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大きく変化している。近年の台風や大雨等の自然災害の頻発化・激甚化と、それに伴う再エネ発電設備

の事故により、再エネ発電設備の安全性に対する社会的関心が高まる中、こうした環境変化を適切に捉

え、安全対策を進めていくことが重要である。

●小出力再エネ発電設備の保安規律の確保

このような状況を踏まえ、太陽電池発電設備であれば出力50kW未満、風力発電設備であれば20kw

未満の小出力再エネ発電設備の保安規律も確保する。具体的には、小出力再エネ発電設備は、現行ルー

ルでは適用される規制が相対的に少ない中、その不適切事案に対応するため、新たに電気事業法上の報

告徴収や事故報告の対象に加える方向で検討を進める。

●太陽電_池発電設備に特化した新たな技術基準の整備に向けた検討

再エネ発電設備の中でも特に設置件数や事故件数の増加が、著な太陽電池発電設備にっいて、技術基

準への適合を分かりやすく判別するための「仕様」規定化を進めるとともに、設置者や設置形態の多様

化、技術革新への対応等を踏まえ、太陽電池発電設備に特化した新たな技術基準の整備に向けた検討を

進める。

而.地域と共生した再エネ発業の形成

再エネの'入拡大に伴い、地域と共生を図りながら営まれる再エネ発電事業の事例も登場してぃる。

特に、民間事業者の様々なサービスや電気自動車などの分散型エネルギーリソースを組み合わせながら、

需給一体的に事業を行うモデルも生じつつぁる。こうした取組を称揚し、より一層の促進を図ってぃく

ことが重要である。さらに、地域と共生したプロジェクトの組成を促進していくためには、条例等の枠

組みを活用しながら、再エネ発電事業者と地域住民の適切な対話(地元対話)を促していくことも重要

である。

●地域共生型再エネの導入促進

再エネ発電事業が、地域に根ざし、持続的・安定的に営まれていくためには、地域と共生するモデル

を抽出し、その好事例を普及・展開していくことが重要である。

地域共生型の再エネ発電事業を促進するため、地域に根差した再エネの活用事例としてエネルギーの

地産地消、地域のレジリエンス強化、地域循環型といった要素を持つ分散型エネルギーシステムを推進

すべきである。各地域でその地域の再エネ資源が活かされることで、再エネが地域を下支えし、雇用や

経済等が地域で循環することが非常に重要である。その方策として、地域と共生している再エネ発電事

業が積極的に評価されるような仕組みを検討すべきである。

●条例等による地元対話の促進

FIT制度の開始以降、再エネ発電事業の地域でのトラブルが増加していることを踏まえ、2017年4月

以降、再エネ特措法では、条例も含めた関係法令の遵守を義務付け、関係法令遵守違反の場合には、指

及ぴ助言、改善命令、認定取消し等の対応を行うこととしている。条例を関係法令に含めることによ

り、地域の特性や事情に応じながら、再エネ発電事業者と地域住民の対話(地元対話)が促進されるこ
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とが期待されている。地域の特性や事情を踏まえた条例として、例えば、景観の阻害、太陽光パネルの

反射光による住環境の悪化、士地の形質変更に伴う防災機能の低下、近隣住民への説明不足等によるト

ラブルに対応する必要性があることから、一定規模以上の太陽光発電・風力発電設備を設置しようとす

る場合は、地方自治体の長への届出を求めている例がある。また、山林や傾斜地を開発する太陽光発電

事業計画の増加による防災上の問題、環境面や景観面での悪影響や、近隣住民への説明不足等によるト

ラブルに対応する必要性を踏まえ、一定規模以上の太陽光発電事業を実施しようとする場合は、地方自

治体の長の認定を求めている例もある。

再エネ発電事業者による地元対話を促進するため、FIT制度の認定要件として地方自治体の同意を義

務化司、べきといった考え方もあるが、各地方自治体の事情は様々であることから、国が地方自治体の同

意取得を一方的に求めることは適切ではない。むしろ、先行事例を参考としながら、地方自治体による

地域の特性や事情に応じた条例策定等の自立的な制度整備を促すため、国もそれを的確に支援すること

が必要である。

このため、引き続き、「地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会」を活用して、条例

策定等の地域での再エネ理解促進のための先進的な取組を進めている自治体の事例等を全国に共有し、

地方自治体との連携を一層強化していくべきである。その際、従来の情報連絡会に加え、地域に赴き、

生の声をつぶさに伺い、双方向で議論・共有する新しい場を設けることも重要である。



1. FIP制度の詳細設計

【論点1】FIP制度の詳細設計に向けた基本的な方針

【点2】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※

交付期間(支援期間)

