
３ルート化(2020）
＋現在の2.5倍の送電容量に（2027）

運用改善で送電量３倍に

２ルート化（2019)
＋更に+30万kW(2026頃）

２ルート化
（2028)

基幹送電線の新設
（2031頃）

風力ポテンシャル大

対応済み、現在増強工事中

増強を議論中

（参考）単線型系統→再エネポテンシャルを踏まえた複線型系統へ
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自由化前
（長期の価格設定）

価格

時間

費用

減価償却期間

追加投資

売電価格

自由化後
（短期の市場ベースでの価格設定）

 設備の老朽化や再エネ大量導入を踏まえ、安定供給を持続可能なものとしていくために、中長期的に適切な
供給力・調整力のための投資を確保し、最新の電源の導入や多様化・分散化を促進していくことが重要。

 一方、自由化環境下においては、短期の市場ベースでの価格設定となるため、市場価格の変動も踏まえると、
発電事業者にとっては長期的な予見可能性が低下することで電源投資が進まない可能性。

 今年7月から導入する容量市場では、①長期的な収入の見通しが困難、②変動再エネの相対的な容量収
入の少なさ、等の課題から、それ単独では最新の電源への投資のために必要な予見可能性の付与は困難で
あり、電源特性等も踏まえつつ、長期的な予見可能性を与えるために必要な制度措置の在り方について、
具体的な検討を深めていく。

電力が取り巻く環境変化（電力投資の在り方）
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出典：電力システム改革貫徹のための政策小委員会（第5回） 資料７ 2

今後の市場整備の方向性



エネルギー供給強靱化法 概要（2020年6月成立）
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（１）緊急時の発電用燃料調達
有事に民間企業による発電用燃料の調達が困難な場合、電気事

業法に基づく経産大臣の要請の下、JOGMECによる調達を可能に。

（２）燃料等の安定供給の確保
① LNGについて、海外の積替基地・貯蔵基地を、JOGMECの

出資・債務保証業務の対象に追加。
② 金属鉱物の海外における採掘・製錬事業に必要な資金につ

いて、JOGMECの出資・債務保証業務の対象範囲を拡大。

（１）題名の改正
再エネの利用を総合的に推進する観点から、題名を「再生可能エ
ネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改正。

