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1.電力の安定供給に必要な供給力の確保に向けた
取組について

2.電力システムの分散化等に係る法制度の整備につ
いて

3.地域共生型再生可能エネルギー等の普及について



（参考）設備容量の推移

近年、再エネ設備の導入が増加すると共に、石油火力の廃止や一部原子力の廃炉が進んでいる。

（出所）2000～2015年度：電源開発の概要（資源エネルギー庁）、2017年度以降：供給計画とりまとめ（電力広域的運営推進機関）から作成
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電源Iを除いた供給力と最大需要電力の比較について

（出典）第62回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料7、第58回制度設計専門会合資料6-1よりエネ庁作成

 2020 年度冬期の電力需給ひっ迫・市場価格高騰に係る検証中間取りまとめでは、
「予備率は一般送配電事業者が確保した調整力を含む値であるため、市場に供出可
能な供給力は需要量を下回る可能性があることに加え、スポット取引断面で BG が策
定した計画と実績との間にずれがある場合、実需給断面で十分な予備率が確保されて
いる場合でも、スポット市場断面では売り札が不足する可能性がある」とされている。

 電力広域的運営推進機関によって示された夏季の供給力から電源I及び電源I‘を引い
た値と最大需要電力を比較すると下記のとおりである。

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄
電源I-a 34.8 95.3 272.9 173.6 34.0 154.8 73.5 34.8 103.8 5.7
電源I-b 68.1 1.0 34.4 24.4

7月
供給力 514.0 1367.0 5823.0 2705.0 536.0 3007.0 1146.0 545.0 1754.0 201.0
内 電源I’ 16.0 48.0 120.0 53.0 6.0 82.0 27.0 7.0 49.0 11.0
供給力-(電源I+電源I‘） 463.2 1223.7 5362.0 2478.4 495.0 2735.8 1045.5 503.2 1601.2 159.9
最大需要電力（７月） 442.0 1291.0 5544.0 2576.0 505.0 2832.0 1079.0 513.0 1652.0 155.0

８月
供給力 548.0 1470.0 5762.0 2751.0 542.0 3038.0 1158.0 551.0 1798.0 210.0
内 電源I’ 16.0 48.0 120.0 53.0 6.0 83.0 27.0 7.0 49.0 11.0
供給力-(電源I+電源I‘） 497.2 1326.7 5301.0 2524.4 501.0 2765.8 1057.5 509.2 1645.2 168.9
最大需要電力（８月） 442.0 1415.0 5544.0 2594.0 509.0 2851.0 1087.0 517.0 1652.0 160.0

9月
供給力 552.0 1382.0 5298.0 2635.0 504.0 2686.0 1089.0 546.0 1713.0 210.0
内 電源I’ 16.0 48.0 120.0 53.0 6.0 82.0 27.0 7.0 49.0 11.0
供給力-(電源I+電源I‘） 501.2 1238.7 4837.0 2408.4 463.0 2414.8 988.5 504.2 1560.2 168.9
最大需要電力（９月） 421.0 1323.0 5073.0 2491.0 454.0 2419.0 980.0 493.0 1443.0 155.0
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（参考）小売電気事業者の供給能力確保義務に関する電気事業法の条文

（供給能力の確保）
第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手
方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
２ 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるた
めに必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害する
おそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要
な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。



各社の相対卸取引の窓口（再掲）

事業者 確認結果

北海道 • 需給運用部 総合取引グループ：https://www1.hepco.co.jp/cgi-bin/inputform.cgi?id=wholesale

東北 • 発電・販売カンパニー事業戦略部：https://www.tohoku-epco.co.jp/callcenter faq n/other/index.html

東電グループ • 東京電力エナジーパートナー 運用部電力取引グループ・新電力営業グループ：03-6373-1111（代表電話）
• 東京電力リニューアブルパワー 経営企画室 経営企画グループ：https://www.tepco.co.jp/rp/business/faq/

中部グループ • 中部電力ミライズ 調達・需給本部 電力調達グループ：https://faq-miraiz-
chuden.dga.jp/faq detail.html?id=8132&category=50079&page=50000

JERA • 最適化本部 エネルギーソリューション第一営業部エネルギーソリューションユニット：https://www.jera.co.jp/electricity-
wholesale-transaction-contact

北陸 • 電力取引部 電力受給チーム：http://www.rikuden.co.jp/wholesale/

関西 • エネルギー需給本部：https://inquiry.kepco.co.jp/app/inquiry/index/21

中国 • 需給・トレーディング部門 電力契約グループ：https://www.energia.co.jp/faq/other/answer.html

四国 • 総合企画室 需給運用部 電力取引グループ：
https://www.yonden.co.jp/business/supply/wholesale inquiry/index.html

