
対象 外部インターフェース名 外部インターフェース概要 主な項目 相手先システム 送受信区分 連携タイミング 連携方法

1 BF2 容量停止計画 容量停止計画を登録するファイル CSV 出力 －

2 BF2
容量停止計画（月間連携） 広域機関システムから連携された容量停止計画を登録するファイル CSV 取込/出力 〇 容量停止計画（月間連携） 容量停止計画の情報を広域機関システムから取得する。 広域受付番号、実需給年度、電源等識別番号、電源等識別番号枝番、エリア名、受電地点特

定番号、停止設備、作業開始日時、作業終了日時

広域機関システム 受信 月次 手動

3 BF2 発電計画・発電上限 広域機関システムから連携される発電計画・発電上限 CSV 取込/出力 〇 発電計画・発電上限 発電上限及び発電計画の情報を広域機関システムから取得する。 契約識別番号、系統コード、発電所名、発電計画(kWh)、発電上限(kWh) 広域機関システム 受信 月次 手動

4 BF2 差替先容量停止計画整合性審査結果 差替先容量停止計画整合性審査の結果を出力するファイル CSV 出力 －

5 BF2 差替先配分供給力 差替先配分供給力を登録するファイル CSV 取込/出力 －

6 BF2

確認対象電源選定一覧 確認対象の母数となる電源を出力するファイル(容量停止計画登録漏れ確認、発電量調整受電電

力量登録値調査、応札状況調査、供給指示対応実績確認のどれかを選択した上で出力する)

CSV 出力 －

7 BF2 容量停止計画登録漏れ確認結果 容量停止計画登録漏れ確認の結果をCSV形式で出力するファイル CSV 出力 －

8 BF2 アセスメント対象 アセスメント対象を出力するファイル CSV 出力 －

9 BF2 未達成状況 アセスメント結果、発生したリクワイアメント状況と算定要素を出力するファイル CSV 出力 －

10 BF2 容量停止計画提出時期審査結果 容量停止計画提出時期審査結果をCSV形式で出力するファイル CSV 出力 －

11 BF2 発電量調整受電電力量 発電量調整受電電力量をCSV形式で出力するファイル CSV 取込/出力 －

12 BF2 差替先発電量調整受電電力量審査結果 差替先発電量調整受電電力量の審査結果を出力するファイル CSV 出力 －

13 BF2 発電量調整受電電力量登録値調査結果 発電量調整受電電力量登録値調査の結果を出力するファイル CSV 出力 －

14 BF2 市場応札量 市場応札量を登録するファイル CSV 取込/出力 －

15 BF2 差替先応札容量未達成量審査結果 差替先の応札容量・リクワイアメント未達成量の審査結果を出力するファイル CSV 出力 －

16 BF2 応札状況調査結果 応札状況調査の結果を出力するファイル CSV 出力 －

17 BF2 供給指示への対応 供給指示対応実績確認結果 供給対応実績確認の結果を出力するファイル CSV 出力 －

18 BF2 発動指令アセスメントデータ 発動指令アセスメントデータを登録するファイル CSV 取込/出力 －

19 BF2 発動指令回数 発動指令回数をCSV形式で出力するファイル CSV 取込/出力 －

20 BF2

ベースライン算定結果 ベースライン等算定ツールで算定したリスト単位・リソース単位のベースライン、発動実績、突合結果

を登録するファイル

CSV 取込 〇 ベースライン算定結果 ベースライン算定ツールで処理した結果を取得する。 電源等識別番号、実需給年度、対象月、発動指令日、ベースライン(発電)、ベースライン(需要

抑制)、発動実績(リスト合計)、突合結果(リスト合計)、突合結果(リソース単位)