（２）市場連動型の導入支援
固定価格買取（FIT制度）に加え、新たに、市場価格に一定の

プレミアムを上乗せして交付する制度(FIP制度)を創設。

（３）再エネポテンシャルを活かす系統整備
再エネの導入拡大に必要な地域間連系線等の送電網の増強費
用の一部を、賦課金方式で全国で支える制度を創設。

（４）再エネ発電設備の適切な廃棄
事業用太陽光発電事業者に、廃棄費用の外部積立を原則義務

化。

（５）その他事項
系統が有効活用されない状況を是正するため、認定後、一定期

間内に運転開始しない場合、当該認定を失効。

（１）災害時の連携強化

① 送配電事業者に、災害時連携計画の策定を義務化。

② 送配電事業者が仮復旧等に係る費用を予め積み立て、被災した送配電事業者に対して交付

する相互扶助制度を創設。

③ 送配電事業者に、復旧時における自治体等への戸別の通電状況等の情報提供を義務化。

また、平時においても、電気の使用状況等のデータを有効活用する制度を整備。

④ 有事に経産大臣がJOGMECに対して、発電用燃料の調達を要請できる規定を追加。

（２）送配電網の強靱化

① 電力広域機関に、将来を見据えた広域系統整備計画(プッシュ型系統整備)策定業務を追加。

② 送配電事業者に、既存設備の計画的な更新を義務化。

③ 経産大臣が送配電事業者の投資計画等を踏まえて収入上限（レベニューキャップ）を定期的

に承認し、その枠内でコスト効率化を促す託送料金制度を創設。

（３）災害に強い分散型電力システム

① 地域において分散小型の電源等を含む配電網を運営しつつ、緊急時には独立したネットワークと

して運用可能となるよう、配電事業を法律上位置付け。

② 山間部等において電力の安定供給・効率性が向上する場合、配電網の独立運用を可能に。

③ 分散型電源等を束ねて電気の供給を行う事業(アグリゲーター)を法律上位置付け。

④ 家庭用蓄電池等の分散型電源等を更に活用するため、計量法の規制を合理化。

⑤ 太陽光、風力などの小出力発電設備を報告徴収の対象に追加するとともに、（独）製品評価

技術基盤機構（NITE）による立入検査を可能に。（※併せてNITE法の改正を行う）

（４）その他事項

電力広域機関の業務に再エネ特措法に基づく賦課金の管理・交付業務等を追加するとともに、その

交付の円滑化のための借入れ等を可能に。

２．再エネ特措法（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法）

３．JOGMEC法（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法）

１．電気事業法

自然災害の頻発
（災害の激甚化、被災範囲の広域化）

 台風（昨年の15号・19号、一昨年の21号・24号）

 一昨年の北海道胆振東部地震 など

地政学的リスクの変化
（地政学的リスクの顕在化、需給構造の変化）

 中東情勢の変化
 新興国の影響力の拡大 など

再エネの主力電源化
（最大限の導入と国民負担抑制の両立）

 再エネ等分散電源の拡大
 地域間連系線等の整備 など

災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再エネの導入拡大等のための措置を通じて、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確保することが必要。

背景と目的

改正のポイント

【第33条の２】

【第28条の40第2項】

【第34条、第37条の3～
第37条の12】

【第33条の3】

【第28条の47】
【第26条の3】

【第17条の2、第18条】

【第２条第１項第11号の２、
第27条の12の2～第27条の12の13 】

【第20条の2】

【第２条第１項第15号の２、第27条の30～第27条の32】

【第103条の2】

【第106条第7項、
第107条第14項】

【第28条の40第１項第8号の2、第8号の3、第2項、第28条の52、第99条の8】

【第2条の2～
第2条の7 】

【第28条～第30条の2】

【第15条の6～第15条の16】

【第14条】

【第11条第2項第3号】

【第11条第1項第1号、第3号】

【題名】

【第11条第1項第1号、第3号】



 一般送配電事業者が災害など緊急時の備えに万全を期すことは、重要インフラである電力の安定供給
の観点から極めて重要。一方で、昨年の台風１５号においては、長期停電が問題となったところ。

 このため、改正電気事業法に基づき、一般送配電事業者１０社が共同で、停電の早期復旧に向けた
事前の備えと災害発生時の協力、自治体や自衛隊といった関係機関との連携に関する計画（災害
時連携計画）を策定。現場の声を踏まえながら、今年の台風をはじめとした災害に備えていく。

＜一元的な電源車管理システムのイメージ＞＜電柱の仮復旧のイメージ＞

補強材を用いた
仮復旧
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災害対応の強化



 電力広域機関が、送電網の新設・増強について将来の電源ポテンシャルを踏まえたプッ
シュ型のネットワーク整備計画（広域系統整備計画）を策定し、これに基づき、送配電
事業者が実際の整備を行う仕組みを整備。

 また、送電網増強費用に再エネ特措法上の賦課金方式を活用。

原則全国負担

地域負担

便益（３E） 費用負担

＜送電網整備の考え方の転換＞

増強要請に都度対応（プル型）
→結果として高コスト、非効率に

ポテンシャルを見据えて
マスタープランを策定し、

計画的に対応（プッシュ型）

これまで

今後

＜地域間連系線等の増強費用の負担の考え方＞

①電力広域機関が広域系統整備計画を策定
②広域系統整備計画を国へ届出
③広域系統整備計画に基づき、送配電事業者が送電網を整備

CO2削減

価格低下

安定供給

・ 全国託送方式

・ 再エネ特措法上の
賦課金方式

（再エネ効果由来分）

※卸電力取引所（JEPX）の
値差収益も活用

送配電網の強靱化

6



7

 送配電設備の強靱化に資する投資や、再生可能エネルギー電源を系統に接続するための送配電
投資などは、今後増加が見込まれている。このため、今回の電気事業法改正においては、必要な投
資を確保しつつ、その費用を最大限抑制する観点から、レベニューキャップ制度を導入し、制度開
始に向けて詳細設計中。

