脱炭素化への挑戦
〇 国民負担抑制（Economic efficiency) ＋ 自国産業競争力の強化

２０３０年に向けた対応
~温室効果ガス26%削減に向けて~
~エネルギーミックスの確実な実現~

－現状は道半ば －計画的な推進
－実現重視の取組 －施策の深掘り・強化

＜主な施策＞
〇 再生可能エネルギー
・主力電源化への布石
・低コスト化,系統制約の克服,火力調整力の確保

〇 原子力
・依存度を可能な限り低減
・不断の安全性向上と再稼働

〇 化石燃料
・化石燃料等の自主開発の促進
・高効率な火力発電の有効活用
・災害リスク等への対応強化

〇 省エネ
・徹底的な省エネの継続
・省エネ法と支援策の一体実施

〇 水素/蓄電/分散型ｴﾈﾙｷﾞｰの推進

２０５０年に向けた対応
~温室効果ガス80%削減を目指して~
~エネルギー転換・脱炭素化への挑戦~

－可能性と不確実性 －野心的な複線シナリオ
－あらゆる選択肢の追求

＜主な方向＞
〇 再生可能エネルギー
・経済的に自立し脱炭素化した主力電源化を目指す
・水素/蓄電/デジタル技術開発に着手

〇 原子力
・脱炭素化の選択肢
・安全炉追求/バックエンド技術開発に着手

〇 化石燃料
・過渡期は主力、資源外交を強化
・ガス利用へのシフト、非効率石炭フェードアウト
・脱炭素化に向けて水素開発に着手

〇 熱・輸送、分散型エネルギー
・水素・蓄電等による脱炭素化への挑戦
・分散型エネルギーシステムと地域開発
（次世代再エネ・蓄電、EV、マイクログリッド等の組合せ）

基本計画の策定 ⇒ 総力戦（プロジェクト・国際連携・金融対話・政策）

13【参考】第５次エネルギー基本計画（2018年7月閣議決定）の概要
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