
日本版コネクト＆マネージの進捗について
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既存系統の最大限の有効利用について
：日本版｢コネクト＆マネージ｣



 我が国の電力系統は、再エネ電源の立地ポテンシャルのある地域とは必ずしも一致せず、再生可能エ
ネルギーの導入量増加に伴い、系統制約が顕在化。具体的には、再エネを系統に「つなげない」、つ
なぐためには費用が「高い」、つなぐことができるようになるまで「遅い」といった声がある。

 欧州でも、日本と同様の課題が存在しており、系統増強となれば一定の時間と費用が必要になるが、
他方で一定の条件の下で系統接続を認めるといった既存の系統を効率的に活用する制度も存在し
ており、日本においては欧州の取組を参考に、「日本版コネクト＆マネージ」という対策を進めている。

「つなげない」
（送電線の平均利用率が

10%未満でもつなげない）

「高い」
（接続に必要な負担が大きすぎる）

「遅い」
（接続に要する時間が長すぎる）

＜発電事業者の声・指摘＞

＜実態＞
「送電容量が空いている」のではなく、
停電防止のため一定の余裕が必要
• 50%＝「上限」（単純2回線）
• 「平均」ではなく「ピーク時」で評価

欧州の多くも、日本と同様の
一部特定負担（発電事業者負担）

• モラルハザード防止のため、大半の国は
一般負担と特定負担のハイブリッド

増設になればどの国でも
一定の時間が必要

• ドイツでも工事の遅れで南北間の送電
線が容量不足

再生可能エネルギー普及に係る送電線の問題と対策
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従来の運用 見直しの方向性 実施状況

①空き容量
の算定

全電源フル稼働 実態に近い想定
（再エネは最大実績値）

2018年4月から実施
約590万kWの空き容量拡大を確認

②緊急時用
の枠

半分程度を確保 事故時に瞬時遮断する装置
の設置により、枠を開放

2018年10月から一部実施
約4040万kWの接続可能容量を確認

③ノンファーム
型の接続

通常は想定せず 一定の条件(系統混雑時の
制御)による新規接続を許容

2019年9月から千葉エリア、2020年1月か
ら北東北エリア及び鹿島エリアにおいて先行的
に実施。その他の地域でも2021年中の全国
展開を目指している。

設備容量

運用容量

従来の運用 見直しの方向性

風力

火力

太陽光

【緊急時用に確保】

太陽光火力
風力

※１

※１

日本版コネクト＆マネージの進捗状況

②

① ③
(斜線部)

 

※２※３

※２※３

※１ 最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
※２ 周波数変動等の制約により、設備容量まで拡大できない場合がある。
※３ 電制装置の設置が必要。 4



緊急時用の枠の活用（Ｎ－１電制）



従来の運用 見直しの方向性 実施状況

①空き容量
の算定

全電源フル稼働 実態に近い想定
（再エネは最大実績値）

2018年4月から実施
約590万kWの空き容量拡大を確認

②緊急時用
の枠

半分程度を確保 事故時に瞬時遮断する装置
の設置により、枠を開放

2018年10月から一部実施
約4040万kWの接続可能容量を確認

③ノンファーム
型の接続

通常は想定せず 一定の条件(系統混雑時の
制御)による新規接続を許容

2019年9月から千葉エリア、2020年1月か
ら北東北エリア及び鹿島エリアにおいて先行的
に実施。その他の地域でも2021年中の全国
展開を目指している。

設備容量

運用容量

従来の運用 見直しの方向性

風力

火力

太陽光

【緊急時用に確保】

太陽光火力
風力

※１

※１

日本版コネクト＆マネージの進捗状況

②

① ③
(斜線部)

 

※２※３

※２※３

※１ 最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
※２ 周波数変動等の制約により、設備容量まで拡大できない場合がある。
※３ 電制装置の設置が必要。 6
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N-1電制について

 N-1電制は、緊急時用の枠を活用する取組。これまで事故時にも電力の安定供給の
ため、送電線の枠が半分程度確保されていたが、N-1電制の適用によって、その送電枠
を活用することができるようになった。

 これにより、1回線事故が起きた場合でも、系統から遮断信号が発電機に発信され、発
電機を停止させることで、もう片方の送電線が送電容量の上限を超えることなく、送電を
続けることが可能となる。

 2018年10月から既に特別高圧系統について導入（先行適用）されており、その効
果によって、電力広域機関の試算によれば、全国で約4,040万kWの接続可能容量
が確認されている※。