国が一定期間ごとに収入上限を承認する仕組
みとすることで、

① 収入上限の範囲内で効率化した費用の一部
を、事業者が自ら活用できる制度とすることに
より、ドローンやデジタル技術の活用などによる
自主的な効率化を促し、

② 国が一定期間ごとに、事業者による合理化・
効率化の成果も踏まえて、審査・査定を行う
ことにより、そのコスト効率化の果実を消費者
に還元していく

こととしている。

■期待されるコスト効率化（例）

■レベニューキャップ制度の仕組み

送電設備の工事や点検の改善仕様の統一化 データ活用による効率化

・設備仕様を統一し、他電力
と共同調達等を実施すること
によりコストを低減

・災害時においても、電力会社
間で設備の融通が容易に

（例：地中ケーブル(6.6kV 
CVT)について、東京電力は他電
力と共同調達を実施。また、メー
カーとの原価改善にも着手）

・送電設備の工事に使う宙乗
機に、電動アシスト機能を付
ける等の改善により、従来の
約50日の作業工程を約30
日に短縮

・点検にドローンを導入し、更な
る効率化につなげる

・センサ情報に基づき、設備の
異常兆候、劣化状態を評価

・設備保全の合理化・タイミン
グの最適化が可能に

（例：今まで故障確率が分からず
一定周期で交換していた設備に
ついて、データを解析し、より長く
使えることが分かれば、交換頻度
を下げることで、コスト削減が可
能。）

今後、1970年代に投資された
送電設備の多くで老朽化が進展
し、建替え、大規模修繕の必要
性が高まっていく。

■全国の送電鉄塔の建設年別の内訳

↑必要なコ
ストを算定し、
収入上限
として設定

利 益

収入上限
を改定

利用者に還元

↑ 収入上限期
間内の効率化分
は利益にできる

収入上限
を改定

利用者に還元

コスト削減分を利益とできるため、
自主的な効率化のインセンティブとなる

定期的
に審査
（義務化）

定期的
に審査
（義務化）

コスト
効率化

※一般送配電事業者等に対して、電気工作物の定期的な更新及び台帳保管の義務化。
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託送料金制度改革



送電可能容量を超えると、
先に接続していた電源が優先され、
出力制御を受ける。

送電可能容量

通常時 混雑時

出力制御
ノンファーム型
接続の再エネ

先に接続していた火力電源

空容量

送電線の容量に空きがある場合、
送電可能。

 現在、千葉県等で試行的に実施しているノンファーム型接続（送電線の枠が実際に使わ
れていないときは再エネを接続・送電できる新たな仕組み）を、2021年中に全国展開。

 加えて、ノンファーム型接続の下で、送電線混雑時に再エネが先に接続していた火力発電
に 劣後して出力制御を受けないよう、送電線利用ルールの見直しを検討。

⇒2021年中に全国展開 ⇒見直しを検討
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送電線の利用ルールの見直し



従来の運用 見直しの方向性 実施状況

①空き容量
の算定

全電源フル稼働
実態に近い想定
（再エネは最大実績値）

2018年4月から実施
約590万kWの空き容量拡大を確認

②緊急時用
の枠

半分程度を確保
事故時に瞬時遮断する装置
の設置により、枠を開放

2018年10月から一部実施
約4040万kWの接続可能容量を確認

③ノンファーム
型の接続

通常は想定せず
一定の条件(系統混雑時の
制御)による新規接続を許容

2019年9月から千葉エリア、2020年1月か
ら北東北エリア及び鹿島エリアにおいて先行的
に実施。その他の地域でも2021年中の全国
展開を目指している。

設備容量

運用容量

従来の運用 見直しの方向性

風力

火力

太陽光

【緊急時用に確保】

太陽光
火力

風力

※１

※１

②

①
③
(斜線部)

※２※３

※２※３

※１ 最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
※２ 周波数変動等の制約により、設備容量まで拡大できない場合がある。
※３ 電制装置の設置が必要。

（参考）日本版コネクト＆マネージの進捗状況
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• 太陽光発電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、計量器の精度や消費者保護の確保を求めた上
で、計量法の規定について適用除外とする。

• レジリエンス強化等の観点から、特定の区域において、一般送配電事業者の
送配電網を活用して、新たな事業者がAI・IoT等の技術も活用しながら、
自ら面的な運用を行うニーズが高まっているため、安定供給が確保できること
を前提に、配電事業者を電気事業法上に新たに位置づける。

分散型ネットワーク形成に向けた環境整備

• 近年の災害において倒木等により設備の復旧が長期化した山間部などの災害時・
緊急時のレジリエンスを向上させるため、一般送配電事業者が再エネやコジェネ等
の分散型電源を活用し、遠隔地において配電網の独立化を可能とする。

配電事業者の創設

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 電気計量制度の合理化

• 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事業者（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。その際、サイバーセキュリティを始めとする事業環境の確認を行う。

