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154kV 以下の託送制約関連作業に伴う                  

発電制約量の算定および通知運用の取扱い             
  

１ 目 的 

この「154kV以下の託送制約関連作業に伴う発電制約量の算定および通知運用の取扱い」は，

１５４ｋＶ以下の託送制約関連作業に伴う発電制約量算定および通知運用の取扱いを定め，発電

者等との公平性の確保および作業の安全かつ合理的な実施と電力系統の安定運用を図ることを目

的とする。 

 

２ 適用範囲 

１５４ｋＶ以下の託送制約関連作業における発電制約量の通知運用の取扱いに適用する。 

 

３ 用語の定義 

用語の定義は，指針本則ならびに電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）が定

める業務規程，送配電等業務指針および作業停止計画調整マニュアルに準ずる他は，次のとおり

とする。 

 

用 語 定 義 

対象系統 
◇１５４ｋＶ以下の電力設備のことをいう。ただし，連系線

の運用容量に影響を与える電力設備は除く。 

発電設備等 
◇発電設備，電力貯蔵装置その他の電気を発電または放電す

る設備をいう。 

 

４ 対象系統における発電制約を伴う作業停止計画調整の考え方 

支社給電制御所は，発電者に対して対象系統の作業停止計画を事前に提示（第３年度目の作業

停止計画を情報共有）し，流通設備の作業停止計画に発電設備等の作業を同調するように促すこ

とを基本とする。また，支社給電制御所は，年間計画（翌々年度分）における流通設備および発

電設備等の作業停止計画案をもとに，指針本則第３章（作業計画・実施の基本方針）１（作業計

画にあたっての基本事項）(1)を考慮しても流通設備の作業候補時期が複数ある場合は，発電制

約の回避を考慮し，流通設備と発電設備等の作業同調による発電制約の最小化を考慮のうえ，調

整する。 

なお，支社給電制御所は，作業停止計画について可能な限り年間計画（翌々年度分）断面で発

電者と調整し,合意できるよう努める。 

   

５ 発電設備等の出力の増加または抑制の対象となる発電設備等の決定 

対象系統の潮流調整のために発電設備等の出力を増加または抑制する対象となる発電設備等

は，支社給電制御所が行う年間計画および月間計画の各断面における最終案をもって選定を行い

決定する。なお，対象系統の計画外停止については事象発生後，すみやかに支社給電制御所は増
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加または抑制対象となる発電設備等の選定を行い決定する。 

 

６ 発電制約対象となる発電設備等の範囲 

発電制約の対象となる発電設備等は「作業停止する流通設備と同一電圧階級」とする。ただ

し，対象範囲に制約可能な発電設備等が接続されていない場合または対象範囲に接続されている

発電設備等をすべて停止しても発電制約量が不足する場合は，他電圧階級に接続されている発電

設備等（ただし，配電系統に接続されている発電設備等を除く。）を制約対象とすることも可と

する。 

 

７ 発電制約量の算定および配分 

（１）発電制約量の算定 

支社給電制御所は原則，送配電等業務指針第２４４条にもとづき，かつ送配電等業務指針附

則（平成３０年６月２９日）第２条第１項に準じて制約の対象として選定した発電設備等（作

業停止の発電設備等も含む。）により定格容量比率按分した量を発電制約量として算定する（発

電設備等の最低出力等は考慮しない。）。 

発電制約量の算定に必要となる需要ならびに太陽光発電出力および風力発電出力は，過去の

同時期の実績をもとに，再生可能エネルギーの導入量や実需給断面で生ずる想定誤差等を考慮

して想定することを基本とする。 

なお，作業停止する電力設備より下位の電圧階級の自然変動電源の連系量が多い系統等，予

め発電制約量の変動を見込む必要がある場合においては，支社給電制御所は発電者と協議のう

え，必要に応じて一定の幅を持たせた発電制約量を算定し，通知することも可能とする。 

（２）発電制約量の配分の基本的な考え方 

定格容量比率按分による具体的事例を別紙１「定格容量比率按分の具体的な事例」に示す。 

 

８ 発電制約量の通知および調整 

（１）発電制約量の通知のあり方 

支社給電制御所は，７（発電制約量の算定および配分）にもとづき算定および配分した発電

制約量を，（２）の表１の計画ごとの通知時期までに発電者へ通知する。また，必要に応じて発

電制約量の算定根拠，説明資料等（発電制約量と合わせて，以下「発電制約量等」という。）を

用いて発電者に説明を行う。発電制約量の通知および調整に係る概略フローを図１に示す。 

なお，支社給電制御所は，流通設備と発電設備等の作業停止が同調しており，計画通り作業

停止が行われれば発電制約が発生しない場合は，発電制約量の配分および通知を実施する必要

はないが，流通設備や発電設備等の作業停止の工程変更等（休止中発電設備等が運転再開とな

る場合も同様）により発電制約が発生する可能性を考慮し，原則として，すべての発電者に，

発電設備等の作業停止予定がない場合における発電制約量を通知する。 

また，支社給電制御所は，発電者から発電設備等の作業停止計画等の計画変更の連絡を受け

た場合は，すみやかに発電制約量の見直しを行い，見直し後の発電制約量を発電者に通知する。 



(託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い) 

3 (2023.4.3) 

 

図１ 発電制約量の通知および調整に係る概略フロー 

 

（２）発電制約量の通知時期，通知内容および通知様式 

発電制約量の通知にの時期および内容は，表１のとおりとする。発電者への通知様式は，年

間計画は別紙２「流通設備作業に伴う発電制約一覧（年間計画）」，月間計画は別紙３「流通設

備作業に伴う発電制約一覧（月間計画）」を標準例として定める。 

なお，エリアの需給状況等に応じて発電制約量を見直した場合，支社給電制御所は，すみや
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かに見直し後の発電制約量を発電者に通知する。 

 

表１ 発電制約量の通知時期および通知内容 

通知する作業計画断面 通知時期 通知内容 

年間計画（翌々年度分） 

９月末※１ 

作業ごとの各月平日・土曜日・日祝日

別，３０分ごとの発電制約量 

１２月末※２ 

３月１日 

年間計画（翌年度分） 

９月末 

１２月末 

３月１日 

月間計画（翌々月分） 前々月１０日 
作業ごとの日別，３０分ごとの発電制

約量 

※１ ９月末以降に発電制約を伴う流通設備作業停止計画の追加・変更を行う場合は，発電制

約が新たに追加または変更となるすべての発電者にあらかじめ説明し，同意を得られた場

合にのみ，作業停止計画の追加・変更を行うことができる。この場合，発電制約量は，作

業停止計画の追加・変更の都度すみやかに通知する。 

※２ 支社給電制御所は，１２月末までに作業停止計画の調整を行い，年間計画（翌々年度

分）の発電制約量を発電者に通知する。１２月末以降は，発電制約を伴う流通設備作業停

止計画の追加・変更は，法令上の対応や緊急的な設備トラブルの要因によるものを除き，

原則として行わない。 

ただし，やむを得ない理由により発電制約を伴う作業停止計画の追加・変更を行う場合

は，作業の追加・変更により影響を受ける事業者の同意が得られた場合にのみ，作業停止

計画の追加・変更を行うことができる。この場合，発電制約量は，作業停止計画の追加・

変更の都度すみやかに通知する。 

 

（解 説）※作業停止計画調整マニュアル 2.8.2 より一部引用 

容量停止計画（実需給２年度前の１２月末までに調整を完了）との整合の観点から，年間

計画（翌々年度分）の発電制約量の１２月末の通知以降の計画変更は困難となる場合がある

旨を，発電制約をともなう作業停止計画に関係する系統利用者に説明しておくことがのぞま

しい。 

ただし，系統利用者の作業，新規連系のための工事，一般公衆の作業（流通設備付近にお

けるクレーン使用等）等については，実需給２年度前時点では予期できない場合もあり、こ

のような作業が原因で実需給２年度前の１２月末以降に流通設備や発電設備の作業停止計画

の追加，変更が必要となった場合，支社給電制御所は，関係する系統利用者と協力して調整

する。 

 

（３）発電制約量の発電者間調整 

支社給電制御所は，発電者から発電制約量の調整を希望する申出があった場合，調整希望の

対象となる作業に伴い発電制約量を通知したすべての発電者（以下「対象発電者」という。）の

連絡先の一覧を記したリストを，申出があった発電者（以下「調整希望発電者」という。）に提

供し，調整期日（（４）により発電制約量の決定通知を行う日の前月末とする。）を連絡すると

ともに，対象発電者間で調整した結果の報告を依頼する。また，支社給電制御所は，調整希望
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発電者を除く対象発電者にも，調整希望発電者より発電制約量の調整希望があった旨を連絡す

