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3 １．連系線と地内送電線の潮流管理に関する現状比較 

 連系線の潮流は、本機関によって常時監視されており、潮流を制御するシステム
や混雑処理方法が整備されている。また、連系線の運用容量と電源の連系可否に
は関係性がない。なお、連系線の利用ルールについては、有識者を交えた「地域
間連系線の利用ルール等に関する検討会」において、間接オークションを導入す
る見直しを行った。 

 他方、地内送電線の潮流は、平常時には原則潮流の混雑が発生しないよう設備形
成されているため、潮流を制御するシステムや混雑処理方法が整備されていない。
また、想定される潮流が流通設備の運用容量を超える場合には、電源の接続は原
則不可となっており、運用容量を超えて電源が連系するためには当該流通設備の
増強が必要となる。 

連系線 地内送電線 

混雑管理 
あり 

（本機関が実施） 
― 

（原則混雑を想定していない） 

接続可否 電源の連系と関連がない 
運用容量を超えての 

接続は不可 

割当てルール 
先着優先から 

間接オークションへ 
先着優先 

新たな割当てルールの導
入の際の既存の連系事業
者の取扱い 

あり 
（間接オークション導入に際し
約１０年の経過措置を導入） 

― 

【地域間連系線と地内送電線の潮流管理に関する現状比較】 



4 ２．広域系統長期方針の課題と取組 

 
 電力需要の継続的な拡大が見通せない

中、再生可能エネルギーや新たな電源
連系ニーズの増加に対応して、従来の
考え方で設備増強を行えば、電気料金
の上昇を招くおそれがある。 

 高度経済成長期に建設された大量の流
通設備が、今後更新時期を迎えるが、
現在の更新ペースでは対応が困難と見
込まれる。 

 

広域系統長期方針の主な取組 

・既存流通設備の最大限活用による流通設備効率の向上 
・電源と流通設備の総合コストの最小化 
・費用対便益に基づく流通設備の増強判断 

・流通設備の計画的な更新及び作業の平準化 

 新たな電源連系ニーズに応えつつ、国民負担が抑制
されるよう、既存流通設備をこれまで以上に無駄な
く効率的に活用する取組 

 経年設備を含む膨大な既存流通設備を適切に維持し、
その能力を最大限活用する取組 

中長期的な設備形成の主な課題 

 既存設備を最大限に有効活用するためには、信頼度面、運用面に関する以下のよ
うな課題の解決が必要である。 

 混雑が発生しうる系統が面的に拡大することを念頭においた混雑処理等の運用ルールの
検討、供給信頼度の考え方の整理 

 流通設備の作業停止調整が一層困難化することが想定されるため、調整の円滑化に向け
た仕組みの構築 など 

 本機関は、広域連系系統の整備及び更新に関する方向性を整理した『広域系統長
期方針』を策定した。（2017年3月） 

 中長期的な設備形成の主な課題と広域系統長期方針の主な取組は以下のとおりで
あり、広域系統整備委員会において検討を進めている。 



5 ３．広域系統長期方針における流通設備効率向上への取組 

（出典）第23回広域系統整備委員会 資料2より作成 

「広域系統長期方針」では、これまでの電力需要成長期における供給能力を最大限発揮できる
設備形成の考え方から、大きく発想を転換し、既存設備を最大限活用することで、流通設備効
率の向上を図り、新たな電源連系ニーズに応えつつ、長期的な電気料金の低減を目指すことと
した。 

流通設備効率の向上及び送電系統利用の円滑化に向けては、電源連系等を検討する際の想定潮
流の合理化等の取組み（Ｂの基準）を、信頼度への影響を考慮しつつ、速やかに進めていくと
ともに、更なる効率向上を目指したＣの基準についても技術面等の課題の整理、検討を確実に
進めていくこととした。 

 



6 （参考）「想定潮流」について 

リスク 
対応分 

② 
想定 
潮流 

ローカル 
需要 

 

