
事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

A ACSR/AC

Aluminium Conductors Steel-Reinforced/Aluminum Clad

アルミ覆鋼心アルミより線。

亜鉛めっき鋼線の代りにアルミ覆鋼線を用いたもので、耐食性（腐食しにくい性質、あ

る環境下で腐食作用に耐える性質のこと）を向上させている送電用電線。

A ACSR
Aluminium Conductors Steel-Reinforced

鋼心アルミより線。

A AC/RA

（AC：Aggregation Coodinator）

アグリゲーションコーディネーター。

リソースアグリゲーターが制御した電力を束ね、一般送配電事業者（系統運用者）や小

売電気事業者、再エネ発電事業者と直接電力取引を行う事業者のこと。

（RA：Resource Aggregator）

リソースアグリゲーター。

住宅やオフィスビル、工場などの需要家とVPPサービス契約を直接締結して、リソース

制御を行う事業者のこと。

B BG

Balancing Group

複数の事業者が集まり、インバランスの精算を合算して算定する対象となる単位のこ

と。

小売電気事業者のバランシンググループを「需要バランシンググループ」、発電者のバ

ランシンググループを「発電バランシンググループ」という。

B BTB

Back To Back

半導体を用いた変換器を２つ背中合わせに接続した設備で、交流をいったん直流に変換

してまた交流に戻すもの。

B BCP対策

Business Continuity Plan

非常事態が発生した際に事業資産の被害を最小限に抑えつつ、事業を復旧・継続してい

くための計画や対策。

C CVケーブル

Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheath cable（架橋ポリエチレン絶縁ビニル

シースケーブル）

架橋結合（原子が線状に結合している分子相互間に橋を架けたような形の結合を形成す

ること）をしたポリエチレンを絶縁材料として用いた電力用ケーブル。

C CAPEX
Capital Expenditure

新規投資や更新投資などの設備投資のこと。

D DX
Digital Transformation

デジタル技術を用いることで、生活やビジネスが変容していくこと。

D DSO
Distribution System Operator

配電系統の管理・運用者のこと。

E ESG
環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)の英語の頭文字を

合わせた言葉で、企業が長期的に成長するために必要な3つの観点。

E EV
Electric Vehicle

電気自動車のこと。

F FC

Frequency Converting substation

周波数変換所。我が国の電力系統は、東日本が交流50Hz、西日本が交流60Hz と二つの

異なる交流周波数で運用されており、両系統を連系し供給予備力を相互に融通すること

で、供給予備力を節減でき、発電設備も効率的に運用することができる。

G GIS

Gas Insulated Switchgear

変電所を運転・保護するため回路の電流を開閉・遮断する遮断器、回路を電気的に隔離

し電圧を開放する断路器などを１つのガスタンクに収納し設置面積をコンパクトにした

ガス絶縁開閉装置。

H HDCC
Hard-Drawn Copper standed Conductor

硬銅より線。

H
H3

（最大３日平均電力）

ある月における毎日の最大電力（１時間平均）を上位から３日とり平均したもの。

「電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン」における最大需要電力

（ｋW）の算出方法として用いられている。

１日最大ではなく、３日平均電力を用いるのは、特異な要因（気象の影響など）による

影響度合いを小さくするため。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

I IPネットワーク

コンピュータネットワークの種類の一つで、インターネットプロトコル（IP：Internet

Protocol）というプロトコル（通信規約/通信手順）によってデータの送受信を行うも

の。

J JLC
Japan Liquefied Natural Gas Cocktail

日本に輸入されるLNGの平均価格。

J JKM
Japan Korea Marker

北東アジア向けスポットLNG価格を入着ベースで評価、発表しているLNG価格指標。

J JEPX
Japan Electric Power Exchange

日本卸電力取引所。

J JEC

電気規格調査会の略称で、Japanese Electrotechnical Committeeの頭文字を取ったも

の。

電気規格調査会とは一般社団法人電気学会が擁する、工業製品における規格を制定して

いる機関で、JECとは規格名でもある。

N N-2故障
架空送電線（２回線）のルート故障など、機器装置２箇所の同時喪失を伴う故障のこ

と。

N N-1故障
送配電線１回線、変圧器１台、発電機１台その他の電力設備の単一故障（１母線故障は

除く）のこと。

N N-1電制

N-1故障が起きたときに電源の送電線への接続を瞬時に制限（これを「電制」という）