九州 • エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部 卸供給担当窓口：http://www.kyuden.co.jp/business wholesale-
inquiry.html

沖縄 • 企画部：098-877-2341（代表電話）

11



12

1.電力の安定供給に必要な供給力の確保に向けた
取組について

2.電力システムの分散化等に係る法制度の整備につ
いて

3.地域共生型再生可能エネルギー等の普及について



13

（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】

エネルギー供給強靱化法（２０２０年６月成立）
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資源エネルギー庁での検討状況について
 持続可能な電力システム構築小委員会

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic policy subc
ommittee/#system kouchiku

 次世代スマートメーター制度検討会
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy environment/jisedai smart
meter/index.html

 電力データ活用の在り方勉強会
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity and gas/electric
/shiryo joho/electricity data.html







小売販売電力量に対する市場価格連動分の取引割合
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2019年度対象電力量

小売販売電力量 8,309億kWh（100％）

JEPX取引量 2,925億kWh（35％）
うち、121億kWh（FIT買取電力量の13％）はFIT送配電買取

FIT送配電買取
特定卸供給

10億kWh（0.1％）
FIT買取電力量の1％

FIT小売買取 772億kWh（9％）
FIT買取電力量の86％

市場価格連動で
価格変動リスクのある

取引電力量

※FIT小売買取の後、JEPXで取引されるケースなど、一部重複があることに留意が必要。

※2019年度の
FIT買取電力量は

903億kWh（11％）



（参考）FIT制度からFIP制度への移行について
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（１）交付対象区分等の決定及び入札を実施する交付対象区分等の指定
 調達価格等算定委員会では、当該整理も踏まえ、2022年度（FIP制度施行初年度）の交付対象区分等及

び交付対象区分等のうち入札を実施する区分等に関する意見を含む「令和3年度以降の調達価格等に関する意
見」が2021年1月に取りまとめられている。具体的には、2022年度における交付対象区分等（新規認定）は、
電源種別によって、一定規模以上は新規認定でFIP制度のみが認められるようになることに加え、新規認定でFIT
制度が認められる対象についても、50kW以上については、事業者が希望する場合は、FIP制度の新規認定を選
択可能とされている。また、既にFIT認定を受けている電源については、FIP制度への移行を促して、アグリゲー
ション・ビジネスの活性化や再生可能エネルギーの市場統合を促進することが重要であることから、事業者が希
望するのであれば、FIP制度への移行認定が認められる。移行認定は価格変更される事業計画の変更に該当
せず、基準価格は調達価格と同水準、交付期間は調達期間の残存期間とする、といった内容である。

【エネルギー供給強靱化法に盛り込まれた再エネ特措法改正に係る詳細設計（抜粋）】
（再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 2021年2月16日）

（６）バランシングコストの取扱い
 FIP制度において、具体的に再エネ発電事業者に生じる追加的な業務やリスクは、a）発電計画の作成、b）イ

ンバランスの精算、c）プロファイリングリスク等である。a）及びb）については、FITインバランス特例②を選択してい
る小売電気事業者に「FITインバランスリスク料」が交付されていることを踏まえ、プレミアムを計算するための「参照
価格」の算定に当たり、「FITインバランスリスク料」に相当する額（バランシングコストの目安）を勘案することを基
本とすることとした。また、変動電源（太陽光発電、風力発電）については、制度開始当初は、上記a）～c）に
係る技術やノウハウの蓄積が必要と考えられるため、事業者の声や諸外国の例を踏まえ、経過措置として一定
の配慮を行い、年限とともに、経過措置を減じることにより、早期にFIT制度からFIP制度へ移行するインセン
ティブを付与する仕組みとすることとした。非変動電源（地熱発電、中小水力発電、バイオマス発電）は、b）及
びc）のリスクが限定的であることを踏まえ、FIP制度施行当初から、バランシングコストの目安のみとすることとした。
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1. 技術的課題
 完全に独立した系統や再エネ接続量が著しく増

加した系統の運用は、大規模な蓄電池等の調
整機能と高度な運用ノウハウが必要

2. 経済性
 系統運用者にとっては、設備増強等の回避を含

め、従来の運用以上に効率性を高めることが
必要だが、高コストな蓄電池の導入等が必要
など、ビジネスモデルの確立に課題

3. 関係者間調整
 マイクログリッド内の需要家、自治体、送配電事

業者、小売電気事業者等、複数の関係者との
合意形成に時間を要する

※独立運用の場合、事業者の申請に基づき国が指定した区域を主要系統から切り離し、一般送配
電事業者が系統運用と小売供給を一体的に行う仕組み（指定区域供給制度）の適用が必要。
この場合の課題は、関係者間調整が中心となる。