る。 

（４）発電制約量の決定 

支社給電制御所は，月間計画（翌月分）が決定する２０日頃に発電制約量を決定し，別紙３

「流通設備作業に伴う発電制約一覧（月間計画）」により発電者に通知する。ただし，作業停止

する電力設備より下位の電圧階級の自然変動電源（太陽光発電，風力発電および水力発電）の

連系量が多い系統等，作業系統によって発電制約量の変動は異なると考えられるため，それ以

降については可能な限り発電制約量を少なくするよう，支社給電制御所は発電者と協議し，必

要に応じ再通知する。 

また，支社給電制御所は，計画から実需給断面までに行った発電制約量を少なくする取組み

について，発電者に適宜説明する。 

（５）計画外作業や作業工程変更等が生じた場合の取扱い 

支社給電制御所は，発電制約量の決定以降，関連する流通設備や発電設備等の作業計画の追

加・変更・中止が生じ，発電制約が新たに発生または変更がある場合は，作業の追加・変更に

より発電制約量増加の影響を受ける事業者の同意を得たうえで，発電者へすみやかに発電制約

量を通知する。この場合，支社給電制御所は，（１）に準じ，必要に応じて発電制約量の算定根

拠，説明資料等を用いて発電者に説明を行う。 

（６）緊急時の扱い 

ア 緊急時における発電制約 

支社給電制御所は，人身の安全または設備保安上の理由により緊急的に流通設備を停止す

ることにより，発電制約が必要となる場合は，次のとおり対応する（業務フローを図２に示

す）。 

（ア）調整力としてあらかじめ確保する発電設備等およびオンラインで調整できる発電設備等

（以下「調整電源」という。）がある場合は，調整電源の出力調整を基幹給電制御所経由で

中央給電指令所に依頼する。調整電源がない場合または調整電源の出力調整だけでは発電

制約量が不足する場合は，調整電源以外の発電設備等のうち即時対応可能な発電設備等を

保有する発電者に給電指令を行い，発電制約（発電設備等の停止を含む。）を行う。 

（イ）（ア）の実施後すみやかに定格容量比率按分による発電制約量の算定を行い，発電者に通

知する。 

この場合，緊急事象の解消（設備の復旧等）により発電制約を解除できる予定の時刻ま

たは翌日２４時のいずれか早い時刻までの期間における発電制約量を通知する。発電制約

が継続する場合は，すみやかに発電制約の解除予定日までの発電制約量を発電者に一括し

て通知する。 

また，発電制約が翌月以降まで継続すると見込まれる場合は，月間計画の通知の運用に

準じて対応する。 

なお，対象発電者間の協議により，発電制約量の調整を行うことも可能とし，（３）に準

じて対応する。 

イ 緊急時の発電制約に伴う発電者への通知および説明 
支社給電制御所は，発電者が緊急事象発生後の対応をスムーズに進められるようにするた
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め，緊急事象発生の状況，復旧見通し等の情報を，ア（イ）における発電制約量の通知に合

わせて，および必要に応じて適宜，発電者に通知および説明する。 

 
図２ 緊急時において発電制約を実施する場合の業務フロー 

 
ウ 緊急事象発生に備えるための事前調整 

支社給電制御所は，需要や系統状況等により，緊急時に複数の発電者に対して発電制約が

必要となると予想される系統（作業停止計画において発電設備等の作業同調を考慮しない場

合に発電制約が発生する系統や，過去に緊急時において発電制約が発生した系統を基本とす

る。）について，あらかじめ，発電制約が発生する時期，最大制約量等を想定できる範囲内で

可能な限り発電者に通知する。 

支社給電制御所は，発電者から「事前に緊急時の発電制約量の調整に関する取り決めを講

ずる」との連絡を受けた場合，対象発電者へ対象発電者の連絡先の一覧を記したリストを提
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供し，対象発電者間で調整した結果の報告を依頼する。 

なお，支社給電制御所は，系統状況等の変更により，通知した内容に大幅な変更がある場

合は，変更後の内容を再通知する。 

（７）１５４ｋＶ系統に連系する発電設備等に関する留意事項 

ア 支社給電制御所は，１５４ｋＶ系統に連系する発電設備等の発電制約量のうち，（２）およ

び（４）で定める通知（エリアの需給状況等に応じて発電制約量を見直した場合の見直し後

の通知および月間計画決定後の再通知を除く。）について，基幹給電制御所に発電制約量等を

送付し，発電者への通知を依頼する。 
イ 基幹給電制御所は，１５４ｋＶ系統に連系する発電設備等の発電制約量について，作業停

止計画調整マニュアルにもとづき算定した広域連系系統の作業停止に伴う発電制約量等の通

知に合わせ，アにより支社給電制御所から送付された発電制約量等を発電者に通知する。 
（８）発電制約量の発電者への通知の取扱い 

支社給電制御所は，（２）および（４）で定める通知（（７）に該当する通知および月間計画

決定後の再通知を除く。）について，個別の給電申合せ等で定める場合を除き，支社電力サービ

ス部パワーグリッド営業グループに発電制約量等を送付し，発電者への通知を依頼する。 

この場合，支社給電制御所は，支社電力サービス部パワーグリッド営業グループと協調し，

通知した発電制約量等にもとづく発電者との協議，調整を行う。 

 

９ 発電制約を伴う対象系統の作業停止計画の情報共有 

支社給電制御所は，発電制約を伴う流通設備の作業停止計画に関する発電者の長期的な予見性

および透明性を確保し，事業計画や流通設備と発電設備等の作業同調の検討を促進するために，

第３年度目の「発電制約が必要な流通設備作業停止計画案」について，別紙２「流通設備作業に

伴う発電制約一覧（年間計画）」の様式を活用し，発電制約を伴う発電者と共有する。 

ただし，誤った予見性を与えることは発電者の混乱を招く恐れがあるため，変更の可能性はあ

るものの，作業実施の蓋然性の高い件名を共有することを基本とする。 

（１）共有件名 

発電者の事業計画や発電設備等の作業時期等の検討を考慮し，次の条件を全て満足する件名

を，発電制約を伴う発電者と共有することを基本とする。 

ア 対象系統の流通設備停止により発電制約を伴う作業停止計画 
イ 第３年度目の蓋然性の高い作業停止計画 
ウ 作業停止期間が３０日程度以上 
エ 次に該当する場合は，可能な限り第４年度以降を含め共有する。 

   ◇第３年度から第４年度に跨る件名 

   ◇複数年計画の件名（設備改修を何か年で実施するか等） 

ただし，上記に該当しない場合でも，次のような作業についても，支社給電制御所の判断に

より可能な限り発電者と共有する。 

オ ３０日程度未満の蓋然性の高い件名 
カ 詳細時期は未定であるが，発電者の事業計画等に大きな影響を与える可能性のある，設備

増強，劣化更新等の，将来の長期作業停止件名（３０日程度以上を目安とする。） 
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なお，変更の可能性がある件名を共有する場合，確定要素，未確定要素，変動要素等を明確

にして発電者に合わせて説明する。 

（２）共有内容 

共有する内容は，作業期間，停止範囲，作業内容，発電制約量（作業ごとの発電制約量の最

大値を基本とする。）とする。   

（３）共有時期 

支社給電制御所は，第３年度目の作業停止計画案について，２月中旬頃までに発電者との間

で共有する。 

（４）系統連系希望者との情報共有のあり方 

支社給電制御所は，接続契約締結済（連系申込承諾回答済み）の系統連系希望者を対象に，

原則として，連系開始希望日以降に計画している作業計画を共有する。 

なお，支社給電制御所は，系統連系希望者から発電設備等の連系開始前の情報提供を求めら

れた場合，必要に応じて情報提供を行う。 

 

10 覚書の交換 

発電制約量の通知運用を実施するにあたり，あらかじめ発電者の合意を得たことの証として，

別紙４「電力系統の作業に伴う発電制約に関する覚書（例）」にもとづき，発電者と覚書を交換

する。 

なお，流通設備の作業に伴い，複数の発電者の発電制約が発生する場合，系統利用者間の公平

性の観点から，当該複数発電者すべてと覚書を交換のうえで，発電制約量の通知運用を行う。 
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別紙１  定格容量比率按分の具体的な事例 

 

１ 発電設備等の作業停止予定がない場合の取扱い 

発電設備等の作業停止予定がなく，発電設備等の合計定格容量が運用容量超過となり，発電制

約がある場合は，全発電設備等に対して定格容量比率按分で発電制約量の配分を実施する。 

【具体例】 

図１において，Ｃ，Ｄ発電所の４台の発電設備等が定格運転すると合計出力は 20 万 kW と

なり，運用容量 10 万 kW を超過するため，10 万 kW の発電制約が必要。 

全発電設備等に対して定格容量比率按分で発電制約量 10 万 kW の配分を実施すると， 

◇Ｃ発電所は 10 万 kW ×15 万 kW/20 万 kW ＝ 7.5 万 kW 

◇Ｄ発電所は 10 万 kW × 5 万 kW/20 万 kW ＝ 2.5 万 kW 

の発電制約量となる。 

なお，調整希望がある場合，発電制約量の調整は可能。 

 

 
図１ 発電設備等の作業停止がなく定格容量比率按分で発電制約量を配分する例 

 

２ 流通設備の作業停止と発電設備等の作業停止を同調する場合の扱い 

（１）発電設備等の作業停止予定により運用容量以内となる場合 

「作業停止予定」の発電設備等以外の発電設備等の合計定格容量が運用容量以内となり，発

電制約がない場合は，発電制約量の配分は実施しない。 

【具体例】 

図２において，Ｃ発電所の２台の発電設備等が「作業停止予定」であれば，残り２台の発

電設備等が定格運転しても発電制約がないため，発電制約量の配分は実施しない。 
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図２ 発電設備等の作業停止のため発電制約量を配分しない例 

 

（２）発電設備等の作業停止予定を考慮しても運用容量を超過する場合 

「作業停止予定」の発電設備等以外の発電設備等の合計定格容量が運用容量超過となり，発

電制約がある場合は，「作業停止予定」の発電設備等を含む全発電設備等に対して定格容量比率

按分で発電制約量の配分を実施する。 

【具体例】 

図３において，Ｃ発電所の１台の発電設備等が「作業停止予定」であっても，残り３台の

発電設備等が定格運転すると合計出力は 15 万 kW となり，運用容量 10 万 kW を超過する。 

このため，作業停止発電設備等を含む全発電設備等に対し，合計定格容量 20 万 kW のう

ち運用容量 10 万 kW を超過する 10 万 kW 分について，発電制約量として定格容量比率按

分で配分を実施すると， 

◇Ｃ発電所は 10 万 kW × 15 万 kW/20 万 kW ＝ 7.5 万 kW 

◇Ｄ発電所は 10 万 kW ×  5 万 kW/20 万 kW ＝ 2.5 万 kW 

の発電制約量となる。 

なお，調整希望がある場合，発電制約量の調整は可能。 

 

 

図３ 作業停止発電設備等を含めて定格容量比率按分で発電制約量を配分する例 
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３ 老朽火力等の休止中発電設備等の扱い 