することで、緊急時用に空けておいた容量の一部を活用し、電源の接続可能量を拡大す

る取り組みのこと。

O OPEX
Operating Expense

企業が運営していくための日常業務に必要な費用。

O OFケーブル

Oil Filled cable

ケーブル内に絶縁油の通路を設け、端部に設けた重力タンク又は圧力タンクで適当な油

圧を加え、温度変化による気泡の発生を防止したもの。

P PV

Photovoltaic

太陽から発生される光を太陽光パネルで受け止め、家庭で使用できる電気に変換して供

給するシステム。

S SVR

Step Voltage Regulator

高圧架空配電線の電圧降下対策として線路の途中に設置し、自動で電圧を調整する変圧

器（配電用自動電圧調整器）。

S SF6ガスレス機器

六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスを使用しない変電機器。

ＳＦ６ガスは高い絶縁性能を誇るが、二酸化炭素（ＣＯ２）と比較して温室効果が高

い。

S Scope3 Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)。

S Scope2
自社で他社から供給された電気、熱、蒸気を使用した事による間接排出の温室効果ガス

の排出量。

S Scope1 自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出の温室効果ガスの排出量。

T TSO
Transmission System Operator

送電管理・系統運用者のこと。

T TPS
トヨタ生産方式（Toyota Production System）のことで、生産全般を「ムダの徹底的排

除」と「造り方の合理性の追求」の視点から見直し、システム化した生産方式のこと。

あ アンサンブル予測
わずかに異なる複数の数値予報を行って、その結果を統計的に処理することで、不確定

さを考慮した確率的な予測を可能にするもの。

あ アレスタ
避雷器。雷などにより過渡的な異常高電圧が生じた場合、放電により過電圧を制限して

電力設備の絶縁を保護するもの。

あ アセットマネジメント

設備(アセット)を、中長期的な視点からライフサイクル全体にわたって、コスト、リス

ク、パフォーマンスのバランスを保ちながら、効率的かつ効果的に維持管理する仕組み

(計画)。

あ 上げ調整力
供給区域の需要に対して供給する電気が不足となった場合に対し、電気を供給又は需要

を抑制するための調整力。

い インバランス料金

インバランスとは、「需要（発電）計画」と「需要（発電）実績」の差分をいい、この

差分については一般送配電事業者が調整しており、調整に対する対価として一般送配電

事業者に支払うのがインバランス料金。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

い インバランスネッティング
エリア間でインバランス想定量の発生方向が逆の場合に、それらの量を相殺すること

で、調整力の発動量を減少させること。

い インバランス収支

インバランスとは、「需要（発電）計画」と「需要（発電）実績」の差分をいい、一般

送配電事業者は、発電・小売事業者が発生させたインバランスを埋めるために要した調

整力のkWhコストとインバランス料金の収入・支出を合算して、インバランス収支とし

て管理。

い インバーター

交流から直流に変換し、再度交流に戻す装置のことで、電気の電圧や周波数を自在に作

り出して直流・交流を巧みに切り替え、最適な電気利用と機械制御を実現する装置のこ

と。

い 移動式変電所

事故や工事などで変電所の機能が停止する場合や一時的に電力需要が増加する場合に用

いられる可搬式の変電設備。

開閉器や変圧器等をコンパクトにまとめて移動可能としたもので、車両に搭載する車載

形や、コンテナなどに格納した可搬ユニット形といった形態がある。

い 一般負担 かかる費用について、託送料金として需要家のみなさまに広くご負担いただくこと。

い 一次調整力

電源が予期せぬトラブル等で停止する電源脱落により生じた需要と供給の差や、３０分

未満の需給変動について対応する調整力。要件：指令値までの出力変化（応動時間）が

10秒以内、出力継続時間が5分以上のもの。

う 運用容量
送配電設備（送電線や変圧器等）に故障が発生した場合でも、停電等を発生させること

なく安定的な運用が可能となるよう、予め決められている電気の流れる量のこと。

え エネルギープラットフォーム
小売事業者、発電事業者、アグリゲーターなど多様な事業者が参画し、電力やエネル

ギーの価値を取引するための「共通の土台（基盤）となる環境」。

え 営業資本 事業運営のために必要な運転資金。

か 慣性力

火力発電所などの同期発電機では、ローター(回転子)が運動エネルギーを蓄えており、

電力系統の障害などで瞬間的に発生する電力の過不足分を吸収または放出しており、こ

れを慣性力と呼ぶ。なお、太陽光発電は回転質量を持たず、また、大型の風力発電ター

ビンは送電網に直接接続されていないため、慣性力を提供できない。

か 河敷料 河川敷(地上及び地下)又は附属物を占用することに対して支払う占用料。

か 雷サージ
雷によって発生し、電源線、通信線、電気・電子機器に直接又は間接的に加わる一時的

に発生する短時間の異常な過電圧や過電流のこと。

か ガバナフリー(制御)