1. 基盤技術の構築
 マイクログリッド構築支援等を通じ、事業者による
マイクログリッド内の需要と分散型エネルギーリ
ソースによる供給の調整に要する基盤技術の構
築を進める。

2. 経済性の向上
 需給調整機能として重要な蓄電池のコスト低減等

により、マイクログリッドの事業性の向上を図る。また、
マイクログリッドの収益性向上に向け、平時に分散型
エネルギーリソースを有効活用する取組を促進。

3. 関係者間調整の円滑化
 ガイドライン等の整備により電気事業法上の各種ラ
イセンスの参入方法や関係者との調整事項等の整
理、分散型プラットフォームにおける関係者の知見や
ベストプラクティスの共有を促進。

課題 対策

• マイクログリッドは、地域内の電気や熱の地産地消を促進し、地域の効率的なエネルギー利用を可能とするとともに、
レジリエンス強化・地域活性化にも貢献。

• マイクログリッド内でエネルギーの需給を効率的に調整することで、送電レベルに流れる電力量が低下すれば、電力
ネットワーク設備の増強に関する費用負担や時間の回避にも貢献。

• さらに、地方、特に長距離の送配電線が敷設されている山間地等では、系統運用を効率化※。
• 他方、技術面、経済性等の観点で課題があり、対応が必要。

マイクログリッドを構築する意義と課題・対策
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 平常時の系統運用は一般送配電事業者が実施し、災害時には、一般送配電事業者の
責任の下、地域マイクログリッド事業者が、地域内の分散型リソースから自立的な電力
供給等を実施。

 一般送配電事業者、自治体、地域マイクログリッド事業者が連携し、地域のレジリエンス
向上の他、地域と共生したエネルギー需給する取組等の実施。

 昨年度、マスタープラン作成事業15件、地域マイクログリッド構築事業3件の事業を採択。

令和２年度当初予算
マスタープラン作成事業：15件

①シン・エナジー㈱ー北海道士幌町/北海道電力
バイオマス発電等による変電所単位での独立モデル

②東急不動産㈱ー北海道松前町/北海道電力
変電所単位で運用する大規模風力活用モデル

③㈱エスコー北海道白老町/北海道電力
少ない積雪量や平地などを活かした自然共生
モデル

④㈱大林組ー栃木県那須塩原市/東京電力
山間部の小水力等を活用する地産再エネ活用モデル

⑤㈱東光高岳ー群馬県上野村/東京電力
山間部で分散電源による電力を相互融通するモデル

⑥㈱関電工ー千葉県いすみ市/東京電力
コンパクトグリッドでの自立を目指した地域のBCP向上
モデル

⑦㈱イスズ等ー神奈川県川崎市/東京電力
分散電源を統合制御する都市型モデル

令和２年度当初予算
地域マイクログリッド構築事業：3件

⑧㈱イースリーー長野件茅野市/中部電力
平時にも有効活用する再エネ自立モデル

⑨NTTアノードエナジー㈱ー岐阜県八百津町/中部
電力

エネルギーの地産地消を行うモデル
⑩Daigasエナジー㈱ー滋賀県湖南市/関西電力

工業団地を含めたマイクログリッドを構築するモデル
⑪カネカソーラーテック㈱ー兵庫県豊岡市/関西電力

災害時に電力供給する工業団地モデル
⑫㈱アドバンテックー愛媛県西条市/四国電力

商業エリアから住居エリアへ電力供給する再
開発モデル

⑬㈱正興電機製作所ー愛媛県上島町/中国電力
災害に強い離島モデル

⑭Daigasエナジー㈱等ー宮崎県日向市/九州電力
港湾エリアへ給電する電力会社連携モデル

⑮(有)国吉組ー沖縄県うるま市/沖縄電力
停電多発地域における離島BCP向上モデル

①阿寒農業協同組合ー北海道釧路市/北
海道電力

太陽光発電、バイオマス発電等を活用
②京セラ㈱等ー神奈川県小田原市/東京
電力

太陽光発電、EV等を活用して地域の
レジリエンス向上を図る、系統の末端切
り離しモデル

③㈱ネクステムズ等ー沖縄県宮古島市
（来間島）/沖縄電力

家庭用太陽光と系統用蓄電池を組み
あわせ自立運用を可能とする、離島の
独立モデル

（参考）マイクログリッドにおけるDRや蓄電池等の活用促進

令和2年度地域マイクログリッド採択事業者一覧