(円ノkwh)

^^^^

市参照期間1

r

1基拳価格(FIP価格)
②照価格
3フしミアム単価(①一②)

【点7】出力制御におけるFIP電源の取扱い

【論点8】蓄電池併設の取扱い

【点9】オフテイカーリスク対策(一時調達契約)

【論点10】離島・沖縄地域の扱い※

【論点11】発電事業計画及び定期報告

市場参照期間Ⅱ

【点3】基準価格(FIP価格)及び交付期間の決定
補助後の収入

'ノ

補助後の収入水準
(1基準価格(FIP価格))

:交付期間にわたり固定

:市場参照期問毎の市場価格の平均価格を基礎として、一定期問毎に算定

:参照価格の変動に応じて、一定期間毎に機械的に定される

^^

【論点3】基準価格(FIP価格)及び交付期間の決定

● FIP制度における FIP1齡は、FIT制度における調達価格と同じく、当該区分等における再生可能
エネルギー電気 が効に一i・、る.白に.・要・認・,',る」1.及ぴ当該gキ給に係る再生可能
エネルギー電気の見杁量 とし、価格目標、再エネ電気供給量の状況、適正な利潤その他の事情を勘案して
定めるものとされている。

● FIP制度では、再エネ発電事業者が、力需給に応じて変動する市場価格を意識し、・",.D'ー!区いきに
工夫 できる。このため、 HP制度の基準価格(FIP価格)とFIT制度の調達価こで

格は、対象区分等の違いによる価格差に加え、 ノハ,つ三.'に.つ 四き'.。他方、 FIP制度ー'

入当初は、再エネ発電事業や周辺ビジネスカ電力市場への統合に向けて動き出そうとするところであり、 L、,..,
、・0に 0...'は、 FIP ☆:ニ'P"' L 於 Flpl f三FIP へのヘ

"とる方向で、調達価格等算定委員会で審議いただくこととしてはどぅか。のFI

●また、FIP制度における、 は、FIT制度における調達期間と同じく、当該区分等に該当す
る再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー、"の=;の..,'の時'、、その供給の開始後最初
に行われる再生可能エネルギー発電_゛., 'i,こ"七1して定めるものと0.i.ゾ^'、'・LJ 'つ叉'.'P 0

1 _し^^

されている。これを踏まえ、交 P 期、,にっいては、 FI ':t1こ、。け、上_'・!._, 方向で、調達
価格等算定委一会で審議いただくこととしてはどぅか。

^^

市参照期間Ⅲ

②照格
/

、

、、
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補助後の収入水拳
(基準価格(FIP価格))

市場価格

時間

点4】卸電力取引市場の価格の参照方法※

点5】卸電力取引市場以外の価値の取扱い

点6】バランシングコストの取扱い※

注)※は、本日の御議論いただいた上で、次回以降に改めて御審議いただきたい論点。

FIT制度
.
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アグリゲーションビジネス活性化の必要性

●再ネの主力電源化に向けて、再エネにっいて、蓄電池等も活用しっつ、適切な需給管理を行い
従来型の電源等と共通の環境下で競争できるビジネス環境を整備するこ々が重要。

●これまで現行FIT制度の下で導入されてきた再エネは、一般送配電事業者がインバランスリスクを
負っているケースが多く、再エネの需給管理を行うノウハウを有する再エネ発電事業者や小売
事業者は少ない。

●一方、今後、卒FITの増加や、FIP制度の導入に伴い、再エネ事業者も給管理の責任を行う
必要が出てくる。大規模な再エネ事業であれぱ、このような需給管理を自ら行うことも考えられるが、