ガバナとは回転機の回転速度を一定に保つための制御装置であり、蒸気タービンでは蒸

気加減弁、水車ではガイドベーンと呼ばれる弁の開度を、回転速度が上昇すれば減少さ

せ、回転速度が低下すれば増加させる。ガバナフリーとは、常時の回転速度変化に対し

て、このガバナの動作により出力を変化させる運転を指す。

か 価値評価・取引レイヤー
フィジカルレイヤー(現実社会)とサイバーレイヤー(仮想空間)の上に位置し、場所や時間

によって異なるエネルギーの価値を可視化し、評価・取引するための階層のこと。

か かいぜん活動

業務を見直して今よりも良くしていくための活動で、作業や業務の中にあるムダを排除

し、より価値が高いものだけをおこなえるように、作業や業務のやり方を変える活動の

こと。

か カーボンニュートラル

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。

（参考）

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボ

ンニュートラルを目指すことを宣言。

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排

出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的に

ゼロにすることを意味している。

※ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人為的なものを指す。

き 供給側接続事前検討

需要設備を当社送配電系統に接続される場合の「契約申し込み」に先立ち、アクセス設

備、電力量計量器、通信設備その他電気の供給に必要となる工事の要否に関する事前確

認（供給照会）。

き 共架料
当社所有の電柱に、当社以外の設備(通信線や無線機器、防犯カメラ等)を取り付ける場

合に、お支払いいただく利用料相当。

き 期待運用収益率 年金資産の運用により生じると見込まれる収益(率)。

き 既存ネットワークコスト

ネットワークコストのうち、制御不能費用、事後検証費用および次世代投資に係る費用

以外で、「OPEX査定対象」、「CAPEX査定対象費用(既存投資に係る減価償却費及び固

定資産税を含む)」、「その他費用」、「事業報酬」、「控除収益」に整理されるもの。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

き 基幹系統

送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、供給区域における最上位電圧から

二階級(当社の場合、電圧が500kV・275kV)の送電設備及び変電設備で構成される電力系

統のこと。

く グリッド 送電網や配電網のこと。

く クラウド化
自社に設置しているサーバーやソフトウェアなどを、インターネット経由で外部事業者

のクラウドサービス方式に移行すること。

け 軽負荷期 気候が穏やかな春や秋など電力需要が少ない時期。

け
経済負荷配分制御（EDC：Economic

loadDispatching Control）

電力系統の安定かつ合理的運用を目的に、各発電所(各発電機)に最も経済的になるよう

負荷配分を行う制御(数十分以上の周期で変動する負荷調整)をいう。

け ゲートクローズ

小売事業者や発電事業者が自ら広域機関に提出した計画値に対して過不足調整のオペ

レーションを行うことができるタイムリミットのこと。30分ごとに計画値と一致させる

計画値同時同量を実施するタイムリミットとして、該当時間帯の1時間前が設定されてい

る。

け 系統安定化システム
電力系統の故障によって不安定となる一部の発電機を瞬時に判定し高速遮断すること

で、電力系統の安定性を維持し大規模停電を防止するシステムのこと。

け 経済的出力制御

オンライン代理制御のことで、オフライン制御事業者が本来行うべき出力制御をオンラ

イン制御事業者が代わりに実施し、オフライン制御事業者が出力制御を行ったとみなし

て、オンライン制御事業者が発電を行ったものとして、通常の買取価格で対価を受ける

仕組み。

こ コンデンサー 電気を蓄えたり放出したりする電子部品で、直流を通さないで絶縁する働きもある。

こ 混雑処理 流通設備の混雑を解消するために行う発電抑制等の措置のこと。

こ 混雑解消

再エネの大量導入時に、再エネにより生産された電力が電力系統へ大量に送り込まれる

ことにより、電力系統の送配電線の電力潮流が増加し送配電可能電力量が減少すること

を電力系統の混雑という。逆に、この混雑を解消する取り組み（負荷の消費電力を大き

くし再エネの発電電力を吸収する等）により送配電可能量が回復することを混雑緩和・

混雑解消という。

こ コネクト＆マネージ

電力系統制約への対応方法で、混雑時の出力抑制など、一定の条件下で系統への接続を

認める仕組み。 具体的には、（1）実態に近い想定で空き容量を算定する「想定潮流の

合理化」、（2）緊急時用の枠を活用し、事故時に瞬時遮断する「N-1電制」、（3）混

雑時の出力制御を前提に新規に接続する「ノンファーム型接続」の3つがある。

こ 交流ループ 会社間の電力系統を交流で環状に常時接続すること。

こ 公社債利回り 国債、地方債、政府保証債等の公社債の利回り。

こ 鉱工業生産指数(IIP)