該当期間中において，次の両方に該当する場合は常時停止とみなし，発電制約（定格容量比率

按分）の対象外とする。該当するかの判断に必要な情報については，必要に応じて発電者に確認

する。 

◇供給計画において休止又は長期停止 

◇発電計画がゼロ 

なお，発電者から休止中発電設備等を運転の計画とすることの申し出があった場合，それ以降

は発電制約の対象とする。 

 

４ 新規接続発電設備等の扱い 

新規接続発電設備等の系統運用上の取り決めや問い合わせ窓口等を定める給電申合書等の締結

をもって，発電制約の対象として扱うことを基本とする。このため，支社給電制御所は，新規接

続希望者に対し，必要に応じ，流通設備の作業停止計画の情報提供を行う。 

 

５ 試運転を行う発電設備等の扱い 

試運転を行う発電設備等を定格出力とみなして発電制約（定格容量比率按分）の対象とする。

調整希望がある場合，発電制約量の調整は可能。なお，試運転予定のない日は，作業停止予定の

発電設備等と同様に扱う。 

 

６ 系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方 
系統切替については，原則として，切替先の系統で発電制約が発生する場合は行わない。 

（１）信頼度の観点から系統切替が必要な場合 

信頼度の観点から系統切替が必要な場合は，発電制約が生じる場合でも系統切替を実施する

が，切替前の作業停止系統に連系している発電設備等（切り替えられた発電設備等）を発電制

約（定格容量比率按分）の対象とする。 

【具体例】 

図４において，ＡＢ送電線２回線を停止する場合は，ＢＦ送電線でＦ変電所側と系統連系

するが，ＥＦ送電線の運用容量を超過するため，発電制約が必要となる。 

この場合の発電制約対象範囲は，系統切替前の作業停止系統に連系しているＣ，Ｄ発電所

の発電設備等（切り替えられた発電設備等）とする。 
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図４ 信頼度の観点から系統切替が必要な場合の定格容量比率按分の例 

 

なお，この系統構成において，ＥＦ線１回線が故障停止し，運用容量 15 万 kW となった

場合には，発電制約量は 15 万 kＷとなるが，Ｃ，Ｄ発電所を優先抑制（停止）し，残り 5

万 kW の発電制約量をＧ，Ｈ発電所で定格容量比率按分する。 

 

（２）系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合 

系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合は，原則として，切り替えられた発電設

備等により切替先の系統で発電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施するが，切り替

えられた発電設備等は発電制約の対象としない。 

【具体例】 

図５において，系統切替（Ｄ発電所をＢ変電所側の系統からＦ変電所側の系統に切り替え

る）により発電制約量の総量が減少できる場合は，原則として，切り替えられた発電設備等

により切替先の系統で発電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施する。 

このとき，発電制約の総量を最小化し，ＡＢ送電線の運用容量の超過防止に資するＣ発電

所の発電設備等を発電制約対象範囲とする。 
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図５ 系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合の定格容量比率按分の例 

 

なお，この系統構成において，ＥＦ線１回線が故障停止し，発電制約が必要となった際，

D 発電所を優先抑制すると系統切替に伴う発電制約量の低減量（2.5 万 kW）以上の発電制

約量となる場合には，Ｄ発電所を AB 線系統に戻し，AB 線の運用容量以内となるように発

電制約量 10 万 kW をＣ，Ｄ発電所で定格容量比率按分する。 

 

７ 系統切替に伴う位相調整のための発電設備等の出力の増発・抑制 

原則として調整電源で実施することとするが，調整電源がない場合は，流通設備の作業停止に

伴う発電制約の対象となる発電設備等の選定と同様，系統切替に伴い調整が必要な発電設備等を

事前に選定した上で，年間断面において系統切替に必要な発電制約量を通知し，月間断面におい

て年間からの変更分について通知することを基本とする。ただし，系統切替の予定時刻において

発電設備等の調整が必要となった場合は，給電指令により対応する。 

 

８  ノンファーム型接続適用電源の扱い 

発電制約対象として，ノンファーム型接続適用電源がある場合は，当該発電設備等に優先的に

発電制約量を配分する。 

（１）ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合 

ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合は，優先的にノンファーム型接続適用電源を定

格容量比率按分する。 

【具体例】 

図６において，運用容量 8 万 kW に対し，合計定格容量が 15 万 kW のため，7 万 kW

の発電制約が必要となる。 

ノンファーム型接続適用電源であるＣ，Ｄ発電所に優先的に発電制約量を定格容量比率

按分する。 
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図６ ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合の定格容量比率按分の例 

 

（２）ノンファーム型接続適用電源以外も発電制約が必要な場合 

ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が解消しない場合は，残りの発電

制約量を制約対象発電設備等に定格容量比率按分する。 

【具体例】 

図７において，運用容量 8 万 kW に対し，合計定格容量が 15 万 kW のため，7 万 kW の

発電制約が必要となる。 

ノンファーム型接続適用電源であるＣ発電所に優先的に発電制約量を 5 万 kW 配分した後，

残りの 2 万 kW をＤ，Ｅ発電所に定格容量比率按分する。 

 

図７ ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が 

解消しない場合の定格容量比率按分の例 

 

（３）容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合 

容量ノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合は，当該電源のノンファーム型

接続として契約された容量に対し，優先的に発電制約量を配分する。 

ノンファーム型接続として契約された容量のみの発電制約だけでは発電制約が解消しない場

合は，残りの発電制約量を制約対象発電設備等に定格容量比率按分する。 
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【具体例】 

図８において，運用容量９万 kW に対し，合計定格容量が 1６万 kW のため，７万 kW の

発電制約が必要となる。 

Ｃ発電所のノンファーム型接続分の容量１万ｋＷに対して優先的に発電制約量を配分した

後，残りの６万 kW をＣ，Ｄ，Ｅ発電所に定格容量比率按分する。 

 

図８ 容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合の 

定格容量比率按分の例 

 

９ 定格容量比率按分の適用が困難な場合 
電圧調整に必要で最低出力以下にできない発電設備等がある系統，電気的距離によって発電制

約効果が変動するループ系統，特定の発電設備等を停止させる必要がある故障電流対策や安定度

制約等としての停止等，定格容量比率按分の適用が困難な場合においては，系統への影響や公平

性等を十分考慮した上で調整する。なお，定格容量比率按分を適用しない場合においても，故障

電流や安定度等の各種制約を逸脱しない範囲内で，発電制約量の調整を行うこともできる。 

（１）電圧調整に必要で最低出力以下にできない発電設備等がある系統 

通常の定格容量比率按分を適用すると電圧調整に必要な発電設備等が最低出力以下となる場

合，当該発電設備等は最低出力とし，総発電制約量から当該発電設備等の最低出力を引いた発

電制約量をその他の発電設備等で定格容量比率按分する。 

【具体例】 

図９において，運用容量10万kWに対し，合計定格容量が20万kWのため，10万kWの発

電制約が必要となる。（ステップ１） 

発電制約量10万kWを定格容量比率按分（2.5万kW/台）すると，各発電所の出力は2.5万

kWとなる。（ステップ２） 

Ｃ発電所は電圧調整に必要なため，最低出力3万kWとすると，発電制約量が0.5万kW不

足する。（ステップ３） 

上記0.5万kWをＤ，Ｅ，Ｆ発電所に定格容量比率按分（0.17万kW/台）すると，Ｄ，Ｅ，

Ｆ発電所の出力はそれぞれ2.33万kWとなる。（ステップ４） 
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図９ 電圧調整に必要で最低出力以下にできない発電設備等がある系統の発電制約量配分の例 

 
（２）電気的な距離によって発電制約効果が変動するループ系統 

ループ系統については電気的な距離※によって発電制約効果が変動するため，効果量に応じ

た発電制約量按分とする。 

※「電気的な距離」とは，該当区間の送電線のインピーダンスのことをいい，「電気的な距離

が近い」とは，「送電線のインピーダンスが小さい」，「電気的な距離が遠い」とは，「送電

線のインピーダンスが大きい」ことである。 

【基本的考え方】 

作業停止する流通設備から「電気的な距離が近い」発電設備等ほど抑制の割合を大きくし，

「電気的な距離が遠い」発電設備等ほど抑制の割合を小さくする。なお，効果量に応じた発

電制約量の按分を行った結果，電気的に非常に遠く按分した抑制量が常時の出力変動内に収

まる等，割り振ることが運用上現実的ではない発電設備等については抑制量を０とみなす。 

図１０において，Ｇ発電所およびＨ発電所は，Ｉ発電所に比べＣＥ送電線からの電気的な

距離が遠いため，ＣＥ送電線に与える潮流調整の効果が低い。 

このため，定格容量比率按分すると， 

◇Ｇ，Ｈ発電所は，ＣＥ送電線に流れない発電部分も制約を受け，過剰に抑制される 

◇効果が異なるため，発電制約量を公平に調整できない 

ことになる。 

よって，こうしたループ系統については，効果の高い発電設備等の作業停止に流通設備の

作業停止を同調したり，効果量に応じて発電制約量を按分する。 
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図１０ ループ系統における発電制約効果 

 

【具体例】 

図１１において，ＣＥ送電線（運用容量5万kW）が１回線停止の場合，Ｉ，Ｇ，Ｈ発電所

が定格運転した場合にＣＥ送電線に図のとおり分流した場合，それぞれの発電所のＣＥ送電

線に対する効果量は以下のとおりとなる。 

 

    Ｉ発電所：3/5 ＝ 0.6  Ｇ発電所：2.5/5 ＝ 0.5  Ｈ発電所：2/5 ＝ 0.4 

 

したがって，公平に抑制するとは，上記の効果量に応じて抑制する（ＣＥ送電線に流れる

潮流を定格容量比率にする）こととなる。 

 

図１１ ループ系統における発電制約効果の例 

 

このとき，求めるべきＩ発電所の出力をＸkWとすると，以下のとおりとなる。 
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ＣＥ送電線に流れる潮流のうち，Ｉ発電所分（定格容量比率按分） 

