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 本資料は，弊社ホームページお知らせ「発電30 分電力量提供の開始について（2022 
年4 月開始予定）：2021年12月17日お知らせ」ならび「発電30分電力量提供におけ
る提供申込書のご提出について：2022年２月17日お知らせ」を纏めた資料となります。

 提供開始にあたり，当社へのお申込みは不要となりますが，一部，１地点に複数のご契
約となる場合で提供をご希望の場合は，「発電30分電力量提供申込書（各スライドで「
提供申込書」と記載いたします）のご提出が必要となります。
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 2020年1月～2月に実施された「2022年度以降のインバランス料金制度について（中間とりまとめ
）」に対するパブリックコメント等で，需要側と同様に計器毎の30分電力量の提供を受けたいとい
うご要望があったことを踏まえ，第48回制度設計専門会合において一般送配電事業者から提供
する方向性が示された。

 弊社は，2022年4月1日より発電30分電力量のご提供を開始することといたしました。

種別 提供データ 提供タイミング 取得方法 提供先 提供単位

需要側
（BP標準規格あり）

30分電力量
（地点毎，使用量）

【特高・高圧】
30分以内
【低圧】

60分以内

弊社システムへの
アクセスで取得

小売電気事業者
各供給地点における

計量器単位

発電側
（BP標準規格あり）

30分電力量
（地点毎，発電量）

【特高・高圧】
30分以内
【低圧】

60分以内

弊社システムへの
アクセスにより取得

発電契約者
各受電地点における

計量器単位

１．提供するデータと取得方法

２．提供対象の契約
・発電量調整供給契約
・再生可能エネルギー電気特定卸供給契約 ※受給契約（送配電買取）は提供対象外

１. 制度導入の概要と提供データ
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 発電30分電力量提供は仕訳等の加工をせずに提供することから，１地点に複数契約がある地
点において発電契約者が異なる場合は，全ての発電者・発電契約者の同意が必要となります。

 上記に該当する場合で，発電30分電力量の提供をご希望の場合は，提供申込書をご提出くだ
さい（新たに複数契約を締結する場合で提供ご希望の場合も同様となります）。

１地点複数契約における発電30分電力量提供に必要な同意について

発電者さま

Ａ社買取分

Ｂ社買取分

発電契約者Ａ社

発電契約者Ｂ社

一般
送配電
事業会社

発調契約通りの通知
（仕訳後）

【発電量：100】

【発電量：60】

【発電量：40】

発電30分電力量提供
【発電量：100】

発電者さまの同意が必要

発電者さまの同意が必要

全量値は発調契
約上知り得ないた
め同意が必要

※受給契約（送配電買取）を含む場合，弊社が発電契約者の位置付けとなりますが，
弊社は提供申込書の受領をもって同意することとし，提供申込書への弊社署名は省略
いたします。
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 提供申込書の提出対象契約は部分買取，計量方法は差分計量，按分計量となります。

 按分計量は系統側の発電契約者さまのみ発電30分電力量が提供となります。

１．提供申込書の提出が必要な契約・計量方法について

【該当となる契約】 【該当となる計量方法】
・部分買取 ・差分計量／按分計量

※詳しい契約パターンについては11～14スライドをご確認ください。

２．按分計量における発電30分電力量提供について

提供あり 提供なし

※Ｇ１で提供希望される場合，発電者さま・Ｇ２発電契約者さまの
同意も必要となりますのでご注意ください

Ｇ1 Ｇ2

東京電力ＰＧ計器

発電（契約）者計器 発電（契約）者計器

発電契約者Ａ 発電契約者Ｂ

系統側

【按分計量】
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 発電30分電力量の提供をご希望される場合は，希望される発電契約者さまにて，提供申込
書に当該地点の他発電契約者さま・発電者さまの署名をいただき，弊社ネットワークサービスセ
ンターへご提出ください。

１．提供申込書について

〇当該地点の全ての発電契約者さま・発電者
さまの署名が必要となります

〇署名者に変更が生じた場合，変更後の発
電契約者さま・発電者さまの署名にて提供
申込書のご提出が必要となります。

※発電者さまが変更となる場合もご提出が必要となります。
※ご提出が無い場合は，契約の変更に伴い提供が終了します。

※捺印は不要です。

発電者さま署名

発電契約者さま
（提出者）署名

発電契約者さま
（提出者以外）署名

提供申込書

※署名者数ごとの提供申込書がございます（上記は４者間用）
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 提供申込書の送付先は，ご契約により異なりますので，メールアドレス，宛先組織名をご確認の
うえご提出ください。