鉱業・製造業を営む企業が、どれだけ製品を生産したかを表す数量指数で、鉱工業生産

全体の動きを示すものであり、月々の鉱工業生産活動にかかる数量を、ある一定時期を

基準にして指数化したもの。

こ 高経年化設備更新ガイドライン

送配電設備の更新の考え方や手法の統一および適切かつ合理的な更新に対する説明性の

向上を目的に、設備が有するリスク量の標準的な算定方法や設備更新に係る工事物量算

定の基本的な考え方を定めたもので、2021年12月に広域機関が策定・公表したもの。

こ 広域メリットオーダー
複数地域間で発電費用（限界費用）や環境価値、系統安定コストも含めて社会的コスト

を低い順番に運転することで全体の経済性を高める需給運用のこと。

こ 広域需給調整システム

広域需給調整システム（以下KJC : Keystone Japanese Coordinating system）は、需給

調整市場の共通プラットフォームとして調整力を広域運用するシステム。各エリアの中

央給電指令所と接続する制御系システムで、各エリアから90 分先までのインバランス想

定量とエリアで確保したメリットオーダーリストを受信し、広域需給調整結果を各エリ

アの中央給電指令所に配信。各エリアの中央給電指令所はこの結果をもとに最適負荷配

分制御（EDC）を実施。

こ 広域系統整備計画

広域機関が定める広域系統長期方針等を踏まえて策定した、広域連系系統の整備に関す

る個別の整備計画のこと。広域系統整備計画は、広域機関における「計画策定プロセ

ス」により検討のうえ、策定され、計画策定プロセスは、広域機関による発議、電気供

給事業者からの提起、国の審議会等からの要請によって開始される。

こ 交付金

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に基づき、お客さまからご負担いただいた

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、国が指定する費用負担調整機関が「納付金」と

して電力会社などから回収し、買取に要した費用は、同機関から「再エネ特措法交付

金」として電力会社などに交付されることとなっており、当該交付金のこと。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

さ 残余需要
需要電力（太陽光発電の自家消費分を除いたもの）から、太陽光発電（自家消費分を除

く）及び風力発電の出力を控除した需要。

さ 再エネ出力予測誤差 発電計画値(30分平均値）から再エネ出力実績値(30分平均値）の誤差。

さ 三次調整力②

FIT特例制度①およびFIT特例制度③を利用している再生可能エネルギーの予測誤差に対

応する調整力。

応動時間は45分以内、継続時間は商品ブロック時間（3時間）。

さ 三次調整力①

ゲートクローズ以降に生じる需要予測誤差および再生可能エネルギーの出力予測誤差

や、電源が予期せぬトラブル等で停止する電源脱落により生じた需要と供給の差につい

て対応する調整力。

応動時間は15分以内、継続時間は商品ブロック時間（3時間）。

さ 下げ調整力
供給区域の需要に対して供給する電気が余剰となった場合に対し、電気の供給を抑制又

は需要を増加するための調整力。

さ サイバーレイヤー

フィジカルレイヤー上に位置するデジタル空間（仮想空間）のこと。

例えば、太陽光発電や蓄電池、EVなどDERが増えてくると、電気がどのように流れてい

るのか、把握が困難となるが、これを、サイバーレイヤーの中でしっかりとシミュレー

ションすることを指す。

さ 再給電

ゲートクローズ（GC）後に一般送配電事業者が系統混雑を把握し、電源に対して給電指

令を出すことにより潮流を調整することで混雑処理を行う方式。計画段階ではなく実需

給段階で混雑処理を行うため、再エネの出力変動や時間前市場により混雑状況が変化し

ても、その変化も含めた合理的な調整量とすることが可能。

さ 災害時連携計画

電気事業法に基づき、一般送配電事業者が、共同して、災害その他の事由による事故に

より電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるために、一般送配電事業者相互

の連携に関して定めた計画のこと。広域機関を経由して経済産業大臣に届け出ることに

なっている。

し 自己資本

自己資本とは、企業が安定した経営をするために必要な資金のうち、返済する必要がな

い資金の調達源泉を指し、資本金や法定準備金、余剰金などの純資産が自己資本とな

る。

し 自己資本比率
自己資本比率は、会社の財務面における安全性を見るための指標で、負債および純資産

の合計額（総資本）に占める純資産の割合のこと。

し 需要予測誤差 需要想定値(30分平均値）から需要実績値(30分平均値）の誤差。

し 時間内需要変動
実需要や再エネ出力が変化することにより30分より短い時間において生じる細かな変

動。

し 使用済燃料再処理等既発電費相当額

「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する

法律」第3条第1項の規定に基づく使用済燃料の再処理等の費用に充てるため積立てが義

務付けられている費用(積立期間:平成17年度から平成31年度までの15年間)であって、算

定省令第4条第2項の規定に基づき託送料金原価に算入することとなっているもの。

し 需要地系統
送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、連系線及び基幹系統以外の電力系

統をいう。配電系統を指す場合もある。

し 需給調整市場

需給調整市場とは、「調整力（⊿kW）」を取引する市場。停電や設備機器への支障を発

生させないように、電気は常に需要と供給を一致させる必要があるが、この需要の変化

に合わせて発電所等で需要と供給を一致させるために必要な電力を「調整力（⊿kW）」

といいます。

し 需給関係費用 電力の需給によって生じるまたは変動する費用。

し 実系統 現実の電力系統。

し 次世代スマートメーター

レジリエンスの強化、再エネ大量導入・脱炭素化、系統全体の需給安定化、需要家利益

の向上という便益の実現を目的に、電力DXの推進に向けたツールとして、5分ごとの電

力使用量の計測等の機能を追加したスマートメーターのこと。

し 事業用・工事用

事業用(電力)：一般送配電事業者の事業遂行のための事業所等に使用する電力。

建設工事用(電力)： 一般送配電事業者の自社設備等の建設工事の目的のために使用する

電力。

し 事業報酬 支払利息および株主への配当金等に充てるための費用（資本調達コスト）。

す スマートメーター
スマートメーターとは、30分ごとの電力使用量を計測することができ、また、遠隔でそ

の情報を取得することが可能な電力メーター(電力量計)のこと。

す スマートシティ
都市が抱える諸問題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画・整

備・管理・運営）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区のこと。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