     

5 ： 5×0.6 ＝ Ｘ ： 5×（5/15）       

  ⇒ 3Ｘ ＝  5×5×（5/15） ⇒ Ｘ ＝ 2.78万kW 

 

同様にして，Ｇ発電所の出力：3.33万kW，Ｈ発電所の出力：4.17万kW 

が求められ，発電制約と潮流は図１２のとおりとなる。 

このように，作業停止する流通設備から「電気的な距離が近い」発電設備等ほど抑制の割

合は大きく，「電気的な距離が遠い」発電設備等ほど抑制の割合は小さくなる。 

 

図１２ ループ系統における発電制約量の計算例 

 

（３）故障電流対策のための発電設備等の停止の考え方 

系統切替を伴う流通設備作業停止時の故障電流の増加等により，故障電流対策のために発電

設備等の停止が必要となる場合がある。 

この場合，６（系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方）に準じ，まずは「切替前の作業

停止系統に連系している発電設備等（切り替えられた発電設備等）」を停止させる発電設備等の

対象とする。 

上記で不足する場合は，切替後の発電設備等も対象とし，支社給電制御所と対象発電者の協

議の上で追加する発電設備等を選定する。 

具体的な適用例を以下に示す。 

【具体例】 

図１３において，Ｂ線の１回線停止時において，信頼度確保のためＡ線の系統に切り替え

る※１（常時切の遮断器を投入する）場合，故障電流が増加することから，その対策として発

電設備等の停止が必要※２となる。 

系統切替時における，母線の故障電流対策のための，基本的な発電設備等の停止の組合せ

は以下のとおり。 

・Ａ火力の１Ｔ＋２Ｔの２台停止 

・Ａ火力（１Ｔor２Ｔ）の１台停止＋Ａ（1-1T～1-3T），Ｂ（1T～3T），Ｃ，Ｄ火力の
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いずれか２台停止 

※１ Ｂ線の１回線停止時に残りの回線が事故となると，A変電所2U母線に接続されてい

る負荷が全停電となってしまうため，系統切替が必要。 

※２ 一般的に，系統に接続されている発電設備等の容量が大きく運転台数が多くなるほ

ど，故障電流は増加する。このため，系統切替により系統規模が大きくなる場合，

故障電流を低減させるためには発電設備等の出力抑制ではなく，停止が必要。 

 

図１３ 故障電流対策が必要な系統切替を伴う流通設備作業停止の例 

 

【停止させる発電設備等選定の考え方】 

図１４において，停止回線はＢ線であるため，６（系統切替を伴う流通設備作業停止の考

え方）にもとづき，Ａ火力の１Ｔ，１－３Ｔ，Ｄ火力の３台が停止対象となる。 

故障電流対策のためには，上記３台の停止で十分なため，支社給電制御所は，この３台を

選定し，発電者に通知する。 

 

図１４ 故障電流対策のための発電設備等停止の例 

 

【停止させる発電設備等を振り替えるための方策】 

この場合，切替前に接続されていた発電設備等の同一発電者の全ての発電設備等を停止対
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象として新たに含めることを条件に，支社給電制御所と対象発電者の協議・総意のもと，停

止発電設備等の振替は可能。 

なお，故障電流対策の制約を逸脱しない範囲内で，発電制約量の調整は可能。 

 

図１５ 故障電流対策のための発電設備等停止の振替例 

 
10 発電制約量の振替の対象範囲について 

発電制約量の振替の対象範囲についての基本的考え方は以下のとおり。 

（１）発電制約対象範囲内の同一発電者の発電制約量の振替 

発電制約対象範囲内に同一発電者の発電設備等が複数あり，発電制約効果が同じ場合，当該

発電設備等の間で発電制約量の振替が可能。ただし，潮流監視等のため振替の情報が必要な場

合があることから，支社給電制御所と当該発電者で協議等し，必要に応じて振替時の扱い（連

絡の要否等）について事前に取り決める。 

【具体例】 

図１６において，運用容量9万kWに対し，合計定格容量が18万kWのため，9万kWの発

電制約が必要となる。 

9万kWの発電制約量を定格容量比率按分すると3万kW/台となる。 

発電制約量対象範囲内にある発電者ＡのＡ，Ｂ発電所は，同一発電者の発電所であり，発

電制約効果も同じであるため，発電制約量の振替が可能である。 

発電者Ａは，例えば，Ａ発電所の発電制約量の全量をＢ発電所に振り替え，Ａ発電所は発

電制約なし，Ｂ発電所は発電制約量6万kWとすることが可能。 
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図１６ 発電制約対象範囲内の同一発電者の発電制約量の振替例 

 

（２）発電制約対象範囲内外の発電設備等の間における発電制約量の振替 

発電制約対象範囲内の発電設備等と範囲外の発電設備等の間における発電制約量の振替は基

本的には不可。ただし，条件付きで振り替えることは可能。 

具体的な適用例を以下に示す。 

【適用例１】系統切替を伴う場合 

図１７において，常時切の遮断器を投入してＡ，Ｂ発電所を系統切替するとＡ線の運用容

量超過が発生するため，発電制約が必要である。 

６（系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方）にもとづき，切替前の作業停止系統に連

系しているＡ発電所，Ｂ発電所が発電制約対象となる。 

ここで，発電者Ｂは，Ｂ発電所の方がＣ発電所よりも効率が良いため，Ｂ発電所の発電制

約量をＣ発電所に振り替えたいとする。 

 
図１７ 系統切替を伴う流通設備作業停止時の発電制約対象範囲 

 

発電制約対象範囲内での振替ではないため，支社給電制御所と対象発電者の協議・総意の
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もと，図１８に示すとおり同一発電者全ての発電設備等を発電制約対象として新たに含める

ことを条件（Ｃ発電所の１台のみを加える等は不可）として「発電制約対象範囲の拡大」を

実施する（Ｃ発電所全台まで広げる）ことにより，振替を可能とする。 

 
図１８ 系統切替を伴う場合の発電制約対象範囲外の発電設備等に対する発電制約量振替 

 

【適用例２】１電圧階級下位に接続されている発電設備等の扱い 

図１９において，Ａ線作業停止に伴いＡ線の運用容量超過が発生するため，発電制約が必

要である。 

本文６（発電制約対象となる発電設備等の範囲）にもとづき，「作業停止する流通設備と

同一電圧階級」に接続されるＧａ発電機および発電者Ｂが保有するＧｂ，Ｇｃ発電機が発電

制約対象となる。 

ここで，発電者Ｂは，Ｇｂ，Ｇｃ発電機の発電制約量を，発電制約対象外であるＧｄ，Ｇ

ｅ発電機に振り替えたいとする。 

 

図１９ 作業停止する流通設備の電圧階級に基づく発電制約対象範囲の例 
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発電制約対象範囲内での振替ではないため，支社給電制御所と対象発電者の協議・総意の

もと，図２０に示すとおり該当する電圧階級に接続されている同一発電者全ての発電設備等

を発電制約対象として新たに含めることを条件（Ｇｄ発電機１台のみを加える等は不可）と

して「発電制約対象範囲の拡大」を実施する（Ｇｄ，Ｇｅ発電機を加える）ことにより，振

替を可能とする。 

ただし，本文６（発電制約対象となる発電設備等の範囲）に示すとおり，配電系統に接続

する発電設備等は発電制約の新たな対象としない。 

 
図２０ 電圧階級により発電制約対象範囲外の発電設備等に対する発電制約量振替の例 

 

ただし，適用例１，２において，「発電制約対象範囲の拡大」を実施するにあたっての留

意事項は，次のとおり。 

【留意事項】 

支社給電制御所は，まずは原則どおりの発電制約対象範囲の発電設備等にて発電制約量を

算定し，対象発電者に通知するが，対象発電者から申し出があった場合に限り，「発電制約

対象範囲の拡大」を実施すると，系統を知らない事業者が不利となるため，公平性の観点か

ら，切替後の系統に切替前の発電者の発電設備等がある場合については，該当する対象発電

者に「発電制約対象範囲を拡大することにより，振替等が可能となる」ことを通知する。

（図２１参照） 
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図２１ 発電制約対象範囲の拡大に伴う通知の例 

 

 

 



別紙２　流通設備作業に伴う発電制約一覧（年間計画） （託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い）

20○○年○月○日
○○株式会社　御中

中部電力パワーグリッド株式会社
○○給電制御所

○○年度の流通設備作業停止に伴い、貴社の発電制約は以下のとおり必要となります。

例①
変電作業

○○変　○BANK YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 12:00 毎日
○○発 154・77kV保護盤・制御
盤取替(4BLR、主変二次取込)

YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 12:00 ○○××線 ☆☆発電所 別紙○ 熱容量

例②
送電作業

154kV△△□□ ２L YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 17:00 連続 鉄塔防錆塗装 YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 17:00 ▲▲バンク ☆☆発電所 別紙△ 熱容量

（補足事項）
・区分：「毎日」、「連続」（単日作業の場合は空白）
・制約理由：「熱容量」、「安定度」、「電圧」、「短絡地絡容量」、「周波数」

開始 終了 開始 終了

流通設備作業に伴う発電制約一覧（○○年度　受渡分）

作業No
作業停止範囲

（流通設備名・番号）
作業期間

区分 作業内容 制約No.
制約期間

制約対象設備 制約対象発電設備等 制約量 制約理由 備考
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別紙２　流通設備作業に伴う発電制約一覧（年間計画） （託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い）

作業停止範囲 制約期間開始 制約期間終了 制約対象設備 制約対象発電設備等

【発電設備等の作業停止予定があり、発電設備等作業を実施した場合における発電制約量（送電端値）】 【発電設備等の作業停止予定がない場合における発電制約量（送電端値）】 （単位：ｋＷ）