２．提供申込書の送付先

お申込者さまご契約
（提供申込書ダウンロード先リンク*）

*リンク先の当社所定申込様式より提供申込書をダウンロード下さい

提供申込書 送付先

メールアドレス 東京電力PGネットワークサービスセンター宛先

発電量調整供給契約（特高） 03tepconsc@tepco.co.jp 特高連系グループ

発電量調整供給契約（高圧） 02tepconsc@tepco.co.jp 高圧連系グループ

発電量調整供給契約（低圧） 01tepconsc@tepco.co.jp 低圧連系・卸業務グループ

再生可能エネルギー電気特定卸供給契約 nsc-oroshi@tepco.co.jp 低圧連系・卸業務グループ

※上記メールのみの受付となりますのでご了承ください。

※提供申込書を弊社へ送付後に提供の中止を希望される場合は，ご提出いただいた発電契約者
さまより，上記メールアドレスへご連絡ください。また，各署名者へご連絡いただくようお願いいたします。

リンク

リンク

リンク

リンク

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/flow/
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/flow/
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/flow/
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/renewable/
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/renewable/
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/feedintariff/tokuteioroshi.html
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 弊社が提供申込書を受付し，手続きが整い次第，発電30分電力量の提供開始となります。

 受付手続き完了後，提供申込書のご提出者さまへ提供開始日をご連絡いたします。

３．提供申込書の受付開始日と発電30分電力量の提供開始日について

受付開始日：2022年3月7日（月）

提供開始日：2022年4月1日（金）PM ※準備が整い次第，提供開始となります。

〇既に複数の契約で連系している地点の発電契約者さま
提供開始希望日の５営業日前までを目途※にご提出ください
手続きが整い次第，提供開始となります。

〇ご契約の変更により新たに提供申込書の提出が必要となる発電契約者さま
ご契約の変更お申込みにあわせ，変更日の５営業日前までを目途※にご提出ください
手続きが整い次第，ご契約の変更日以降，提供開始となります。

※お申込み状況等により，お手続きに時間がかかる場合がございますので，お早目にお申込みください。
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発電契約者Ａ 発電者 発電契約者Ｂ
東京電力ＰＧ

ネットワークサービスセンター

東京電力パワーグリッド
ＨＰより提供申込書を

ダウンロード

※弊社への提供申込書の提出者は，各発電契約者さま・発電者さまにて取り決めのうえ，代表の発電
契約者さまが弊社ネットワークサービスセンターへご提出ください。

提供申込書への署名
発電者・他発電契約者へ

の署名依頼

提供申込書への署名
（他発電契約者
への署名依頼）

提供申込書への署名

提供申込書の提出 提供申込書の受領

提供申込書の確認・
提供開始の登録

提供開始日確認 提供開始日の連絡

４. 提供申込書のご提出について
４．提供申込書のご提出の流れ
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 発電契約者さまにて弊社の託送関連データ提供システムよりダウンロードが必要となります。

※需要側の30分電力量取得と同一画面にてダウンロード可能

東京電力PGシステム

情報区分に以下を追加。
・発電30分同時同量
・日毎発電同時同量

①検索条件を入力し検索ボタン押下

②必要なデータにチェック

③ダウンロードボタンを押下
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〇既設（既に１地点に複数のご契約がある場合）

既設のご契約 提供申込書提出 提供申込書署名

発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・発調B社・発調C社 要 A社・B社・C社・発電者

発調A社・発調A社・発調A社 不要

発調A社・卸B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・卸A社 不要

発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・発調B社・受給 要 A社・B社・発電者

 各契約パターンについて，以下の表を参考に発電30分電力量の提供を希望される場合は，提
供申込書をご提出ください。（記載のないパターンで不明な場合は15スライドのお問い合わせ先にご連絡ください）

発調：発電量調整供給契約
受給：受給契約(送配電買取）
卸 ：再生可能エネルギー電気特定卸供給契約
※以降各スライド契約パターンは同様の標記となります
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〇契約追加（契約の追加により１地点に複数のご契約となる場合 ※複数のご契約の契約者数増を含む）

既設のご契約 お申込み お申込み後のご契約 提供申込書提出 提供申込書署名

受給 発調A社 受給・発調A社 要 A社・発電者

発調A社 発調B社 発調A社・発調B社 要 A社・B社・発電者

発調A社 発調A社 発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調A社 発調A社 発調A社・発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調A社 発調B社 発調A社・発調A社・発調B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・発調B社 発調A社 発調A社・発調B社・発調A社 要★ A社・B社・発電者