す 水面使用料

河川・湖沼・海など水面を占用することに対して管理者等に支払う費用。さん橋、取放

水設備、けい船場、オイルフェンス、ブイ、クラゲ侵入防止設備、テトラポット等の使

用料。

せ 線路使用料
他人の電線路または電話線路を使用することに対して支払う使用料およびマイクロ波無

線の使用料。

せ 線下補償料
電線が敷地や建物の上空を横切る場合、上空を利用させてもらう対価として支払う補償

料。

せ 設備容量 送配電設備（送電線や変圧器等）に流せる電力の最大値（限界値）のこと。

せ 接続検討
発電設備が当社送配電系統に接続される場合に、発電設備の仕様および発電設備設置地

点から、技術的な連系の可否、連系に必要な設備・対策および費用を検討するもの。

そ 総ロス（率）

総ロスとは、発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量

をいう。総ロス率は、(送電端電力量―使用端電力量)÷送電端電力量×100で算定したロ

ス率をいう。一般に公開されている送配電ロス率とは異なり、変電所の所内電力量を送

電ロスに含む。

た 代理オンライン制御

オフライン制御事業者が本来行うべき出力制御をオンライン制御事業者が代わりに実施

し、オフライン制御事業者が出力制御を行ったとみなして、オンライン制御事業者が発

電を行ったものとして、通常の買取価格で対価を受ける仕組み。

た 耐雷ホーン

耐雷ホーンは、酸化亜鉛素子(ZnO素子)を有し、避雷器と同様に雷サージを流して速や

かに続流を遮断する機能を有する。アークホーンとも呼ぶ。落雷などによる異常電圧で

がいしや電線が損傷するのを防ぐ。

た ダイナミックレーティング

既存の送変電設備の運用容量そのものを大きくしようという技術のこと。

送電設備は、熱により破壊されることを防ぐため、許容温度(熱容量)が設けられてい

る。この熱容量は、例えば外気温 40℃、風速 0.5m/s、日射量 1、000W/m2などの一定

の固定値を用いて「静的な」数値として設定しており、この結果、送電設備の熱容量は

現実の気象に左右されることなく、固定的な値となっている。ただし、寒い日や風が強

い日は、架空送電線は外気で冷却されることにより、同じ電力を送電しても送電線は許

容温度を超えにくくなると考えられる。

そこで、外気温や風速等の気象条件を動的に把握し、送電線の熱容量・運用容量を動的

に拡大しようという技術のことをダイナミックレーティングという。

た 第一線事業所
業務の第一線職場であり、送変電技術系の第一線職場である電力センター、配電技術系

および営業系の第一線職場である営業所の総称。

ち 超過利潤

電気事業法第22条第1項及び電気事業託送供給等収支計算規則に基づき算定した、託送

供給等における収支のことで、託送料金水準の適切性を判断することを目的として定義

されたもの。

ち 潮流調整

電力系統の運用にあたって、送電線・変圧器など流通設備における過負荷の防止、送電

損失の軽減、電圧の維持あるいは連系点の潮流を目標値に維持するなどの目的で、電力

潮流を調整すること。

ち 調整力確保費用

供給区域における周波数制御、需給バランス調整その他の系統安定化業務に必要となる

発電設備（揚水発電設備を含む。）、電力貯蔵装置、デマンドレスポンスその他の電力

需給を制御するシステムその他これに準ずるもの（但し、流通設備は除く。）の能力を

確保するために要する費用。

つ 追加事業報酬 地域間連系線の増強費用に対して事業報酬に上乗せされる追加の事業報酬のこと。

て 電源接続案件募集プロセス
特別高圧の送電系統の増強工事に関して、入札その他の公平性及び透明性が確保された

手続によって、必要な工事費負担金を共同負担する系統連系希望者を募集する手続。

て 電源制限 故障が起きたときに電源の送電線への接続を瞬時に制限すること。

て 電源持ち替え
混雑処理や電源の計画外停止等のため、BGが計画していた電源の代わりに別の電源の出

力増加や運転を行うこと。

て 停止作業調整
流通設備の点検や修繕等の作業を実施するための流通設備の停止に関する計画時期等の

調整を行うこと。

て 電柱敷地料
当社がお客さまの敷地内に電柱などを設置させていただく場合に、お客さまにお支払い

する土地使用料。

て 電線共同溝

電線の設置及び管理を行う２以上の者の電線を収容するため、道路管理者が道路の地下

に設ける施設。

（「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」にて定義され、電線共同溝は、道路法の

道路附属物にあたる。）
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

て 電源線 発電所を当社の高圧または特別高圧の送配電網に連系するための受電側接続設備。

て 電源Ⅲ 一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない電源等

て 電源Ⅱ

小売電気事業者の供給力等と一般送配電事業者の調整力の相乗りとなる電源等。

原則として小売電気事業者が小売供給用の供給力として確保する電源等ではあるが、

ゲートクローズ後に余力がある場合には、一般送配電事業者が上げ・下げの調整力とし

て活用する電源等。

一般送配電事業者からの指令を受け、電力量（kWh）価格で電力量（kWh）ベースの精

算を実施。

要件を満たす場合、デマンドレスポンスも含まれ得る。

て 電源Ⅰ'