平日 土曜 日曜祝日 特殊日 平日 土曜 日曜祝日 特殊日

０：００～０：３０

０：３０～１：００

１：００～１：３０

１：３０～２：００

２：００～２：３０

２：３０～３：００

３：００～３：３０

３：３０～４：００

４：００～４：３０

４：３０～５：００

５：００～５：３０

５：３０～６：００

６：００～６：３０

６：３０～７：００

７：００～７：３０

７：３０～８：００

８：００～８：３０

８：３０～９：００

９：００～９：３０

９：３０～１０：００

１０：００～１０：３０

１０：３０～１１：００

１１：００～１１：３０

１２：３０～１２：００

１２：００～１２：３０

１２：３０～１３：００

１３：００～１３：３０

１３：３０～１４：００

１４：００～１４：３０

１４：３０～１５：００

１５：００～１５：３０

１５：３０～１６：００

１６：００～１６：３０

１６：３０～１７：００

１７：００～１７：３０

１７：３０～１８：００

１８：００～１８：３０

１８：３０～１９：００

１９：００～１９：３０

１９：３０～２０：００

２０：００～２０：３０

２０：３０～２１：００

２１：００～２１：３０

２１：３０～２２：００

２２：００～２２：３０

２２：３０～２３：００

２３：００～２３：３０

２３：３０～２４：００

（補足事項）

・”－”と表記されたコマは「制約期間外のため発電制約無し」となります。

・発電設備等の作業停止を実施しても制約設備の運用容量を超過する（発電制約が生ずる）場合は、作業停止発電設備等も含めた発電設備等で発電制約量を算出しています。

・”特殊日”は、必要に応じて設定いたします。

「流通設備作業に伴う発電制約一覧（○○年度　受渡分）」（別紙○）

時間
○○月分 ○○月分
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別紙３　流通設備作業に伴う発電制約一覧（月間計画） （託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い）

20○○年○月○日
○○株式会社　御中

中部電力パワーグリッド株式会社
○○給電制御所

○○年○○月の流通設備作業停止に伴い、貴社の発電制約は以下のとおり必要となります。

例①
変電作業

○○変　○BANK YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 12:00 毎日
○○発 154・77kV保護盤・制御
盤取替(4BLR、主変二次取込)

YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 12:00 ○○××線 ☆☆発電所 別紙○ 熱容量

例②
送電作業

154kV△△□□ ２L YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 17:00 連続 鉄塔防錆塗装 YYYY年MM月DD日 8:00 YYYY年MM月DD日 17:00 ▲▲バンク ☆☆発電所 別紙△ 熱容量

（補足事項）
・区分：「毎日」、「連続」（単日作業の場合は空白）
・制約理由：「熱容量」、「安定度」、「電圧」、「短絡地絡容量」、「周波数」

開始 終了 開始 終了

流通設備作業に伴う発電制約一覧（○○年度○○月分　受渡分）

作業No
作業停止範囲

（流通設備名・番号）
作業期間

区分 作業内容 制約No.
制約期間

制約対象設備 制約対象発電設備等 制約量 制約理由 備考
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別紙３　流通設備作業に伴う発電制約一覧（月間計画） （託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い）

【発電設備等の作業停止予定があり、発電設備等作業を実施した場合における発電制約量（送電端値）】 （単位：ｋＷ）

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

０：００～０：３０

０：３０～１：００

１：００～１：３０

１：３０～２：００

２：００～２：３０

２：３０～３：００

３：００～３：３０

３：３０～４：００

４：００～４：３０

４：３０～５：００

５：００～５：３０

５：３０～６：００

６：００～６：３０

６：３０～７：００

７：００～７：３０

７：３０～８：００

８：００～８：３０

８：３０～９：００

９：００～９：３０

９：３０～１０：００

１０：００～１０：３０

１０：３０～１１：００

１１：００～１１：３０

１２：３０～１２：００

１２：００～１２：３０

１２：３０～１３：００

１３：００～１３：３０

１３：３０～１４：００

１４：００～１４：３０

１４：３０～１５：００

１５：００～１５：３０

１５：３０～１６：００

１６：００～１６：３０

１６：３０～１７：００

１７：００～１７：３０

１７：３０～１８：００

１８：００～１８：３０

１８：３０～１９：００

１９：００～１９：３０

１９：３０～２０：００

２０：００～２０：３０

２０：３０～２１：００

２１：００～２１：３０

２１：３０～２２：００

２２：００～２２：３０

２２：３０～２３：００

２３：００～２３：３０

２３：３０～２４：００

（補足事項）

・”－”と表記されたコマは「制約期間外のため発電制約無し」、”0”と表記されたコマにおいて「同調した発電設備等作業工程変更、想定需要等が変更となった場合の制約量は別紙○【発電設備等の作業停止予定がない場合における発電制約量（送電端値）】をご覧ください。

・発電設備等の作業停止を実施しても制約設備の運用容量を超過する（発電制約が生ずる）場合は、作業停止発電設備等も含めた発電設備等で発電制約量を算出しています。

制約対象設備

「流通設備作業に伴う発電制約一覧（○○年度○○月分　受渡分）」（別紙○）

時間

制約対象発電設備等作業停止範囲 制約期間終了制約期間開始
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別紙３　流通設備作業に伴う発電制約一覧（月間計画） （託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い）

【発電設備等の作業停止予定がない場合における発電制約量（送電端値）】 （単位：ｋＷ）

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

０：００～０：３０

０：３０～１：００

１：００～１：３０

１：３０～２：００

２：００～２：３０

２：３０～３：００

３：００～３：３０

３：３０～４：００

４：００～４：３０

４：３０～５：００

５：００～５：３０

５：３０～６：００

６：００～６：３０

６：３０～７：００

７：００～７：３０

７：３０～８：００

８：００～８：３０

８：３０～９：００

９：００～９：３０

９：３０～１０：００

１０：００～１０：３０

１０：３０～１１：００

１１：００～１１：３０

１２：３０～１２：００

１２：００～１２：３０

１２：３０～１３：００

１３：００～１３：３０

１３：３０～１４：００

１４：００～１４：３０

１４：３０～１５：００

１５：００～１５：３０

１５：３０～１６：００

１６：００～１６：３０

１６：３０～１７：００

１７：００～１７：３０

１７：３０～１８：００

１８：００～１８：３０

１８：３０～１９：００

１９：００～１９：３０

１９：３０～２０：００

２０：００～２０：３０

２０：３０～２１：００

２１：００～２１：３０

２１：３０～２２：００

２２：００～２２：３０

２２：３０～２３：００

２３：００～２３：３０

２３：３０～２４：００

（補足事項）

・”－”と表記されたコマは「制約期間外のため発電制約無し」となります。

「流通設備作業に伴う発電制約一覧（○○年度○○月分　受渡分）」（別紙○）

制約対象発電設備等

時間

作業停止範囲 制約期間開始 制約期間終了 制約対象設備
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電力系統の作業に伴う発電制約に関する覚書 
 
○○株式会社（以下「甲」という。）と中部電力パワーグリッド株式会社（以下「乙」と

いう。）とは，甲乙間で締結している「○○○の給電運用に関する申合書」にもとづき，乙

の電力系統作業に伴い発生する甲の発電設備等の運転制約の通知および実施について，他

の発電者との公平性の確保ならびに作業の安全かつ合理的な実施および電力系統の安定

運用を図るため，次のとおり覚書を交換する。 

（注）覚書は，「給電運用に関する申合書」単位で交換することを基本とする。ただし，

複数発電所を保有する事業者の場合，支社内で複数の申合書に対して１つの覚書と

することも可とする。 
 
第１条（適用） 

この覚書は，乙の１５４ｋＶ以下の電力設備（ただし，配電設備は除く。）の作業停止

に伴い発生する電力設備の運用容量の超過を解消するために，甲の発電設備等の出力の

制約が必要となった場合に適用する。 
 
第２条（発電制約の対象となる発電設備等の範囲） 

発電制約の対象となる発電設備等の範囲は，作業停止する乙の電力設備と同一電圧階

級に接続されている発電設備等とする。 
ただし，作業停止する電力設備と同一電圧階級に接続されている発電設備等がない場

合または当該発電設備等の出力制約だけでは電力設備の運用容量超過を解消できない場

合は，他電圧階級に接続する発電設備等（ただし，配電設備に接続されている発電設備等

を除く。）に適用することがある。 
（注）本取扱いの最上位電圧階級である１５４ｋＶ系統に接続する発電者は，ただし書き

の記載は削除する。 
 
第３条（発電制約を伴う作業停止計画の協議） 

乙は，乙の電力設備の作業停止計画について，送配電等業務指針第２４４条第１項各号

に掲げる事項（第１１号を除く。）を考慮のうえで甲との協議を行う。 
 
第４条（発電制約量の算定および配分） 

乙は，送配電等業務指針第２４４条にもとづき，かつ送配電等業務指針附則（平成３０

年６月２９日）第２条第１項に準じ，制約の対象として選定した発電設備等（作業停止の

発電設備等も含む。）により定格容量比率按分した量を発電制約量として算定する。 
なお，「定格容量」とは，発電量調整供給契約等における最大受電電力をいい，この覚

書において，以下同じとする。 
２ 発電制約量の配分の基本的な考え方は，作業停止計画調整マニュアル 3.3（定格容量比

別紙４ 電力系統の作業に伴う発電制約に関する覚書（例） 



(託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い) 
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率按分の具体的な事例）に準じ，別添のとおりとする。 
 