送配電設備の更新費・メンテナンス費
等の削減によるコスト減

分散型電源や調整力等の
追加によるコスト増

分散型電源の活用
（供給コスト増）

配電網の独立化
（設備コスト減）

発電事業者
（大規模電源）

分散型電源
（小規模電源）

アグリゲーター
（集約）

小売電気
事業者 需要家

＜配電事業への新規参入効果＞

１．例えば、自治体や地元企業が高度な技術を持つIT企業と
組んだ上で配電事業を行い、災害時には特定区域の配電網を
切り離して、独立運用するといったことも可能に

⇒電力供給が継続でき、街区規模での災害対応力が強化

２．新規事業者によるAI・IoT等の技術を活用した運用・管理
⇒設備のダウンサイジングやメンテナンスコストの削減

分散型電源を活用した遠隔地における配電網の独立化

従来の電力会社

計量法の検定を受けていなくても、
一定の基準を満たしたメーターを
活用できるようにする。

計量法に基づく特定計量器

配電事業者

主要送配電網

一般送配電事業者が新たな分散
型電源を設置し、安定供給を確保。
また、電気料金は主要送配電網
エリアと同水準。

分散型電源の導入促進に向けた環境整備

EV充電器
（蓄電池）

パワーコンディショナー
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災害に強い分散型電力システム

http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/all-denka/member/promotion/photo/taiyoukou/images/pv_pn40g_s.jpg


 「エネルギーの地産地消」とは、地域に存在する分散型エネルギーリソース（再エネ、コジェネ、蓄
電池等）を地域内で安定的かつ効率的に活用することを目的とした考え方。

 電気や熱を地域やエリア内で面的に活用することで、急速に拡大する再生可能エネルギーをはじ
めとした分散型エネルギーリソースを有効利用する手法として注目を集めている。

 地域の再エネをコジェネなど他の分散型エネルギーリソースと組み合わせ、経済的な地域エネル
ギーシステムとして需給一体的に利用するサービスは、エネルギー供給の強靭化（レジリエンス）
や地域内の経済循環の点でも有効であり、普及拡大が期待されている。

地域イメージ

11

地域における需給一体型の再エネ活用モデル
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• 再エネと調整力（コジェネ）を組み合わせたエネルギーの面的利用システムを構築するこ
とで、災害時の早期復旧に大きく貢献。

• 千葉県睦沢町では、防災拠点である道の駅を近隣住民に開放し、トイレや温水シャワー
を提供、800人以上の住民が利用。

むつざわウェルネススマートタウン 経過概要
9月9日（月） 5時 町内全域停電

9日（月） 9時 コジェネを立ち上げ住宅と道の駅に供給開始
10日（火） 10時 コジェネの排熱を活用し温水シャワーを提供
11日（水） 9時 系統復電

↑ 9月17日付 電気新聞

道の駅Aゾーン
（太陽光、太陽熱、

コジェネ設置）

＜むつざわスマートウェルネスタウン（SWT）＞
事業者：㈱CHIBAむつざわエナジー
システム概要：天然ガスコジェネと再エネ（太陽
光と太陽熱）を組合わせ、自営線（地中化）
で道の駅（防災拠点）と住宅へ供給。コジェネ
の排熱は道の駅併設の温浴施設で活用。
供給開始：2019年9月1日
※経産省、及び環境省の予算事業を活用

住宅ゾーン
（自営線供給）

↑周辺が停電する中、照明がついて
いるむつざわSWT【引用：㈱CHIBA
むつざわエナジーHP】

（参考）15号による停電時の分散型エネルギー活用事例（エネルギー面的利用）



小規模の分散型の設備をIoTで束ね、
供給力等を提供

アグリゲーター

 アグリゲーションビジネスについては、近年、工場等の大規模需要家の電力消費をアグリゲー
ター等の事業者を通じて抑制するサービス（ディマンドリスポンス）が実用化されている。

 さらなる促進に向けて、関係するガイドラインの改正や、アグリゲーターライセンスの創設等
を実施。

 なお、FIP導入に伴い、FIP対象となる再エネ電源や家庭などの小規模需要家の太陽光、
EV、蓄電池、エネファームなど、多様な分散型電源を活用し、供給力等を提供するアグリ
ゲーションビジネスの普及拡大が期待される。