猛暑（厳寒）H1対応のため、原則として、一般送配電事業者が電源Ⅰに追加的に確保す

る供給力等。

夏季及び冬季における厳しい気象条件（10年に1回程度の猛暑及び厳寒）における最大

電力需要に対応するために必要な量であり、広域機関で基本的な考え方を示し、その考

え方に基づき各一般送配電事業者が募集量を設定し、電源Ⅰ´の公募調達を実施。

て 電源Ⅰ

一般送配電事業者の専用電源として、常時確保する電源等。

上げ調整力必要量に対して電源Ⅰとゲートクローズ後の電源Ⅱ余力を活用して運用する

仕組みであることを考慮し、上げ調整力必要量のうち電源Ⅰとして確保すべき量は、広

域機関で基本的な考え方を示し、その考え方に基づき各一般送配電事業者が募集量を設

定し、電源Ⅰの公募調達を実施。

て データプラットフォーム
組織が持つ膨大なデータを適切に蓄積・加工・分析できるようにする、データ活用の基

盤のこと。

て 定率法

固定資産に対する減価償却方法のひとつで、毎年一定の割合で減価償却費が少なくなる

ように計算する方法。固定資産の期首の帳簿価額 (未償却残高) に一定の償却率を乗じて

求める。

て 定額法

固定資産に対する減価償却方法のひとつで、毎年度同じ額の減価償却費を計上する方

法。計算方法は固定資産の取得価額から残存価額を控除した額 (基礎価額) を耐用年数で

除して求める。

て ΔkW（デルタキロワット）
実需給時点で時間帯毎に必要な能力をもった電源等を、出力を調整できる状態で予め確

保すること。

と 特定立地電源公募

ブラックスタート電源（広範囲な停電が起こってしまった際に、外部からの電源供給な

しに発電を開始できる電源）や電圧調整電源（近隣地域の電圧調整に特に大きな役割を

果たす電源）のような特定の地域に立地していることが系統安定上重要な電源を特定地

域立地電源といい、これを公募により調達すること。

と 特定負担

かかる費用に対して、特定の方にご負担いただくもの。

系統接続時にかかる費用のうち一定範囲を超える部分については、工事費負担金として

発電事業者等にご負担いただいております。

と 特定投資
エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であっ

て、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるもの。

と 道路占用料 道路を占用して使用する場合にその道路の管理者である地方公共団体に支払う使用料。

と 同期化力
自ら電圧を確立し、系統と電気的なつながりを持って負荷変動等に生じる回転数（位

相）の差に応じて回転数の差を無くし、並列運転を継続しようとする能力。

に 二次調整力

ゲートクローズ以降に生じる需要予測誤差および再生可能エネルギーの出力予測誤差

や、電源が予期せぬトラブル等で停止する電源脱落により生じた需要と供給の差につい

て対応する調整力で、二次①はLFC信号により周波数を基準周波数に回復させる調整力

で、並列必須で応動時間は5分以内、継続時間は30分以上。二次②はEDC信号により周

波数を基準周波数に回復させる予備調整力で、並列任意で応動時間は5分以内、継続時間

は30分以上。

な 中地域交流ループ
北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社及び当社の3 社の500kV 系統を交流