第５条（発電制約量の通知） 
（１）発電制約量等の通知のあり方 

乙は，前条にもとづき算定および配分した発電制約量を，次号における計画ごとの通

知時期までに甲に通知する。また，乙は，必要に応じて発電制約量の算定根拠，説明資

料等（発電制約量と合わせて，以下「発電制約量等」という。）を用いて甲に説明を行

う。 
（２）発電制約量の通知時期および内容 

乙から甲への発電制約量等の通知の時期および内容は，下表のとおりとする。 
なお，乙は，電力設備の作業停止に同調して発電設備等の停止作業が予定されており，

計画通り停止作業が行われれば発電制約が発生しない場合においても，電力設備，発電

設備等の作業停止の工程変更等により発電制約が発生する可能性を考慮し，年間計画

（翌々年度分および翌年度分）および月間計画（翌々月分）において，発電設備等の作

業停止予定がない場合における発電制約量をあわせて甲に通知する。 
また，乙は，作業停止する電力設備より下位の電圧階級に自然変動電源（太陽光発電，

風力発電および水力発電）が多く接続する場合など，予め発電制約量の変動を見込む必

要がある場合，甲と協議のうえ，必要に応じて一定の幅を持たせた発電制約量を通知す

ることができるものとする。 

 
通知する計画 通知時期 通知内容 

年間計画（翌々年度分） 
９月末 

作業ごとの各月平日・土曜日・日祝

日別，３０分ごとの発電制約量 

１２月末 
３月１日 

年間計画（翌年度分） 
９月末 
１２月末 
３月１日 

月間計画（翌々月分） 前々月１０日 
作業ごとの日別，３０分ごとの発電

制約量 
 
（３）発電制約量の見直し 

乙は，乙の供給エリアの需給状況等に応じて発電制約量を見直した場合，前号の通知

時期によらず，すみやかに見直し後の発電制約量を甲に通知する。 
 
第６条（発電制約量の発電者間調整） 
  甲は，乙から通知された発電制約量について，他の発電者に配分された発電制約量との

調整を希望する場合，乙の支社給電制御所に申出を行う。 



(託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い) 
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２ 乙は，甲より発電制約量の調整の申出があった場合，当該申出に係る作業に伴い発電制

約量を通知したすべての発電者（以下「対象発電者」という。）の連絡先の一覧を記した

リストを甲に提供するとともに，甲を除く対象発電者に対し，甲より発電制約量の調整希

望があった旨を連絡する。 
３ 甲は，前項のリストにもとづき，対象発電者間で発電制約量を調整し，調整した結果を，

乙が第７条（発電制約量の決定）にもとづき甲に発電制約量の決定通知を行う日の前月末

までに，乙に報告する。 
 
第７条（発電制約量の決定） 
  乙は，作業停止の月間計画（翌月分）が決定する２０日頃に発電制約量を決定し，甲に

通知する。ただし，乙は，作業停止する電力設備より下位の電圧階級に自然変動電源が多

く接続する場合など，電力系統の潮流状況に応じて，発電制約量を減少できると判断した

場合には，必要に応じて，甲を含めた関係するすべての発電者と協議のうえ，定格容量比

率按分により再算定した発電制約量の通知を行うことがある。 
 
第８条（計画外作業，作業工程変更等が生じた場合の扱い） 
  乙は，発電制約量の決定以降，関連する乙の電力設備または発電者の発電設備等の作業

計画の追加・変更・中止が生じ，発電制約が新たに発生または変更がある場合は，甲へす

みやかに発電制約量を通知する。この場合，乙は，第５条（発電制約量の通知）第１項（１）

に準じ，必要に応じて発電制約量の算定根拠，説明資料等を用いて甲に説明を行う。 

 

第９条（緊急時の扱い） 
（１）緊急時における発電制約 

乙は，人身の安全または設備保安上の理由により緊急的に乙の電力設備を停止する

ことにより，発電制約が必要となる場合は，甲に給電指令を行い，発電制約（発電設備

等の停止を含む。）を行うことがある。この場合，乙は，公平性の観点から，すみやか

に定格容量比率按分による発電制約量の算定および通知を行うものとする。 

（２）緊急時の発電制約に伴う甲への通知および説明 
乙は，前号の事象が発生した場合，事象発生の状況，復旧見通し等の情報について，

適宜甲に通知および説明を行う。 
（３）緊急事象発生に備えるための事前調整 

ア 乙は，需要や系統状況等により，緊急時に複数の発電者に対して発電制約が必要と

なると予想される系統（作業停止計画において発電設備等の作業同調を考慮しない

場合に発電制約が発生する系統や，過去に緊急時において発電制約が発生した系統

を基本とする。）について，あらかじめ，発電制約が発生する時期，最大制約量等を

想定できる範囲内で可能な限り甲に通知する。 

イ 甲は，乙よりアによる通知を受けた場合で，対象発電者間において緊急時における

発電制約量の事前の調整に関する取り決めを講ずることを希望するときは，乙の支
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社給電制御所に対し，当該取り決めを講ずる旨の申出を行う。 

ウ 乙は，甲よりイによる取り決めを講ずる旨の申出があった場合，対象発電者に対し，

対象発電者の連絡先の一覧を記したリストを提供する。 
エ 甲は，ウのリストにもとづき，対象発電者間で緊急時における発電制約量の事前の

調整に関する取り決め内容を決定し，その内容を乙に報告する。 
 

第 10条（発電設備等の出力調整） 

  甲は，定格容量から，乙が第７条から第９条までにより通知した発電制約量を差し引い

た値を上限として，発電設備等の出力調整を行うものとする。 

 

第 11 条（発電制約を伴う電力設備の作業停止計画の情報共有） 

乙は，甲の事業計画および発電設備等の作業同調の検討を促進するため，第３年度目の

電力設備の作業停止計画において甲の発電設備等の発電制約を伴う件名のうち，変更と

なる可能性はあるものの，作業実施の蓋然性の高い件名を甲と共有するものとする。 

（１）共有件名 

乙は，甲の事業計画，発電設備等の作業時期等の検討を考慮し，原則として次の条件

を全て満足する件名を甲と共有する。 

ア 電力設備の停止により甲の発電設備等の発電制約を伴う作業停止計画 

イ 第３年度目の蓋然性の高い作業停止計画 

ウ 作業停止期間が３０日程度以上 

エ 次のいずれかに該当する場合は，可能な限り第４年度以降を含め共有する。 

  （ア）第３年度から第４年度に跨る件名 

  （イ）複数年計画の件名（設備改修を何か年で実施するか等） 

なお，乙は，作業停止期間が３０日程度未満であっても，作業実施の蓋然性の高い件

名について，乙の判断により可能な限り甲と共有するものとする。 

（２）共有内容 

 甲乙間で共有する内容は，作業期間，停止範囲，作業内容，最大発電制約量（１点）

とする。 

（３）共有時期 

乙は，前２号の共有内容について，２月中旬頃までに甲との間で共有する。 

 
第 12条（協議） 
  この覚書に明示されていない事項については，作業停止計画調整マニュアルに準ずる

ことを基本に，その都度，甲乙協議のうえ決定する。 
 
第 13条（有効期間） 

この覚書の有効期間は，この覚書の交換の日から１年間とする。ただし，有効期間満了

までに覚書の変更等について，甲または乙のいずれからも申し入れがない場合は，この覚
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書をさらに１年間延長し，以後この例にならうものとする。 
なお，有効期間中に甲がすべての電気供給事業者との電気の受給にかかる契約を終了

または解除し，託送供給等約款における発電者でなくなった場合，甲は乙に当該事実を連

絡し，乙が当該事実を把握した時点で，有効期間にかかわらず，この覚書は失効するもの

とする。 
２ 甲乙間で交換した２０２○年○月○日付け「電力系統の作業に伴う発電制約に関する

覚書」は，この覚書の発効に伴い，その効力を失うものとする。 
 

第 14条（覚書の変更） 
  「○○○の給電運用に関する申合書」の内容を変更する場合には，甲乙間で協議のう

え，当該変更内容に応じてこの覚書を変更するものとする。 

２ 乙が託送供給等約款を変更した場合または広域機関が送配電等業務指針もしくは作業

停止計画調整マニュアルを変更した場合，この覚書は，変更後の託送供給等約款または送

配電等業務指針にもとづき，もしくは変更後の作業停止計画調整マニュアルに準ずるも

のとし，また当該変更内容に応じてこの覚書を変更するものとする。 

 
 
 この覚書交換の証として，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自その１通を保有

する。 

 

２０２○年○月○日 

 

     ○○県○○市○区○○町○番地 

  甲   ○○株式会杜 

       ○○発電所長             ○○ ○○ 

 

     ○○県○○市○○町○番地 

  乙   中部電力パワーグリッド株式会杜 

       ○○支社 技術部 給電課長      ○○ ○○ 

  



(託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い) 

35 (2023.4.3) 

別添  定格容量比率按分の具体的な事例 

１ 発電設備等の作業停止予定がない場合の取扱い 

発電設備等の作業停止予定がなく，発電設備等の合計定格容量が運用容量超過となり，

発電制約がある場合は，全発電設備等に対して定格容量比率按分で発電制約量の配分を

実施する。 

【具体例】 

図１において，Ｃ，Ｄ発電所の４台の発電設備等が定格運転すると合計出力は 20 万

kW となり，運用容量 10 万 kW を超過するため，10 万 kW の発電制約が必要。 

全発電設備等に対して定格容量比率按分で発電制約量 10 万 kW の配分を実施する

と， 

◇Ｃ発電所は 10 万 kW ×15 万 kW/20 万 kW ＝ 7.5 万 kW 

◇Ｄ発電所は 10 万 kW × 5 万 kW/20 万 kW ＝ 2.5 万 kW 

の発電制約量となる。 

なお，調整希望がある場合，発電制約量の調整は可能。 

 

 

図１ 発電設備等の作業停止がなく定格容量比率按分で発電制約量を配分する例 

 

２ 流通設備の作業停止と発電設備等の作業停止を同調する場合の扱い 

（１）発電設備等の作業停止予定により運用容量以内となる場合 

「作業停止予定」の発電設備等以外の発電設備等の合計定格容量が運用容量以内と

なり，発電制約がない場合は，発電制約量の配分は実施しない。 

【具体例】 

図２において，Ｃ発電所の２台の発電設備等が「作業停止予定」であれば，残り２

台の発電設備等が定格運転しても発電制約がないため，発電制約量の配分は実施し

ない。 
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図２ 発電設備等の作業停止のため発電制約量を配分しない例 

