
東北電力ネットワーク株式会社

番号
調整力
公募

要綱・契約書 該当箇所 ご意見・お問合せ 回答

1 電源Ⅰ′ 要綱 １
広域的な予備率が8%未満となる場合「等」に電源Ⅰ’を発動という記載がありますが、広域的な予備率が8%以上であってもエリアの
予備率が何%未満であれば発動させるといった目安はございますでしょうか?

電源Ⅰ’においては原則広域予備率に基づいて発動することと整理されており、エリ
ア予備率の目安はございませんが、急な電源脱落等に対して緊急的な対応が必要とな
る場合、広域予備率によらず発動指令を行う場合があります。

2 電源Ⅰ’ 要綱 １（1）ｆ.

「契約電源等がDRを活用した負荷設備の場合は、一般送配電事業者との間で約款にもとづく接続供給契約が締結されていることが必
要」とありますが、電源Ⅰ’厳気象対応調整力提供期間中に需要家が最終保障供給を受けることになった場合、当該需要に対して
は、一般送配電事業者が本公募や需給調整市場において調達・確保した調整力の一部を消費しながら供給するものと理解しており、
電源Ⅰ’厳気象対応調整力の発動指示により、アグリゲータの指示により当該地点の需要を削減することは、調達調整力の消費を削
減するという点で意義があるものと思料しますが、それでも最終保障供給地点をリソースとして活用することは不可能となりますで
しょうか?
また、上記において最終保障供給地点をリソースとして活用できないとした場合、提供期間中に最終保障供給となってしまう等の事
象が発生した場合、最終保障供給を受けている期間中の発動に対しては全て失敗という扱いとなりますでしょうか?

3 電源Ⅰ’ 要綱 １（１）ｆ

（原案）一方，契約電源等がディマンドリスポンス…（略）…を活用したものである場合，当該需要家において一般送配電事業者と
の間で約款にもとづく接続供給契約（接続供給契約者と電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約者とが同一であることは求めません。）が締
結されていること等が必要です。
（意見）電源Ⅰ´は需給ひっ迫時であり，ＤＲの活用推進の観点から，需要家が一般送配電事業者の最終保障供給を受けている場
合，当該需要家が電源Ⅰ´でＤＲを活用可能であることが望ましいと考えますが，どうでしょうか？
また，最終保障供給を受ける需要家は需要とはみなさない（募集要綱の要件を満たさない）場合，これは入札時点での需要家の状況
により判断されるのでしょうか？

4 電源Ⅰ’ 要綱 １（１）ｏ. インボイス制度導入に伴う適格請求書発行事業者の登録は、落札後、契約締結までに完了させておけばよろしいでしょうか? 原則として2023年度開始までの完了が必要となっております。

5 電源Ⅰ’ 要綱 ４（２）ｊ.
平日時間における発動回数が12回以上とありますが、12回より多く対応可能であることを打診することで、札としての優先度が上が
ることがあるのでしょうか?

発動回数12回以上の設定としても優先度は上がりません。

6 電源Ⅰ’ 要綱 ３（２）

（原案）提供時間は提供期間のうち，土曜日，日曜日，祝日，１２月２９日，１月２日，３日は除き，各日９時から２０時までとい
たします
（意見）提供時間について，ＧＷ・お盆は，社会通念上の休日となっていることから，提供期間の対象外とすべきと考えますが，ど
うでしょうか？

お盆期間の需要は、7～9月平日（調整力提供期間）ピーク並みとなる場合もありうる
ことから、これまでどおり発動対象日とさせていただきます。

7 電源Ⅰ’ 要綱 ６（３）Ｃ

（原案）次に属地ＴＳＯである一般送配電事業者を含まない…（略）…当該属地外競合案件を除いて各一般送配電事業者でステップ
４の再評価を行ない，…（略）…それ以外の一般送配電事業者は当該案件を除いてステップ４の再評価を行ない
（確認）「…各一般送配電事業者でステップ2の再評価を行い…（略）…それ以外の一般送配電事業者は当該案件を除いてステップ2
の再評価を行い」ということでしょうか？