ループで運用すること。

の ノンファーム型接続

潮流が小さく送電線の容量に空きがあるときに送電でき、運用容量を超えた時には抑制

することを前提に接続する取り組み。

ノンファーム型接続では、送変電設備の事故や故障などがない平常時であっても、空い

ている容量に合わせて、出力制御が行なわれる。

は 発電側課金
電力系統の送配電設備の維持・増設に要する原資を得るため、発電設備に課金される予

定の新制度。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

は 廃炉円滑化負担金

原発依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力発電所を円滑に廃炉す

るための費用を託送料金の仕組みを利用して需要家から回収するもの。平成29年に託送

料金の利用を可能とする制度措置（電気事業法施行規則等の省令改正）がなされ、令和

２年４月より施行されている。

は 配電事業ライセンス

一般送配電事業者が所有する配電網を、一般送配電事業者以外の事業者に譲渡または貸

与し、配電系統の運用を行うことを可能とするために、事業の新規参入者に国が与える

認可のこと。

は 賠償負担金

福島第一原子力発電所事故後に導入された賠償への備え（原子力損害賠償・廃炉等支援

機構法（平成23年法律第94号）に基づく一般負担金。） に関して、事故前に確保すべき

であった不足分を託送料金の仕組みを利用して需要家から回収するもの。

平成29年に託送料金の利用を可能とする制度措置（電気事業法施行規則等の省令改正）

がなされ、令和２年４月より施行されている。

は バイオマス

動植物などから生まれた生物資源の総称。

バイオマス発電では、この生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電

している。

ひ 費用負担ガイドライン

発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針

（平成27年11月6日公表、資源エネルギー庁）。

発電設備の設置に伴う電力系統の増強等及びその費用負担の在り方のうち、ネットワー

ク側の送配電等設備の増強等及びその費用負担の在り方に関する基本的な考え方を提示

するもの。

ひ 飛騨信濃FC

当社の60 Hzの電力系統と東京電力パワーグリッド株式会社(以下、「東京電力PG」とい

う。)の50 Hzの電力系統とを直流で連系する連系設備であり、当社の飛騨変換所または

東京電力PGの新信濃変電所で交流を直流に変換して飛騨信濃直流幹線により直流送電し

た後、新信濃変電所または飛騨変換所で別の周波数の交流に変換することにより、周波

数の異なる両系統間で電力を融通することができる。設備容量は900 MW（90万キロ

ワット）で、2021年3月31日に運用開始。

ふ
負荷周波数制御（LFC：Load

FrequencyControl）

定常時における電力系統の需給バランスをとるため、系統周波数や連系線潮流の変化を

検出して、発電機の出力を変化させる制御のことをいう。LFC は、需要変動のうちの主

に数分から20 分周期程度の変動成分を吸収している。

ふ 分散型グリッド

電力需要地内で複数の分散型電源や電力貯蔵システムを組み合わせ、分散型電源の発電

量を需要状況に合わせて制御し、電力の地域自給を可能とする小規模の電力供給網のこ

と。マイクログリッドともいう。

ふ 分散型リソース（DER）

Distributed Energy Resources

需要家が所有するエネルギーの供給、消費、需給調整に関連した制御対象機器や運用計

画の総称。

機器や計画には、例えば、再生可能エネルギーやコージェネレーション（熱電併給）な

どの分散型電源（DG）、需要家が使用する電気自動車や蓄電池、空調機や給湯器などの

熱利用機器、およびエネルギー需要を制御する需要応答（DR）などがある。

ふ 分散型電源

比較的小規模で、かつ様々な地域に分散している電源の総称。

比較的小規模な発電装置を消費地近くに分散配置して電力の供給を行う機械そのもの

や、蓄電池、電気自動車利用など電力貯蔵システムなどの方式のことであり、二次送電

系統への系統連系を中心とした中小規模の発電施設から、太陽光や風力、燃料電池など

の規模の小さい低出力の発電装置、大規模な電力貯蔵システムまで、各種の多様な電源

が含まれる。

ふ フレキシビリティ市場

混雑処理のための配電混雑地域内のフレキシビリティ（ΔkW＋kWh）を調達できるよう

にする市場。

急速かつ大量に導入された再生可能エネルギー（再エネ）電源の出力変動が引き起こす

想定外潮流により、配電網の過負荷（配電混雑）の増加が懸念されている。配電混雑の

解消には、混雑が発生する配電網内の分散型エネルギー資源(蓄電池などのDER)を活用

する方が効率的である。そこで電力系統の電力品質維持のために、大規模電源からのみ

ならず配電網の分散型エネルギー資源からも、「出力を柔軟に変化させることが可能な

能力（フレキシビリティ）」を利用する仕組みがローカルフレキシビリティ市場であ

る。

ふ プル型
電源からの要請に対して、その都度、送電ルートの最適化や必要な箇所の容量拡大を進

める(対応する)こと。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

ふ 振替損失調整額

一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電

事業の用に供するための電気並びに接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業

者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発

電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整

に要する費用。

ふ 振替供給

契約者から小売電気事業等のための電気を当社が受電し、当社が維持および運用する供

給設備を介して、同時に、受電した場所以外の会社間連系点において、その受電した電