 

（２）発電設備等の作業停止予定を考慮しても運用容量を超過する場合 

「作業停止予定」の発電設備等以外の発電設備等の合計定格容量が運用容量超過と

なり，発電制約がある場合は，「作業停止予定」の発電設備等を含む全発電設備等に対

して定格容量比率按分で発電制約量の配分を実施する。 

【具体例】 

図３において，Ｃ発電所の１台の発電設備等が「作業停止予定」であっても，残り

３台の発電設備等が定格運転すると合計出力は 15 万 kW となり，運用容量 10 万

kW を超過する。 

このため，作業停止発電設備等を含む全発電設備等に対し，合計定格容量 20 万

kW のうち運用容量 10 万 kW を超過する 10 万 kW 分について，発電制約量とし

て定格容量比率按分で配分を実施すると， 

◇Ｃ発電所は 10 万 kW × 15 万 kW/20 万 kW ＝ 7.5 万 kW 

◇Ｄ発電所は 10 万 kW ×  5 万 kW/20 万 kW ＝ 2.5 万 kW 

の発電制約量となる。 

なお，調整希望がある場合，発電制約量の調整は可能。 
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図３ 作業停止発電設備等を含めて定格容量比率按分で発電制約量を配分する例 

 

３ 老朽火力等の休止中発電設備等の扱い 

該当期間中において，次の両方に該当する場合は常時停止とみなし，発電制約（定格容

量比率按分）の対象外とする。該当するかの判断に必要な情報については，必要に応じて

発電者に確認する。 

◇供給計画において休止又は長期停止 

◇発電計画がゼロ 

なお，発電者から休止中発電設備等を運転の計画とすることの申し出があった場合，そ

れ以降は発電制約の対象とする。 

 

４ 新規接続発電設備等の扱い 

新規接続発電設備等の系統運用上の取り決めや問い合わせ窓口等を定める給電申合書

等の締結をもって，発電制約の対象として扱うことを基本とする。このため，支社給電制

御所は，新規接続希望者に対し，必要に応じ，流通設備の作業停止計画の情報提供を行う。 

 

５ 試運転を行う発電設備等の扱い 

試運転を行う発電設備等を定格出力とみなして発電制約（定格容量比率按分）の対象と

する。調整希望がある場合，発電制約量の調整は可能。なお，試運転予定のない日は，作

業停止予定の発電設備等と同様に扱う。 

 

６ 系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方 
系統切替については，原則として，切替先の系統で発電制約が発生する場合は行わない。 

（１）信頼度の観点から系統切替が必要な場合 

信頼度の観点から系統切替が必要な場合は，発電制約が生じる場合でも系統切替を

実施するが，切替前の作業停止系統に連系している発電設備等（切り替えられた発電設

備等）を発電制約（定格容量比率按分）の対象とする。 
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【具体例】 

図４において，ＡＢ送電線２回線を停止する場合は，ＢＦ送電線でＦ変電所側と系

統連系するが，ＥＦ送電線の運用容量を超過するため，発電制約が必要となる。 

この場合の発電制約対象範囲は，系統切替前の作業停止系統に連系しているＣ，Ｄ

発電所の発電設備等（切り替えられた発電設備等）とする。 

 

図４ 信頼度の観点から系統切替が必要な場合の定格容量比率按分の例 

 

なお，この系統構成において，ＥＦ線１回線が故障停止し，運用容量 15 万 kW と

なった場合には、発電制約量は 15 万 kＷとなるが，Ｃ，Ｄ発電所を優先抑制（停止）

し，残り 5 万 kW の発電制約量をＧ，Ｈ発電所で定格容量比率按分する。 

 

（２）系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合 

系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合は，原則として，切り替えられた

発電設備等により切替先の系統で発電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施

するが，切り替えられた発電設備等は発電制約の対象としない。 

【具体例】 

図５において，系統切替（Ｄ発電所をＢ変電所側の系統からＦ変電所側の系統に切

り替える）により発電制約量の総量が減少できる場合は，原則として，切り替えられ

た発電設備等により切替先の系統で発電制約が発生しないことを前提に系統切替を

実施する。 

このとき，発電制約の総量を最小化し，ＡＢ送電線の運用容量の超過防止に資する

Ｃ発電所の発電設備等を発電制約対象範囲とする。 
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図５ 系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合の定格容量比率按分の例 

 

なお，この系統構成において，ＥＦ線１回線が故障停止し，発電制約が必要となっ

た際，D 発電所を優先抑制すると系統切替に伴う発電制約量の低減量（2.5 万 kW）

以上の発電制約量となる場合には，Ｄ発電所を AB 線系統に戻し，AB 線の運用容量

以内となるように発電制約量 10 万 kW をＣ，Ｄ発電所で定格容量比率按分する。 

 

７ 系統切替に伴う位相調整のための発電設備等の出力の増発・抑制 

原則として調整電源で実施することとするが，調整電源がない場合は，流通設備の作業

停止に伴う発電制約の対象となる発電設備等の選定と同様，系統切替に伴い調整が必要

な発電設備等を事前に選定した上で，年間断面において系統切替に必要な発電制約量を

通知し，月間断面において年間からの変更分について通知することを基本とする。ただし，

系統切替の予定時刻において発電設備等の調整が必要となった場合は，給電指令により

対応する。 

 

８  ノンファーム型接続適用電源の扱い 

発電制約対象として，ノンファーム型接続適用電源がある場合は，当該発電設備等に優

先的に発電制約量を配分する。 

（１）ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合 

ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合は，優先的にノンファーム型接続適用

電源を定格容量比率按分する。 

【具体例】 

図６において，運用容量 8 万 kW に対し，合計定格容量が 15 万 kW のため，

7 万 kW の発電制約が必要となる。 

ノンファーム型接続適用電源であるＣ，Ｄ発電所に優先的に発電制約量を定格

容量比率按分する。 
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図６ ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合の定格容量比率按分の例 

 

（２）ノンファーム型接続適用電源以外も発電制約が必要な場合 

ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が解消しない場合は，残

りの発電制約量を制約対象発電設備等に定格容量比率按分する。 

【具体例】 

図７において，運用容量 8 万 kW に対し，合計定格容量が 15 万 kW のため，7

万 kW の発電制約が必要となる。 

ノンファーム型接続適用電源であるＣ発電所に優先的に発電制約量を 5 万 kW 配

分した後，残りの 2 万 kW をＤ，Ｅ発電所に定格容量比率按分する。 

 

図７ ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が 

解消しない場合の定格容量比率按分の例 

 

（３）容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合 

容量ノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合は，当該電源のノンフ

ァーム型接続として契約された容量に対し，優先的に発電制約量を配分する。 

ノンファーム型接続として契約された容量のみの発電制約だけでは発電制約が解消

しない場合は，残りの発電制約量を制約対象発電設備等に定格容量比率按分する。 
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【具体例】 

図８において，運用容量９万 kW に対し，合計定格容量が 1６万 kW のため，７

万 kW の発電制約が必要となる。 

Ｃ発電所のノンファーム型接続分の容量１万ｋＷに対して優先的に発電制約量を

配分した後，残りの６万 kW をＣ，Ｄ，Ｅ発電所に定格容量比率按分する。 

 

図８ 容量の一部がノンファーム型接続である電源の発電制約が必要な場合の 

定格容量比率按分の例 

 

９ 定格容量比率按分の適用が困難な場合 
電圧調整に必要で最低出力以下にできない発電設備等がある系統，電気的距離によっ

て発電制約効果が変動するループ系統，特定の発電設備等を停止させる必要がある故障

電流対策や安定度制約等としての停止等，定格容量比率按分の適用が困難な場合におい

ては，系統への影響や公平性等を十分考慮した上で調整する。なお，定格容量比率按分

を適用しない場合においても，故障電流や安定度等の各種制約を逸脱しない範囲内で，

発電制約量の調整を行うこともできる。 

（１）電圧調整に必要で最低出力以下にできない発電設備等がある系統 

通常の定格容量比率按分を適用すると電圧調整に必要な発電設備等が最低出力以下

となる場合，当該発電設備等は最低出力とし，総発電制約量から当該発電設備等の最

低出力を引いた発電制約量をその他の発電設備等で定格容量比率按分する。 

【具体例】 

図９において，運用容量10万kWに対し，合計定格容量が20万kWのため，10

万kWの発電制約が必要となる。（ステップ１） 

発電制約量10万kWを定格容量比率按分（2.5万kW/台）すると，各発電所の出

力は2.5万kWとなる。（ステップ２） 

Ｃ発電所は電圧調整に必要なため，最低出力3万kWとすると，発電制約量が0.5

万kW不足する。（ステップ３） 

上記0.5万kWをＤ，Ｅ，Ｆ発電所に定格容量比率按分（0.17万kW/台）する

と，Ｄ，Ｅ，Ｆ発電所の出力はそれぞれ2.33万kWとなる。（ステップ４） 
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図９ 電圧調整に必要で最低出力以下にできない発電設備等 

がある系統の発電制約量配分の例 

 
（２）電気的な距離によって発電制約効果が変動するループ系統 

ループ系統については電気的な距離※によって発電制約効果が変動するため，効果

量に応じた発電制約量按分とする。 

※「電気的な距離」とは，該当区間の送電線のインピーダンスのことをいい，「電

気的な距離が近い」とは，「送電線のインピーダンスが小さい」，「電気的な距離

が遠い」とは，「送電線のインピーダンスが大きい」ことである。 

【基本的考え方】 

作業停止する流通設備から「電気的な距離が近い」発電設備等ほど抑制の割合を

大きくし，「電気的な距離が遠い」発電設備等ほど抑制の割合を小さくする。な

お，効果量に応じた発電制約量の按分を行った結果，電気的に非常に遠く按分した

抑制量が常時の出力変動内に収まるなど，割り振ることが運用上現実的ではない発

電設備等については抑制量を０とみなす。 

図１０において，Ｇ発電所およびＨ発電所は，Ｉ発電所に比べＣＥ送電線からの

電気的な距離が遠いため，ＣＥ送電線に与える潮流調整の効果が低い。 

このため，定格容量比率按分すると， 

◇Ｇ，Ｈ発電所は，ＣＥ送電線に流れない発電部分も制約を受け，過剰に抑制さ

れる 

◇効果が異なるため，発電制約量を公平に調整できない 

ことになる。 
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よって，こうしたループ系統については，効果の高い発電設備等の作業停止に流