誤記のため修正いたします。

8 電源Ⅰ’ 要綱 ７（６）
（原案）電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約における電源Ⅰ′厳気象対応調整力とは別に，特定卸供給を実施することを否定するもので
はありません。
（確認）上記は，「電源Ⅰ´契約電源等による需給調整市場への入札」を想定したものということでしょうか？

ご認識のとおりです。

2022年度(2023年度向け) 調整力公募 意見募集に対する回答一覧

記載いただいた通り、募集要綱においては、「契約電源等がDRを活用したものである
場合，当該需要家において一般送配電事業者との間で託送供給等約款にもとづく接続
供給契約が締結されていること等が必要です。」と規定しております。
また、最終保障供給は、小売電気事業者の都合などによって契約切替えを余儀なくさ
れた需要家が、いずれの小売電気事業者とも電気の供給にかかる契約が成立しなかっ
た場合に、次の小売電気事業者が見つかるまでの間、一時的に一般送配電事業者が電
気を供給するサービスです。最終保障供給の制度については、現在制度設計専門会合
等で見直しが図られています。
以上より、当該契約を締結している需要家に対しては、新しい小売電気事業者と可能
な限り早めに需給契約を締結するようPRをお願いいたします。
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9 電源Ⅰ’ 要綱 ７（１０）

（原案）契約者の設備トラブルや計画外の定検等，当社の責とならない事由により，当社からの発動指令にもかかわらず…（略）…
達しない場合（以下「契約電力未達」という。），契約電力未達時割戻料金を算定し，料金算定期間ごとに基本料金から差し引くも
のといたします。
ただし，「（９）計画外停止等」に係る契約者からの申し出があった場合において，当社の実務上の都合等により，当該申し出の内
容から発動指令時点で供出不可と見込まれる量を予め控除して指令を行なったときは，契約電力未達時割戻料金の算定上，電源Ⅰ′
厳気象対応調整力契約電力全量について指令がなされたものとみなします。
（確認）契約者都合（契約者の設備トラブルや計画外の定検等）以外の「当社の責，当社の実務上の都合」とは，どのようなケース
が該当するのでしょうか？例えば，御社と需要家で事前（N年度）に協議した停止計画があり，当該停止時（Ｎ+1年度）に起因する
契約電力未達が発生したケースは，契約電力未達時割戻料金の対象でしょうか？

契約電力未達時割戻料金の対象となります。
なお，応札いただく電源につきましては，提供期間・提供時間を通じて安定的に調整
力を確保できるリソースとしていただきます。

10 電源Ⅰ’ 要綱 ７（１０）

（原案）※１ 運用要件に定める最低発動回数の１２回といたします。
（確認）12回を，最大発動回数から最低発動回数に変更した理由」は何でしょうか？
6（3）にて「想定発動回数（7回）」との記載（第62回制度設計専門会合の資料6-1で整理された値を採用）があり，また，同資料6-
1では「広域予備率をもとに電源Ⅰ´を発動する場合には，年間最大12回発動することが想定」との記載があります。

１２回については，最低発動回数のままであり変更しておりません。

11 電源Ⅰ’ 要綱 ７（１０）
未達度合いの算定方法等について、「標準的な算定方法としますが，具体的な数値は契約協議時に個別に協議・確認させていただき
ます。」とありますが、昨年度と異なり、今年度は実効性テストと電源Ⅰ’ 発動は同日中に重複して発動することがあり、その場
合の取り決めはアグリゲーターと都度決めるということでしょうか？

電源Ⅰ’厳気象対応調整力の募集要綱において、「発動指令電源と電源Ⅰ′で重複す
る契約電源等があるときに、実効性テストと電源Ⅰ′を同日に指令する場合、電源
Ⅰ’の指令は実効性テストと重複しない契約電源等のみに対する指令として扱う（な
お、電源Ⅰ’発動指令後、同日中の実効性テストの指令は行なわない）。」と規定し
ております。
やむを得ず重複することが想定される場合等、必要に応じて協議させていただきま
す。