気の量に相当する量の電気を当該契約者に供給すること。契約者から受電する地点によ

り「地内振替」と「中継振替」に分けられる。

ふ プラットフォーム
電力取引における基盤となる装置やソフトウェア、サービス、あるいはそれらの組み合

わせ（環境）のこと。

ふ ブラックスタート
電力系統において広範囲におよぶ停電等が発生した場合でも、外部電源より発電された

電気を受電することなく、停電解消のために発電を行い、復旧すること。

ふ 不等時性 同一時刻における風速や日射量が地点によって異なること。

ふ ブッシング

電気を壁など通過させる場合、壁と絶縁するため磁器の内部を中空にして中空部に導体

を貫通させ使用するのが「がい管」であり、導体を含めて「ブッシング」という。変圧

器、しゃ断器、変流器などの外かくあるいは支持用に使用。

ふ プッシュ型

適地が偏在する再生可能エネルギーの導入を拡大するとともに、電力の供給安定性を確

保し、かつ広域メリットオーダーを実現していく観点から、送電ルートの最適化や必要

な箇所の容量拡大を進めることは重要であり、こうした系統整備を進めるにあたり、電

力システムの全体最適実現の観点から、国が掲げるエネルギー政策の方針のもとで、再

生可能エネルギーをはじめとする電源のポテンシャルを考慮し、一般送配電事業者や広

域機関等が主体的かつ計画的に系統形成を行っていくこと。

ふ フィジカルレイヤー
電力系統の設備や、設備などに流れる電気、電源、お客さま設備など、現実世界に物理

的に存在する階層。

へ β(ベータ)値
事業経営リスクを表す指標で、一般的には市場全体の株式価格が１％上昇するときの株

式の平均上昇率。

ま マスタープラン

広域機関が定める、個別の広域系統整備計画を検討する際の考え方を示す広域連系系統

の長期方針(グランドデザイン)。国民負担を抑制して再生可能エネルギーの導入を図る

一方で、地震等の災害により電力ネットワークが機能不全に陥った場合なども想定し

て、全国大でのネットワークの複線化を図ることによるバックアップ機能を強化など、

電力ネットワークの強靱化の実現に向けた取組みの方向性を示すもの。

ま マイクログリッド

電力需要地内で複数の分散型電源や電力貯蔵システムを組み合わせ、分散型電源の発電

量を需要状況に合わせて制御し、電力の地域自給を可能とする小規模の電力供給網のこ

と。分散型グリッドともいう。

め メリットオーダー 発電コストの安い発電所から順番に並べたもののこと。

も モービルマッピングシステム
車両に各種の計測機器を組み合わせて搭載し、地形・地物等を移動しながら計測を行

い、3次元データ（レーザ点群含む）を作成するもの。

ゆ ユースケース

利用者があるシステムを用いて特定の目的を達するまでの、双方の間のやり取りを明確

に定義したもの（システムを使う人の目線で「このシステムは、こんなことができる」

と表現してみることで、どんなシステムになるかのイメージをつかむ方法）。

ゆ 有利子負債 利息を付けて返さないといけない負債のことで、金融機関からの借入金や社債など。

よ 余力活用

一般送配電事業者の指令に応じて応動が可能な状態にある電源において、発電計画およ

び調達したΔkW以外の部分を、一般送配電事業者が、周波数制御・需給バランス調整、

系統運用等を目的として活用することを指す。

よ 容量市場

将来の供給力（kW）を取引する市場で、将来にわたる我が国全体の供給力を効率的に確

保する仕組みとして、発電所等の供給力を金銭価値化し、多様な発電事業者等が市場に

参加していただき供給力を確保する仕組み。

よ 揚水ロス
揚水発電所のポンプアップのための供給に係る電力ロスで、「ポンプアップのための供

給電力量」から「発電電力量」を差引くことにより算定。

り リスク量

一般送配電事業者が高経年化対応に係る設備保全計画を策定するにあたって更新の優先

度を検討するための指標（目安値）であり、「故障の起きる確率」と「その故障が起き

た場合の影響度」の積として定義。

り リスクプレミアム
長期国債金利など相対的にリスクが低いとされる安全資産の利回りを上回る部分で、投

資家がそのリスクに応じて期待する超過収益（上乗せ収益）のことを指す。
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事業計画における用語集

事業計画において使用している用語の解説を以下に示しております。

用語 意味・定義・説明 等

れ 連系線

一般送配電事業者間で電気を相互にやりとりするために使う200kV以上の直流送電線及

び交直変換設備。

想定を超えた気温変動、発電所事故、大規模災害などによる電力需給の逼迫(ひっぱく)

に備え、エリア間で電力融通を行う機能などを担う。

れ レジリエンス
自然災害等に対して「うまく対応したり、すみやかに原状回復する能力」を意味し、電

力インフラ・システムの強靱性を指す。

れ レガシーシステム

過去の技術や仕組みで構築されているシステムを指す用語で、1980年代に多くの企業が

導入した、メインフレームやそれを小型化したオフコン（オフィスコンピューター）と

呼ばれるコンピューターを使ったシステムを主にレガシーシステムと呼ぶ。

れ レートベース

レートベースとは、事業資産の価値を指し、事業に対して投下された投資額の価値（真

実かつ有効な資産）であり、固定資産のほか、建設中の資産、核燃料資産、運転資本等

の価額の合計額。過大な予備設備、貸付設備、事業外設備等は含まない。

れ レイヤー
構成要素が階層状に積み上がった構造になっている場合に、それぞれの要素をレイヤー

と呼ぶ。

ろ ローカル系統
送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、連系線及び基幹系統以外の電力系

統をいう。

3σ
σとは標準偏差（いわゆるデータのばらつきの指標）を意味し、3σは、区間におさまる

確率が約99.7%の範囲。

2σ
σとは標準偏差（いわゆるデータのばらつきの指標）を意味し、2σは、区間におさまる

確率が約95%の範囲。
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