通設備の作業停止を同調したり，効果量に応じて発電制約量を按分する。 

 

図１０ ループ系統における発電制約効果 

 

【具体例】 

図１１において，ＣＥ送電線（運用容量5万kW）が１回線停止の場合，Ｉ，Ｇ，

Ｈ発電所が定格運転した場合にＣＥ送電線に図のとおり分流した場合，それぞれの

発電所のＣＥ送電線に対する効果量は以下のとおりとなる。 

 

    Ｉ発電所：3/5 ＝ 0.6  Ｇ発電所：2.5/5 ＝ 0.5  Ｈ発電所：2/5 ＝ 0.4 

 

したがって，公平に抑制するとは，上記の効果量に応じて抑制する（ＣＥ送電線

に流れる潮流を定格容量比率にする）こととなる。 

 

図１１ ループ系統における発電制約効果の例 

 

このとき，求めるべきＩ発電所の出力をＸkWとすると，以下のとおりとなる。 
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ＣＥ送電線に流れる潮流のうち，Ｉ発電所分（定格容量比率按分） 

     

5 ： 5×0.6 ＝ Ｘ ： 5×（5/15）       

  ⇒ 3Ｘ ＝  5×5×（5/15） ⇒ Ｘ ＝ 2.78万kW 

 

同様にして，Ｇ発電所の出力：3.33万kW，Ｈ発電所の出力：4.17万kW 

が求められ，発電制約と潮流は図１２のとおりとなる。 

このように，作業停止する流通設備から「電気的な距離が近い」発電設備等ほど

抑制の割合は大きく，「電気的な距離が遠い」発電設備等ほど抑制の割合は小さく

なる。 

 

図１２ ループ系統における発電制約量の計算例 

 

（３）故障電流対策のための発電設備等の停止の考え方 

系統切替を伴う流通設備作業停止時の故障電流の増加などにより，故障電流対策の

ために発電設備等の停止が必要となる場合がある。 

この場合，６（系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方）に準じ，まずは「切替

前の作業停止系統に連系している発電設備等（切り替えられた発電設備等）」を停止

させる発電設備等の対象とする。 

上記で不足する場合は，切替後の発電設備等も対象とし，支社給電制御所と対象発

電者の協議の上で追加する発電設備等を選定する。 

具体的な適用例を以下に示す。 

【具体例】 

図１３において，Ｂ線の１回線停止時において，信頼度確保のためＡ線の系統に

切り替える※１（常時切の遮断器を投入する）場合，故障電流が増加することから，

その対策として発電設備等の停止が必要※２となる。 

系統切替時における，母線の故障電流対策のための，基本的な発電設備等の停止

の組合せは以下のとおり。 



(託送制約関連作業における発電制約量に関する運用の取扱い) 

45 (2023.4.3) 

・Ａ火力の１Ｔ＋２Ｔの２台停止 

・Ａ火力（１Ｔor２Ｔ）の１台停止＋Ａ（1-1T～1-3T），Ｂ（1T～3T），Ｃ，

Ｄ火力のいずれか２台停止 

※１ Ｂ線の１回線停止時に残りの回線が事故となると，A変電所2U母線に接続

されている負荷が全停電となってしまうため，系統切替が必要。 

※２ 一般的に，系統に接続されている発電設備等の容量が大きく運転台数が多

くなるほど，故障電流は増加する。このため，系統切替により系統規模が

大きくなる場合，故障電流を低減させるためには発電設備等の出力抑制で

はなく，停止が必要。 

 

図１３ 故障電流対策が必要な系統切替を伴う流通設備作業停止の例 

 

【停止させる発電設備等選定の考え方】 

図１４において，停止回線はＢ線であるため，６（系統切替を伴う流通設備作業

停止の考え方）にもとづき，Ａ火力の１Ｔ，１－３Ｔ，Ｄ火力の３台が停止対象と

なる。 

故障電流対策のためには，上記３台の停止で十分なため，支社給電制御所は，こ

の３台を選定し，発電者に通知する。 
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図１４ 故障電流対策のための発電設備等停止の例 

 

【停止させる発電設備等を振り替えるための方策】 

この場合，切替前に接続されていた発電設備等の同一発電者の全ての発電設備等

を停止対象として新たに含めることを条件に，支社給電制御所と対象発電者の協

議・総意のもと，停止発電設備等の振替は可能。 

なお，故障電流対策の制約を逸脱しない範囲内で，発電制約量の調整は可能。 

 

図１５ 故障電流対策のための発電設備等停止の振替例 

 

10 発電制約量の振替の対象範囲について 

発電制約量の振替の対象範囲についての基本的考え方は以下のとおり。 

（１）発電制約対象範囲内の同一発電者の発電制約量の振替 

発電制約対象範囲内に同一発電者の発電設備等が複数あり，発電制約効果が同じ場

合，当該発電設備等の間で発電制約量の振替が可能。ただし，潮流監視等のため振替
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の情報が必要な場合があることから，支社給電制御所と当該発電者で協議等し，必要

に応じて振替時の扱い（連絡の要否等）について事前に取り決める。 

【具体例】 

図１６において，運用容量9万kWに対し，合計定格容量が18万kWのため，9万

kWの発電制約が必要となる。 

9万kWの発電制約量を定格容量比率按分すると3万kW/台となる。 

発電制約量対象範囲内にある発電者ＡのＡ，Ｂ発電所は，同一発電者の発電所で

あり，発電制約効果も同じであるため，発電制約量の振替が可能である。 

発電者Ａは，例えば，Ａ発電所の発電制約量の全量をＢ発電所に振り替え，Ａ発

電所は発電制約なし，Ｂ発電所は発電制約量6万kWとすることが可能。 

 

図１６ 発電制約対象範囲内の同一発電者の発電制約量の振替例 

 

（２）発電制約対象範囲内外の発電設備等の間における発電制約量の振替 

発電制約対象範囲内の発電設備等と範囲外の発電設備等の間における発電制約量の

振替は基本的には不可。ただし，条件付きで振り替えることは可能。 

具体的な適用例を以下に示す。 

【適用例１】系統切替を伴う場合 

図１７において，常時切の遮断器を投入してＡ，Ｂ発電所を系統切替するとＡ線

の運用容量超過が発生するため，発電制約が必要である。 

６（系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方）にもとづき，切替前の作業停止

系統に連系しているＡ発電所，Ｂ発電所が発電制約対象となる。 

ここで，発電者Ｂは，Ｂ発電所の方がＣ発電所よりも効率が良いため，Ｂ発電所

の発電制約量をＣ発電所に振り替えたいとする。 
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図１７ 系統切替を伴う流通設備作業停止時の発電制約対象範囲 

 

発電制約対象範囲内での振替ではないため，支社給電制御所と対象発電者の協

議・総意のもと，図１８に示すとおり同一発電者全ての発電設備等を発電制約対象

として新たに含めることを条件（Ｃ発電所の１台のみを加えるなどは不可）として

「発電制約対象範囲の拡大」を実施する（Ｃ発電所全台まで広げる）ことにより，

振替を可能とする。 

 

図１８ 系統切替を伴う場合の発電制約対象範囲外の発電設備等に対する発電制約量振替 

 

【適用例２】１電圧階級下位に接続されている発電設備等の扱い 

図１９において，Ａ線作業停止に伴いＡ線の運用容量超過が発生するため，発電

制約が必要である。 
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第２条（発電制約の対象となる発電設備等の範囲）にもとづき，「作業停止する

流通設備と同一電圧階級」に接続されるＧａ発電機および発電者Ｂが保有するＧ

ｂ，Ｇｃ発電機が発電制約対象となる。 

ここで，発電者Ｂは，Ｇｂ，Ｇｃ発電機の発電制約量を，発電制約対象外である

Ｇｄ，Ｇｅ発電機に振り替えたいとする。 

 
図１９ 作業停止する流通設備の電圧階級に基づく発電制約対象範囲の例 

 

発電制約対象範囲内での振替ではないため，支社給電制御所と対象発電者の協

議・総意のもと，図２０に示すとおり該当する電圧階級に接続されている同一発電

者全ての発電設備等を発電制約対象として新たに含めることを条件（Ｇｄ発電機１

台のみを加えるなどは不可）として「発電制約対象範囲の拡大」を実施する（Ｇ

ｄ，Ｇｅ発電機を加える）ことにより，振替を可能とする。 

ただし，第２条（発電制約の対象となる発電設備等の範囲）に示すとおり，配電

系統に接続する発電設備等は発電制約の新たな対象としない。 

 
図２０ 電圧階級により発電制約対象範囲外の発電設備等に対する発電制約量振替の例 

 

ただし，適用例１，２において，「発電制約対象範囲の拡大」を実施するにあた
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っての留意事項は，次のとおり。 

【留意事項】 

支社給電制御所は，まずは原則どおりの発電制約対象範囲の発電設備等にて発電

制約量を算定し，対象発電者に通知するが，対象発電者から申し出があった場合に

限り，「発電制約対象範囲の拡大」を実施すると，系統を知らない事業者が不利と

なるため，公平性の観点から，切替後の系統に切替前の発電者の発電設備等がある

場合については，該当する対象発電者に「発電制約対象範囲を拡大することによ

り，振替等が可能となる」ことを通知する。（図２１参照） 

 
図２１ 発電制約対象範囲の拡大に伴う通知の例 

 

以 上 