 高圧系統へ接続される電源も特高系統へのN-1電制適用による接続を可能とする
本格適用に向けては、精算対象となる電源が多数となることから、電制される電源選
定の考え方や、費用負担の在り方や精算システムをどのようにするかなどの課題があっ
たが、広域系統整備委員会において、整理すべき課題については概ね整理され、
2022年度中の本格適用を目指している。

※ 最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
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（参考）コネクト＆マネージを適用する系統と電源のイメージ

Ｌ Ｇ
配電用
変電所

連系変電所
77,66kV
送電線

154kV送電線

連系変電所

275kV以上
送電線

配電
系統

上位
系統

広域
連系
系統

需要 電源

33,22kV
送電線

高圧系統
(6.6kV)
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(110V)

ノンファーム
型接続
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※原則論を記載。詳細は、各ルール毎に整理

低圧は
対象外
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（参考）N-1電制の適用による送電線利用イメージ

（出所）電力広域的運営推進機関 第２５回広域系統整備委員会（2017年8月4日） 資料1-（1）から抜粋



10

（参考）N-1電制先行適用と本格適用の違い

 先行適用とは、自らがN-1電制対象電源となり、N-1故障発生時に遮断（または出
力抑制）されることで接続を可能とする仕組み。

 本格適用とは、本来N-1電制の対象となり得る多数の電源を電制する代わりに、緊急
性の観点から最適な電源を電制させ、その機会損失費用を事後的に精算する仕組み。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４２回広域系統整備委員会（2019年8月5日） 資料1から抜粋
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（参考）本格適用時の費用精算のイメージ

（出所）電力広域的運営推進機関 第４８回広域系統整備委員会（2020年6月26日） 資料1から抜粋



ノンファーム型接続



従来の運用 見直しの方向性 実施状況

①空き容量
の算定

全電源フル稼働 実態に近い想定
（再エネは最大実績値）

2018年4月から実施
約590万kWの空き容量拡大を確認

②緊急時用
の枠

半分程度を確保 事故時に瞬時遮断する装置
の設置により、枠を開放

2018年10月から一部実施
約4040万kWの接続可能容量を確認

③ノンファーム
型の接続

通常は想定せず 一定の条件(系統混雑時の
制御)による新規接続を許容

2019年9月から千葉エリア、2020年1月か
ら北東北エリア及び鹿島エリアにおいて先行的
に実施。その他の地域でも2021年中の全国
展開を目指している。

設備容量

運用容量

従来の運用 見直しの方向性

風力

火力

太陽光

【緊急時用に確保】

太陽光火力
風力

※１

※１

日本版コネクト＆マネージの進捗状況

②

① ③
(斜線部)

 

※２※３

※２※３

※１ 最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
※２ 周波数変動等の制約により、設備容量まで拡大できない場合がある。
※３ 電制装置の設置が必要。 13



北東北エリアにおけるノンファーム型接続の先行実施(暫定ノンファーム型接続)

 東北北部地域では、送電線の空き容量不足により、再エネ導入のため大規模な基幹系統の増強が必要
となり、2016年10月より、系統増強を共同負担する電源を募集する入札プロセスが開始。

 入札の結果、250万kWを超える洋上風力発電を中心に2020年1月に約380万kWの再エネ電源が
接続が確定。

 これらの再エネについては、送電線が混雑している場合には出力制御を受け得ることを条件に、系統の増
強（2031年頃完成）を待たず、プロセス終了後、順次速やかに接続を認めることとしている（暫定ノン
ファーム型接続）。

（注）「系統確保」と洋上風力の「事業者選定」の関係
 公募の結果、募集プロセスにより系統確保した事業者以外の者が選ば

れる可能性がある。
 そのため、 支払済みの工事費負担金等及び諸経費相当額を対価と

して選定事業者に系統容量が承継される仕組みを整備。

【東北地方北部で接続予定の電源：地域別内訳】 【東北地方北部で接続予定の電源：電源別内訳】

赤線が
増強予定の送電線
（秋田⇒宮城・新潟）

電源種別
件数
[ 件 ]

連系容量
[ 万kW ]