全体の需要 
に応じた 
電源稼働 

石炭 

ＬＮＧ 

石油 

① 
想定 
潮流 

検討対象系統の電源設備量と需要 

電源 
設備量 

G G 

全体の系統 

検討対象系統 

ローカル系統 

 
リスク対応分を
考慮した電源
稼働のシナリオ 

ローカル系統 

想定 
潮流 

（出典）第23回広域系統整備委員会 資料2 

 「想定潮流」には、以下の考え方がある。系統計画では、②の「想定潮流」が用い
られる。 

①実際に流れる潮流（実潮流）を想定すること。運用段階で主に使用している。 

②電源の連系や稼働の状態についてシナリオを設定し電力系統に流れる潮流を想
定すること。シナリオ設定によって全体の系統あるいはローカル系統において
どのような信頼度の系統を構築するかが決定される。流通設備の計画（系統計
画）段階で主に使用している。 



7 ４．流通設備の更なる効率向上に向けた課題 

 更なる効率向上に向けて、系統混雑を許容する設備形成（Cの基準）への全面的
な移行については、以下のような課題の解決に向けて、速やかに丁寧な検討を進
めていく必要がある。 

 

増強基準
の在り方 

 新たに費用対便益等による確率論的なクライテリアの検討が必要である。ま
た、設備増強の費用負担についても整合的な対応が必要となるか。 

 系統混雑を許容した電源連系が面的に拡大することを考慮し、設備増強基準
については、ローカルネック解消というミクロ的観点だけではなく、予備力、
調整力確保というマクロ的観点からも評価、検討が必要である。 

潮流管理  系統混雑により、計画段階での潮流調整が恒常的に発生すると、複数事業者
との潮流調整が必要であるが、具体的な抑制方法は確立されていない。 

 また、混雑発生頻度が増加すれば、時間が限られている中での複数事業者と
の調整は、オペレーションが困難となり、電力系統の安定性が確保できない
可能性がある。 

 従って、複数事業者との調整ルール、システム等の検討、整備が必要である。 
 

電源投資
の予見性 

 系統混雑を許容する設備形成へ移行した場合、発電事業者にとっては、混雑
発生に伴う、将来的な出力抑制電力量の想定が困難となり、電源投資の予見
性が低下するため、設備増強基準や混雑発生時の調整ルールを検討するに当
たっては、この点にも留意する必要がある。 

（出典）第23回広域系統整備委員会 資料2より作成 
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Aの基準 Bの基準 Cの基準 

混
雑
発
生
頻
度 

平常時 

作業時 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）流通設備効率向上に伴う混雑発生頻度のイメージ 

多 

少 

多 

少 

【各基準における混雑発生頻度イメージ】 

②の混雑発生頻度であれば、今後検討を進めるより合
理的な作業調整ルールが参考になる可能性がある。 

運用 
容量 

電源 
設備量 

新規連系 

新規連系 
新規連系 

 
 

想定潮流 
デュレーショ
ン 

混雑処理が 
必要 

想定潮流： 
設備計画を検討
する際の想定潮
流 
 

設備形成 
イメージ 

① 

② 

 Bの基準では、想定される範囲内でのリスク事象（例えば、必要予備率で対応しう
るリスク）は見込んで設備の増強を行う。 

 従って、前日までの計画段階で恒常的な混雑処理は不要な範囲の系統利用。 
 （上記の事象が継続する場合は除く） 

（出典）第23回広域系統整備委員会 資料2より作成 
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現状の潮流管理 Aの基準 Bの基準 Cの基準 

計
画
段
階 

作
業
系
統 

設備停止作業調整 
 
 流通設備作業計画と発電事業者が提出す
る発電計画に基づき、電源の運用制約が生じ
る場合、潮流調整の効果および発電計画提
出者間の公平性を考慮し、発電機出力を調
整 

 
 