をについ は 1、 Aわ世匙工1、

アグリゲーションビジ、の発展 t重であると考えられる。理をーといっ、 つ

●また、アグリゲーターは給管理以外にも様々な価値を提供すること力やできる。例えば、再エネの主
カヒ1こいな整力の重要 t まと想定されてぃるが、欧州等の先進的な
市場では、アグリゲーターが給調整市場等での取引を通じてこうした価値を提供し、再エネの主
力源化を下支えしている。

アグ1 ーションビジの活●このため、FIP制度と併せ、 について御議論いた越きた
い。

(参考)アグリゲーターのビジネスモデルと健全な育成のための視点

●アグリゲーションビジネスにおいては、アグリゲーター等は、 1、ーのkwh
△kW をkw にすることになる。て

●需給管理は、大規模BGが一括して行うという手法に加え、例えばA110Tの
ど』意工を行う余地が生まれており、じ、

'カシー全に^、ことt さ。

※1 取り扱う分散型りソースによっては、ここに記する全ての市場に参入できるとは限らない。

39

FIP制度

変動再エネ等

の活用を
に

アグリゲーターに関連する分散電源、市場等(イメージ)

入で事業会拡大が期待される分野(kvvh価値引、インバランス管理)

卸電力市場

(kwh価値)

約 市 取引 非化石価値取引市場

(非化石価値)
アグリゲーター等

調整力公募→

需給調整市場

(△kvV価値)

容量市場

(kvV価値)

蓄電池等

需要・側りソース

邑Ξ



アグリゲーター等のビジネスモデル

●再エネ電源を含む小規模な分散型りソースを束ねる主体(アグリゲーター等)としては、「特定L._供
給事業者」や「小売電気事業者」が考えられる。

●アグリゲーター等のビジネスは、従来型電源との組み合わせやエネルギーマネジメント等とも密接に関
連するため、これらも含めた全体的な視点から、ビジネスの活性化を検討する必要がある。

再エネ、、需要家側りソース、蓄池等の分散型りソースを束ねて、そのボジワット・ネガワット
を自社のBGに取り込む、もしくは更に市場等を通じて他の事業者に提供する事業者

再エネ電源、需要家側りソース、蓄電池等の分散型りソースを束ねて、そのボジワット・ネガワット
を市場等を通じて小売電気事業者ないしは一般送配電事業者に提供する事業者

小売電気事業者、一般送配電事業者

分散型りソース
(再エネ電源(FIP、卒FIT等)、需要家側りソース、蓄電池等)

力市

事業者区分

小売電気事業者

定卸供給事業者
(電事法改正で措置)

特定卸供給事業者
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日本版コネクト&マネージの今後の進め方

● N・1電制(緊急時用の枠の活用)にっいては、圧へ への

N・1 」^によるを口 に向ιこ対方針が定まったため、る

2@22年度中の本格適用の開始に向け、ー 者にて用システ開発のた
めの設、電力 において必な規程類の を1テう。

●ノンファーム型接続にっいては2021年中の全国展開を目指し、き 、▲にいて
理方法含こ しながら、を については、こ、

現在実施されている勉強会の内容を参考にしっつ、電力系統の専門知識を有する力広
のープラン ^

:共 にいて整理することとしてはどぅか。

ず子

取り組み

想定潮流の合理化

ガイドライン改定

N・1電制

本格適用

試行ノンファーム型接続
および暫定接続

混雑管理方法

(出所)

2019

3Q

していた火力

4Q

改定案 GL
作成改定

精に関わる
検討

精算システムの

具体的対応検討

IQ

送電線の利用ルールの見直し

一的にノンフ一型 している.区.は、

であ、系、時にはF効_な火力・
にし、出力を受'ゐことになる。また、'

は工のに ーの力^

規定類・約款改定の
必要性等の検討

.