発調A社・発調B社 発調C社 発調A社・発調B社・発調C社 要 A社・B社・C社・発電者

発調A社・受給 卸B社 発調A社・卸B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・受給 卸A社 発調A社・卸A社 不要

発調A社 受給 発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・発調B社 受給 発調A社・発調B社・受給 要★ A社・B社・発電者

6. 契約パターンごとの提供申込書ご提出について

★既設で提供申込書提出済の場合は署名者に変更ないため不要

提供申込書提出が不要のご契約から，提出要のご契約に変更となる場合，提供申込書のご提出がないと，ご契約の変
更に伴い発電30分電力量の提供が終了しますのでご注意ください。※弊社より発電契約者さまへの通知はございません。
13スライド:契約減少・14スライド:契約変更の場合も同様となります。
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既設のご契約 お申込み お申込み後のご契約 提供申込書提出 提供申込書署名

発調A社・発調A社・発調A社 発調A社 発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調A社・発調B社 発調B社 発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調A社・発調B社 発調A社 発調A社・発調B社 要★ A社・B社・発電者

発調A社・発調B社・発調C社 発調C社 発調A社・発調B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・発調A社・受給 発調A社 発調A社・受給 要★ A社・発電者

発調A社・発調B社・受給 発調B社 発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・発調A社・受給 受給 発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調B社・受給 受給 発調A社・発調B社 要★ A社・B社・発電者

発調A社・卸A社 卸A社 発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・卸B社 卸B社 発調A社・受給 要 A社・発電者

※契約減少後に１地点１契約へ変更となる場合は，提供申込書の提出は不要となります。

6. 契約パターンごとの提供申込書ご提出について

〇契約減少（契約の減少により１地点に複数のご契約が継続する場合）

★既設で提供申込書提出済の場合は署名者に変更ないため不要
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6. 契約パターンごとの提供申込書ご提出について

〇契約変更（１地点に複数のご契約でスイッチングの場合）

既設のご契約 お申込み お申込み後のご契約 提供申込書提出 提供申込書署名

発調A社・発調A社 発調B社 発調A社・発調B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・発調B社 発調C社 発調A社・発調C社 要 A社・C社・発電者

発調A社・発調B社 発調A社 発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調A社・発調B社 発調A社 発調A社・発調A社・発調A社 不要

発調A社・発調B社・発調A社 発調B社 発調A社・発調B社・発調B社 要★ A社・B社・発電者

受給・発調A社 発調B社 受給・発調B社 要 B社・発電者

発調A社・受給 発調B社 発調A社・発調B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・受給 発調A社 発調A社・発調A社 不要

発調A社・卸A社 卸B社 発調A社・卸B社 要 A社・B社・発電者

発調A社・卸B社 卸A社 発調A社・卸A社 不要

発調A社・発調A社・発調A社 受給 発調A社・発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・発調B社・発調B社 受給 発調A社・発調B社・受給 要★ A社・B社・発電者

発調A社・発調A社 受給 発調A社・受給 要 A社・発電者

発調A社・発調B社 受給 発調A社・受給 要 A社・発電者

★既設で提供申込書提出済の場合は署名者に変更ないため不要
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■メールお問い合わせ（制度・提供申込書の提出方法等）
〇発電量調整供給契約

＜特高＞ 特高連系グループ (E-mail) 03tepconsc@tepco.co.jp

＜高圧＞ 高圧連系グループ (E-mail) 02tepconsc@tepco.co.jp

＜低圧＞ 低圧連系・卸業務グループ (E-mail) 01tepconsc@tepco.co.jp

〇再生可能エネルギー電気特定卸供給契約

＜特高・高圧・低圧＞ 低圧連系・卸業務グループ (E-mail) nsc-oroshi@tepco.co.jp

お問い合わせの用件に応じてアナウンス後の番号を選択してください。

TEL 03-3509-1709
受付時間：9時～12時および13時～17時（土曜・日曜・祝祭日・年末年始は除く）

お問合せ内容 アナウンス番号

制度・提供申込書の提出方法等

発電量調整供給契約（特高）に関するお問合せ 「２」のあとに「１」

発電量調整供給契約（高圧）に関するお問合せ 「２」のあとに「２」

発電量調整供給契約（低圧）に関するお問合せ 「２」のあとに「３」

再生可能エネルギー電気特定卸供給契約に関するお問合せ 「２」のあとに「４」

公開データ・欠測等 発電30分電力量公開値に関する問い合わせ 「３」

■電話お問い合わせ

※お電話のおかけ間違いにご注意ください。