太陽光 2 2

陸上風力 24 115

洋上風力 16 260

その他再エネ（バイオ等） 25 6

合計 67 383
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千葉エリアにおけるノンファーム型接続の先行実施（試行ノンファーム型接続）
 千葉エリアは、多くの再エネの接続申込みがあり、基幹系統（スライド39参照）の空き容量がゼロの
ため、追加接続を可能にするには、長期かつ高額な増強工事が必要となる。そこで、試行的な取り組
みとしてノンファーム型接続を先行的に実施することを2019年9月に決定し、申込み順に接続契約手
続を実施中。

【ノンファーム型接続の対象エリア】
(青色が対象エリア)

【千葉エリアの接続申込状況】

（出所)千葉方面における「試行的な取り組み」の概要
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/pdf/briefing_20190809.pdf 15



 系統増強を実施するか、ノンファーム適用系統に指定するかについては、費用便益評価
（B/C評価）により費用対効果があるが否かにより評価する仕組みが整理された。

（参考）試行的なノンファーム型接続の適用判断の方法

16
（出所）電力広域的運営推進機関 第44回広域系統整備委員会（2019年11月1日） 資料4から抜粋 一部修正



 評価算定期間内の費用及び便益を年度ごとにそれぞれ算定の上、現在価値に換算した
合計の費用及び便益を比較。

 便益としては、送電線増強に伴う燃料費削減効果やCO2対策費削減効果等を算出。
 燃料費削減については、広域メリットオーダーに基づいた潮流シミュレーションの結果に
より、系統を増強した場合と増強しない場合の総燃料費の差分を算出。

 CO2対策費削減については、同様に燃種毎の発電量の差分から、燃種毎の排出係
数やCO2クレジット価格※を掛け合わせて、貨幣価値に換算し算出。

※発電コスト検証WGで用いたIEA EU新政策シナリオにおけるCO2対策費価格（2030年:37ドル/CO2トン)
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（参考）費用便益評価（B/C評価）

＜費用便益評価のイメージ＞

便益

費用
建設期間

費用便益評価算定期間（N年間）

年度1  2  3  4 ･ ･ ･ N年度

Σ便益 Σ費用
年経費Z = 建設費 × 経費率

（経費率：送電7.9%, 変電10.7%, 地中9.0%）

Ｎ年度の年経費の現在価値
Zn /（1+r）(N-1)

Zn：N年度の年経費、r：割引率4%

Yn：N年度の収益, r：割引率4%

評価期間N：
架空送電36年, 変電22年, 地中25年

【Ｎ年度の便益の現在価値】
Yn /（1+r）(N-1)
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（参考）試行ノンファーム適用電源の出力制御値算出のタイミングについて
 試行ノンファーム適用電源の出力制御値算出のタイミングについては、実潮流に近い値で必要量
に応じた最小限の出力制御とするため、一般送配電事業者は、各コマ（30分毎 48コマ/日）
「GC（１時間前）のα時間前（システム処理時間、抑制分の調達時間を考慮して設定）」の
情報に基づき算出した混雑予想を、試行ノンファーム適用電源の事業者へ提供し、事業者は混
雑予想の結果を最終計画に反映することが整理された。

 結果が反映された最終計画に基づき、ＧＣ後（実需給断面の1時間前）に当該コマの出力制
御値を算出する。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４２回広域系統整備委員会（2019年8月5日） 資料1から抜粋
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（参考）系統混雑時の抑制方法
 系統混雑時の抑制方法に関して、試行ノンファーム型接続で系統連系する接続量に
上限はない。

 系統接続後は接続時のタイムスタンプに関係なく公平に取り扱うことを基本的な考え方を
もとに、後着者から抑制するのではなく、接続順に関係なく試行ノンファーム適用電源を
一律に抑制されると整理された。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４２回広域系統整備委員会（2019年8月5日） 資料1から抜粋
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（参考）ノンファーム適用系統におけるファーム電源廃止時の空き容量の取り扱い

 ノンファーム適用系統における空き容量の取扱いは、2021年中の全国展開を目指し
ているなか、既に千葉エリアや鹿島エリアにおいて「試行的な取り組み」の試行ノンファーム
型接続（※）が開始されていることから、ファーム電源廃止時には当面の対応として、
先着順に廃止に伴い生じる空き容量を利用するのではなく、試行ノンファーム電源が
一律に利用すると整理された。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４５回広域系統整備委員会（2019年12月10日） 資料2から抜粋

※ 「試行的な取り組み」のノンファーム型接続とは、混雑管理方法の制度導入前に、出力制御を前提に系統に接続すること。
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（参考）試行ノンファーム電源の容量市場における扱い