12 電源Ⅰ’ 要綱  ８（１）

原案）調整力ベースライン：属地TSO の約款，「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」
（R2.6.1 資源エネルギー庁改定）における標準ベースラインや発電等計画値等※１を踏まえ，電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約の中
で，個別に協議しその設定方法を取り決めた上で，属地TSO の約款における損失率を考慮して算出します。
（意見）本募集から「電源Ⅰ´契約電源等による需給調整市場への入札」が可能となり，「調整力ベースラインの設定・・・標準
ベースライン・・・」について，High 4 of 5 の算定除外日に「需給調整市場でのDR発動日」を含めるということでしょうか？ま
た，
同算定除外日については，社会通念上の休日となっている「ＧＷ，お盆，年末年始」を含めるべきと考えますが，どうでしょうか？

ベースラインの算定対象日含め、ベースライン算定方法については契約協議時に協議
させていただきます。

13 電源Ⅰ’ 要綱 ―
先日、広域機関より、「実効性テストの発動時におけるベースライン算定の取り扱いについて」の連絡がありましたが、調整力公募
においても、アグリゲーターが経済DRを実施している期間中のベースライン算定において、当該経済DR実施日をベースライン算定対
象日から除外するということはできないでしょうか？

ベースラインの算定対象日含め、ベースライン算定方法については契約協議時に協議
させていただきます。

14 電源Ⅰ’ 要綱 全般
要綱内に記載されている「電源Ⅱ契約」とは、東北電力ネットワークと契約する電源Ⅱ契約のことであって、他の属地エリアで締結
している電源Ⅱ契約は該当しないという認識で問題ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

15 電源Ⅰ’ 契約書 第1７条

（原案）容量市場にて落札された発動指令電源の実効性テストとして，契約電源等の一部が活用されている場合，当該活用されてい
る発電設備および負荷設備については，調整電力量の算定対象から除外するものとする。
（意見）容量市場は「実需給時の調整電力量は相対取引もしくは市場取引する」制度設計になっていることから，容量市場の実効性
テストの調整電力量は算定対象とすべきと考えますが，どうでしょうか？

実行性テストについては，容量市場の対象であり，電源Ⅰ´の調整力精算対象とはし
ておりません。



東北電力ネットワーク株式会社

番号
調整力
公募

要綱・契約書 該当箇所 ご意見・お問合せ 回答

2022年度(2023年度向け) 調整力公募 意見募集に対する回答一覧

16 電源Ⅰ’ 契約書 第１６条２項
「登録する単価は別紙３の上限電力量単価を上限とする。」とありますが、同一電源の電源Ⅰ´契約容量以外の部分を需給調整市場
に活用する場合もあるため記載を削除していただきたい。

17 電源Ⅰ’ 契約書
需給調整市場入
札に関する覚書

第６条２項

「登録するＶ１単価の上限はⅠ´契約第１６条２項の定めによるものとする。」とあるが、同一電源の電源Ⅰ´契約容量以外の部分
を需給調整市場に活用する場合もあるため記載を削除していただきたい。

18 電源Ⅰ’ その他

端境期における
調整力の提供に

関する覚書
第１２条

「前条の上げ調整電力量料金の算定に用いる単価（１キロワット時あたり銭単位で設定）は、原契約第１６条の定めによるものとす
る。」とあるが、端境期の提供について、電源Ⅰ´の契約単価に制限されないよう、記載を削除していただきたい。

19 電源Ⅰ’ その他

電源Ⅰ´契約電
源等による需給
調整市場への入

札について
需給調整市場で
のkWh単価の取扱

い

「需給市場システムでは、同一リソースに対して年間を通じて1系列の単価で管理することになります・・・需給調整市場も含めど
ちらにも需給調整市場システムに登録した単価（ただし、電源Ⅰ´の上限単価内）が適用されます」とあるが、電源Ⅱとして契約し
た電源を用いて電源Ⅰ′の契約を締結する場合、需給調整市場システムでは、電源Ⅰ′の上限電力量単価が電源Ⅱの登録単価にも適
用されないよう整理いただきたい。