勉強会

力広域的営推進機関第48回広域系統整備委員会(2020年6月26日)

2020

2Q 3Q

①

29

規定類・約改定の

必要性等の検討

一般送配電事業者による精算システム開発

規定類・約款改定の
具体的改定案の検討

4Q
2021

送

2022

送可能容量

整一

口

f^

改定

2023

以降

にき力あ ^、

・つ2021年中に全国展開

ノンファーム型接の

再エネ

0

総会

食

可能な限り早
期の適用開始

を目指し検討

先に

をに る

している

の潜在容量もい系
可能性もある

1送一可能容量を超えると、

1先に接続してぃた電源力優先され、
1出力制を受ける。

〆ーーーー..ーーーーーーーーーーーーーーーーー.-1'●●^●●●^

=つ見直しを検討゛子ψ

混雑時

口

令和2年7月13日第26回

通常時

資料功ち抜粋

等

ガス基本政策小委員会事務局料(一部加工)

定

用
始

時
フ
工
生
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U域間連系線におけるメリットオーダーに基づくルール

●"ニ、^間'、'Υジゞ,ほ先着{.・先ルールに基づき運用がなされてきた。また、2◎16年度
からは制度上、先着E先ルールに基づき連系線を利用可能な事業者が、容易に電源の
差し替えを行うこと力句能となったため、連系線を利用できない事業者と比して、競争上
極めて有利になる問題が生じてぃた。

●このため、2@18年10月以降、ーメー'を のい、

に送'・るZとを口・:と・るルール"'1 ーションを入。公平な克克争環境の下
で連系線をより効率的に利用山、広域メリットオーダーの達成を促すこととなった。

●なお、当該検討を開始時に長期連系線利用計画の登録を行っていた事業者にっいては、
検討開始時点から10年間の経避昔置期間を設けている。

●また、長期固定電源にっいては、設計0運用等の技術的課題から出力制御が困難であ
るため、スボット市場において、成行価格での約定を可能とする位組みとしてぃる。

<連系利用状況イメージ>(4つの利用計画分を送電できる容量があると仮定①~④は優先順位)
(現在:間接オークション)(従来:先着優先ルール)

①利用曇十画1(8円/kwh) ③利用、画1(8円/kwh)

④利用計画2(10円/kwh)②利用計画2(10円/kwh)

③利用、画3(7円/kwh) ②利用画3(7円/kwh)
利用 4(25円/kwh)④利用'十画4(25円/kwh)

利用計 5(5円/kwh) ①利用号十画5(5円/kwh)
利用計回6(17円/kwh) 利用 6(17円/kwh)

※メリットオーダーに沿って連系線を利用※利用計画の登録順に連系線を利用

基幹送電線の利用ルール見直しに向けた方針と主な論点

●前回の本小委員会における議論を踏まえ、地域間連系線と同様に、基幹送電線の利用
ルールも、メリツオーーに基づルールにしていことを乞_方銑としてはどぅ、。

●その上で、今後の方針整理に向けて、以下の主な論点にっいてどぅ考えるか

<主な論点>

●地域間連系線の場合と異なり、基幹送電線を利用する電源は多数あるため、広範な既存電
源に大きな影響を与え得る。足元では基幹送電線の混雑は限定的だが、今後の再エネの大量
導入により、混雑が生じる可能性があることも踏まえ、既存電源への影響にっいて、どのように考
えるか。

●仮にメリットオーダーを導入した場合、個々の電源が基幹送電線を利用できるか否か直前まで判
明しない結果J見イテ制度の下では容量市場や需給調整市場への参加が認められなくなることや、
事業予見性低下による事業者の投資意欲喪失に伴う将来の供給力・調整力不足、小売事
業の調達計画への影響などにっいて、どのように考えるか。

●エネルギー基本計画に基づき、再エネの主力電源化や非効率石炭火力のフエードアウトを進め
ている中で、限界費用に基づくメリットオーダーの下では、バイオマス発電が石炭火力やガス火力
に劣後し、石炭火力がガス火力に優先することにっいて、どのように考えるか。

●既存電源への影響を緩和するため、例えぱ、地域間連系線の例にならい、一定の経過措置を
設けることにっいて、どのように考えるか。また、長期固定電源にっいて地域間連系線と同様の取
扱いとすることについて、どのように考えるか。
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