 試行ノンファーム適用電源は、設備増強を行わず、出力制御を前提に系統連系するた
め、確実に発電可能な出力が不明なため、kW価値が確保されていない電源となる。
そのため、試行ノンファーム適用電源は、「ニーズがある際に発電できる状態にある」という
容量市場のリクワイアメントの基本を満たすことができず、容量市場へは参加できない
と整理された。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４０回広域系統整備委員会（2019年４月1９日） 資料１から抜粋
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（参考）試行ノンファーム電源の需給調整市場における扱い
 需給調整市場にてΔkWを供出するには、発電計画値分とは別に系統の容量の中に
ΔkWを確保する必要がある。他方、出力制御システムにより出力制御値を上限として
発電することから、試行ノンファーム電源は発電計画値以上に出力を上げることはできな
い。

 試行ノンファーム適用電源は上げ幅を確保しても、TSOからの指令に応じて発電計画値
以上に出力を上げることができないため、試行ノンファーム適用電源は需給調整市場の
要件を満たすことはできないことから、需給調整市場に参加できないと整理された。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４６回広域系統整備委員会（2020年1月24日） 資料１から抜粋
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（参考）容量の一部が試行ノンファーム型接続となる電源への対応

 ノンファーム適用系統において、ファーム電源が発電機改修などにより増出力される場合、
運用容量を超過する。そのため、運用容量を超過する部分のみを試行ノンファーム適
用電源として取り扱うこととされた。

 電源内でファーム部分とノンファーム部分が混在する状態となるため、発電計画提出の
際に、ファーム部分とノンファーム部分の容量が区別可能な状態にする必要があることや、
容量市場への参加はファーム分の容量のみとなる。

（出所）電力広域的運営推進機関 第４６回広域系統整備委員会（2020年1月24日） 資料１から抜粋



 試行的にノンファーム型で接続している再エネは、系統混雑時の制御を条件に接続する電源であ
り、系統混雑時には非効率な火力電源を含む先にファームで接続している電源に劣後し、出力制
御を受けることになる。また、大規模な再エネの潜在容量も多い系統では、再エネの接続により、
将来的に多くの出力制御が発生する可能性もある。

送電可能容量

通常時 混雑時

出力制御
ノンファーム型
接続の再エネ

先に接続していた火力電源等

空容量

送電線の容量に空きがある場合、
送電可能。

⇒見直しを検討

送電可能容量を超えると、
先に接続していた電源が優先され、
出力制御を受ける。

送電線利用ルールの見直し

⇒2021年中に全国展開

令和２年７月13日 第26回電力・ガス基本政策小委員会事務局資料（一部加工）
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空き容量

接続契約申し込み（１）
接続契約申し込み（２）

接続契約申し込み（３）

接続契約申し込み（４）

（参考）基幹送電線における先着優先ルール

【先着優先】
申込みの量が空き容量の範囲内
であれば申し込み順に容量を確保

新規接続契約申込み

設備容量
運用容量

故障が発生しても安定して
運用できるよう限度値を
設定している
（例：送電線の１回線故障）

空き容量が無い系統に、新
規に接続希望があった場合に
は、必要な増強工事等を行う

 公平性・透明性を確保する観点から、太陽光や風力も含めて全電源共通で接続契約申込み順に系
統の接続容量を確保するという先着優先ルールとなっている。（送配電等業務指針第92条）

 新規の接続契約申込み時に系統に空き容量があれば容量確保できるが、空き容量が無ければ、系
統の増強等により空き容量が確保できるまで接続契約を締結することができない。

 この先着優先ルールでは、空き容量がない場合は系統を利用できないため、経済的に優位性のある
電源が新規に接続する際においては妨げとなっている。

送配電利用ルール（イメージ図）
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（送電系統の暫定的な容量確保）
第９２条 一般送配電事業者は、発電設備等に関する契約申込みの受付時点をもって、当該時点以後に受け付ける他の系統アクセス業務に
おいて、送電系統（ただし、連系線は除く。以下、この条において同じ。）へ契約申込みを受け付けた発電設備等が連系等されたものとし
て取扱い、暫定的に送電系統の容量を確保する。ただし、送電系統の容量を確保しなくとも、発電設備等に関する契約申込みの申込内容に
照らして、申込者の利益を害しないことが明らかである場合は、この限りでない。
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