20 電源Ⅰ’ その他
需給調整市場覚

書
第５条（２）

（原案）調整電力量を算定する３０分コマごとに，Ⅰ′契約第２条による契約電源等の調整力ベースラインを合計したものから需給
調整市場にて約定した需要家リスト・パタ－ンの合計基準値を差し引いた値とする。
（確認）Ⅰ´の供出力と需給調整市場の供出力を同時に重畳して供出した場合に，各々の供出量を明確に区分するため，「Ⅰ′契約
第2条による契約電源等の調整力ベースラインを合計したもの」をＡ，「需給調整市場にて約定した需要家リスト・パタ－ン」にお
ける基準値の合計をＢとして，「Ａ－Ｂ」をⅠ′の供出量とし，「Ｂ－需要実績」を需給調整市場の供出量とする理解で良いでしょ
うか？

ご認識のとおりです。

21 電源Ⅰ’ その他
提出様式

（様式１）１１
項

（原案）11　非価格要素評価
（確認）「非価格要素評価」について、評価方法はどのような内容でしょうか？

誤記のため削除いたします。

22 電源Ⅰ’ その他
提出様式
（様式1）

入札様式１において非価格要素が記載されていますが誤記でしょうか？ 誤記のため修正いたします。

23 電源Ⅰ’ その他
提出様式
（様式1）

様式１の他の応札との関係欄にあらかじめ重複応札可能なエリアを記載して頂きたい。 重複応札可能なエリアを記載しました。

24 電源Ⅰ’ その他
提出様式

（様式2～7）
様式１以外は内容を他エリアと完全一致して頂きたい。 各エリアと調整のうえ、可能な限り統一いたします。

25 電源Ⅰ’ その他
提出様式
（様式1）

「項目１４電源Ⅱ契約の締結有無」について東北電力ネットワークとの締結という認識で問題ないでしょうか。 ご認識のとおりです。

端境期に電源Ⅰ’以外で調整力を供出いただく場合（電源Ⅱ・需給調整市場）は、電
源Ⅰ’の上限単価以上での単価設定を可能とさせていただきます。ただし、端境期に
電源Ⅰ’として協力に応じていただく際は、上限単価を超えての単価設定は不可とし
ます。
システム設定等詳細は協議させていただきますので、希望される場合は当社までご連
絡ください。



東北電力ネットワーク株式会社

番号
調整力
公募

要綱・契約書 該当箇所 ご意見・お問合せ 回答

2022年度(2023年度向け) 調整力公募 意見募集に対する回答一覧

26 ＢＳ 要綱
標準契約書

第１４条，第１
５条，第２４条

他電源の標準契約書と同様に，インボイス制度を踏まえた記載にすべきと考えるため，平仄をあわせた記載に見直しいただきたい。 他電源の標準契約書と平仄をあわせた記載に見直します。

27 全般 要綱 １．（１）

インボイス制度導入を見据え，各要綱に対し，「契約希望者は２０２３年１０月以降，インボイス制度が導入されるため，適格請求
書発行事業者の登録が必要となります。」と記載頂いている。
他方，需給調整市場においては，制度開始に先行して，2023年4月分（6月精算分）より消費税額の算定方法および請求書等様式を変
更することとしている。
https://www.tdgc.jp/j_information/2022/06/17_0955.php
ついては，調整力公募側についての変更時期を募集要綱等に明記いただきたい。

インボイス制度を考慮した契約書(案)としておりますので，募集要綱については，原
案のままとさせていただきます。

28 全般 要綱 １．（１）
インボイス制度導入により，それぞれが発行する請求書に対し，適格請求書発行事業者の登録番号の記載が必須と認識。当該登録番
号の通知タイミングや通知先について確認したい。

契約協議の中で対応させていただきます。