通
常
系
統 

  
 発電事業者が提出する発電計画を基に、系
統の潮流状況を確認 

計画段階での 
調整が必要な 

レベル 

当
日 主に潮流調整で対応 

計画段階における 
調整ルール 

潮流管理が方法
の確立が必要 

（参考）流通設備効率向上に伴う混雑発生への対応 

【各基準において必要となる潮流管理方法】 

円滑な作業調整が実現できる調整
ルール 

現行の 
調整ルール 

給電指令（調整電源による潮流調整等）（※） 

（※）自然変動電源の潮流が突き上げる系統ではリアルタイムでの実効的な潮流調整方法が課題 

通常、計画段階（～前日） 
では混雑発生なし          

関係事業者の増加等に伴い調整は困難化 

調整ルールの在り方
について検討が必要 

複数の発電事業者間で 
調整することは、共通の

課題 

（出典）第23回広域系統整備委員会 資料2より作成 



10 ５．複数の既存事業者間の円滑な調整ルールの在り方の検討① 

（出典）第23回広域系統整備委員会 資料2 

 設備増強せずに新規電源を受け入れる際には、契約において運用制約が生じうる
ことを明確にしておく必要があるとともに、今後、発電事業者数の増加や実運用
での送電系統混雑の蓋然性が高まることを考慮し、電力系統の安定性確保のため、
既存事業者を含む複数事業者との円滑な調整（いわゆるコネクト＆マネージの一
例）が必要であり、その調整ルールについて検討を進める必要がある。 

 本機関の第23回広域系統整備委員会において、既存設備を最大限有効活用して
いくために、現状においても調整が困難化している複数の既存事業者間の作業停
止調整が円滑に実現できる調整の在り方の検討が必要と整理され、電源の運用
（系統の利用）に係ることから、本機関の系統利用ルール等に関する検討会で検
討される。 
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原則、混雑を発生させない 
設備形成 

５．複数の既存事業者間の円滑な調整ルールの在り方の検討② 

想定潮流： 
設備計画を検討す
る際の想定潮流 
 

【常時の混雑処理ルールと作業停止調整ルールの共通課題】 

 流通設備の利用率向上等により発生し得る常時の混雑と作業停止に伴う混雑は、
既存事業者を含む複数事業者間の調整（発電制約）が必要であるという点で親和
性が高く、共通の課題であることから、作業停止調整における発電制約の考え方
を参考にしつつ、常時の混雑処理ルールの具体策について検討を進める。 

 まずは、現状の流通設備の作業停止調整において、調整が困難化していることを
踏まえ、「公正性に留意しつつ既存事業者を含む複数事業者間がより円滑に実現
できる作業停止調整ルールの在り方」について検討を行う。 

常時の運用容量 

 系統混雑を許容する系統連系ルール 
に移行した場合 

電
源
設
備
量 

新規連系 

新規連系 
 
 

作業停止時間 作業停止時間 

既存事業者を含む複数事業者間の調整
（発電制約）が必要であり、共通する課題 

作業時の 
運用容量 

常時も一定程度の混雑が発生 

作業時は、調整の更なる困難化が想定 

作業時に一定程度の混雑が発生 

流通設備の利用
率向上の取組 

回線停止等により
運用容量低下 

【現状】 
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（出典：第8回系統ワーキンググループ資料４） 

（参考）流通設備効率向上に伴う混雑発生への対応事例 
   （東北北部エリアの電源接続案件募集プロセスにおける暫定対策） 
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（出典：第8回系統ワーキンググループ資料４） 

（参考）流通設備効率向上に伴う混雑発生への対応事例 
   （東北北部エリアの電源接続案件募集プロセスにおける暫定対策） 



14 （参考）連系線と地内送電線の潮流管理に関する現状比較（再掲） 

 連系線の潮流は、本機関によって常時監視されており、潮流を制御するシステム
や混雑処理方法が整備されている。また、連系線の運用容量と電源の連系可否に
は関係性がない。なお、連系線の利用ルールについては、有識者を交えた「地域
間連系線の利用ルール等に関する検討会」において、間接オークションを導入す
る見直しを行った。 

 他方、地内送電線の潮流は、平常時には原則潮流の混雑が発生しないよう設備形
成されているため、潮流を制御するシステムや混雑処理方法が整備されていない。
また、想定される潮流が流通設備の運用容量を超える場合には、電源の接続は原
則不可となっており、運用容量を超えて電源が連系するためには当該流通設備の
増強が必要となる。 

連系線 地内送電線 

混雑管理 
あり 

（本機関が実施） 
― 

（原則混雑を想定していない） 

接続可否 電源の連系と関連がない 
運用容量を超えての 

接続は不可 

割当てルール 
先着優先から 

間接オークションへ 
先着優先 

新たな割当てルールの導
入の際の既存の連系事業
者の取扱い 

あり 
（間接オークション導入に際し
約１０年の経過措置を導入） 

― 

【地域間連系線と地内送電線の潮流管理に関する現状比較】 
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