市場価格

（売電価格）

（時）

プレミアム

できるだけ儲かる時間にたくさんの電気を売るには、
どうしたらよいのだろう・・・

卸電力市場での販売価格が時々刻々と変化（FIP制度）

発電量が天候任せできちんと予測できず、
インバランス（ペナルティ）が発生してしまう・・・

再エネ発電事業者

小さな再エネ発電をもっと有効活用したい・・・

アグリゲーションビジネスのイメージ

13

2020/07/22 再エネ大量導入・次世代NW小委員会（第18回）・再エネ主力化小委員会（第6回）合同会議 資料2（一部加工）

（参考）アグリゲーターの育成に向けた取組
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※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
※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（機器メーカー系アグリゲーター、エネマネ事業者等を想定）

 IoTを活用した分散型リソースの高度な制御技術を確立し、電力システムを支える「予
備力」、「供給力」、「調整力」の３つの電気の価値を提供する技術の実証を行う。

 VPPは国内では確立していない技術・取組であり、将来の実用化に向けて、技術確立
とともに実証データを蓄積し、制度整備を図る。

 また蓄電池の導入促進やその他分散型リソースのIoT化を促し、多様な活用方法の
開発や遠隔制御可能な設備の拡大を図る。

系統運用者
（実証は別機関が担当）

VPP出力制御の流れ

コーディ
ネーター※

制御指令

リソース
アグリ※

多くのリソースの使用状況を踏まえて、需要量を制御

制御
機器

リソースの使用状況
を踏まえて、選択した
リソースアグリへ指令

予備力

供給力

調整力

2016 20202017 2018 2019

実証スケジュール

（参考）アグリゲーター事業（VPP実証事業の概要）



• VPPによりピーク時間帯の系統需要を下げることで、負荷平準化を図ることが可能。電力システム全体の観点
から、①コストの高い電源の焚き増し（kWh）の回避、②ピーク電源に対する投資（kW）の回避のメリッ
トがありコスト抑制が期待される。

• 実際に、年間のわずかな時間のみ稼働する送配電事業者の予備力の調達の際、DRを活用したVPPは発電
所から電力を調達するより安価であり、電力システム全体の低コスト化に貢献している。

【出典】 東京電力「でんき予報」の需要データをもとに資源エネルギー庁作成

384万kW

ｌｌ
最大

電力需要
の7.5%

電力供給設備量
（イメージ）

×

0 8,760時間時間（h）

電
力
需
要
（
万
k
W
）

上位88時間

ミドル電源

ベースロード電源

5,093
万kW

効果①：発電所の稼働が不要
になる（ｋＷｈ価値）

効果②：発電所の維持管理・更新
が不要になる（ｋＷ価値）

||
年間時間の1％

負荷平準化のイメージ

出所）2019年12月17日 電力・ガス取引監視等委員会
制度設計専門会合 資料7 より資源エネルギー庁作成

落札量
(万kW)

平均価格
(円/kW)

電源（発電所） 297.7 6,302

ディマンドリスポンス 128.9 5,106

合計 426.5 5,941

DRが全落札量の約3割を占める
（対前年で＋39.5万kWの増加）

電源と比べてDRは約2割安
価

＜2020年度向け電源Ⅰ’調整力公募結果＞

（参考）VPPによる効果（系統安定化コスト削減）
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

FIT制度

市場価格

価格が一定で、収入はいつ発電しても同じ

→ 需要ピーク時（市場価格が高い）に
供給量を増やすインセンティブなし

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（時）

（売電価格）

FIP制度

市場価格

補助額（プレミアム）が一定で、収入は市場価格に連動

→ 需要ピーク時（市場価格が高い）に蓄電池の活用などで
供給量を増やすインセンティブあり

※補助額は、市場価格の水準にあわせて一定の頻度で更新

（売電価格）

（時）

補助後の収入
（調達価格） 補助後の収入

プレミアム

電力量
[kWh]

0時 12時 24時

１日の電力需要と
太陽光発電の供給量

電力需要

電力供給量
（FIT制度）

電力供給量
（FIP制度）

夕方に需要
ピーク

夕方に
発電量が減少

 大規模太陽光・風力等の競争力ある電源への成長が見込まれるものは、欧州等と同様、電力
市場と連動した支援制度へ移行。
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2020/07/22 再エネ大量導入・次世代NW小委員会（第18回）・再エネ主力化小委員会（第6回）合同会議 資料2（一部加工）

補助後の収入水準
（基準価格（FIP価格））

市場連動型の導入支援（FIP制度）