ベースライン等算定ツール 受信 月次 手動

21 BF2 発動指令突合結果 リスト合計・リソース単位の発動指令突合結果をCSV形式で出力するファイル CSV 出力 －

22 BF2 需給ひっ迫の確認 需給ひっ迫のおそれ 需給ひっ迫のおそれをCSV形式で出力するファイル CSV 出力 －

23 BF3 経済的ペナルティ額算定結果 経済的ペナルティ額と算定要素をCSV形式で出力するファイル CSV 出力 －

24 BF3 経済的ペナルティ額算定結果通知書 電源別のアセスメント未達成コマ/量、経済的ペナルティ額、算定要素を出力する帳票 PDF 出力 －

25 BF4 容量拠出金算定要素(事業者別年間ピーク実績) 容量拠出金算定要素(事業者別年間ピーク実績)を登録するファイル CSV 取込 〇 容量拠出金算定要素(事業者別年間ピーク実績) 小売事業者への容量拠出金の算定要素(事業者別年間ピーク実績)を取得する。 事業者コード、事業者名、実需給年度、対象月、30分需要データ 広域機関システム 受信 年次 手動

26 BF4 容量拠出金算定要素(経過措置控除率) 容量拠出金算定要素(経過措置控除率)を登録するファイル CSV 取込 ー

27 BF4 容量拠出金算定要素(事業者別託送契約kW実績) 容量拠出金算定要素(事業者別託送契約kW実績)を登録するファイル CSV 取込 ー

28 BF4
容量拠出金仮通知一覧データ 小売電気事業者・一般送配電事業者への容量拠出金算定結果(仮請求情報)などが記載された

ファイル

CSV 出力 〇 容量拠出金仮通知一覧データ 容量拠出金仮通知書を作成するための算定結果データを会員情報管理システムに提供する。 事業者コード、事業者名、事業者区分、実需給年度、容量拠出金の負担額(年額・月額・最終

月額)、エリア別負担総額、負担比率

会員情報管理システム 送信 年次 手動

29 BF4
容量拠出金通知一覧データ 小売電気事業者・一般送配電事業者への容量拠出金算定結果(請求情報)などが記載されたファ

イル

CSV 出力 〇 容量拠出金通知一覧データ 容量拠出金通知書を作成するための算定結果データを会員情報管理システムに提供する。 事業者コード、事業者名、事業者区分、実需給年度、対象月、容量拠出金の負担額(対象

月)、エリア別負担総額、負担比率

会員情報管理システム 送信 月次 手動

30 BF4 容量拠出金変更用明細一括追加 複数事業者に対して容量拠出金変更用の明細を一括で追加するファイル CSV 取込 －

31 BF4 還元額管理
還元額通知一覧データ 小売電気事業者への還元額の算定結果が記載されたファイル CSV 出力 〇 還元額通知一覧データ 還元額通知書を作成するための算定結果データを会員情報管理システムに提供する。 事業者コード、事業者名、実需給年度、実需給前の経済的ペナルティ入金総額、実需給後の容

量確保契約金額実際交付額、実需給後の容量拠出金の請求総額、負担比率

会員情報管理システム 送信 年次 手動

32 BF4 未回収分追加請求管理 未回収分追加請求額通知一覧データ 未回収分追加請求額の算定結果が記載されたファイル CSV 出力 〇 未回収分追加請求額通知一覧データ 未回収分追加請求額を作成するための算定結果データを会員情報管理システムに提供する。 事業者コード、事業者名、実需給年度、未収金総額、負担比率 会員情報管理システム 送信 年次 手動

33 BF5 交付額通知書 容量提供事業者への交付額を出力した帳票 PDF 出力 －

34 BF5 交付額通知データ 容量提供事業者への交付額算定結果などが記載されたファイル CSV 出力 －

35 BF5 交付額変更用明細一括追加 複数事業者に対して交付額変更用の明細を一括で追加するファイル CSV 取込 －

36 BF4・5共通 支払・請求明細 事業者ごと、各取引ごとの支払・請求明細が記載されたファイル CSV 出力 －

37 BF4・5共通 支払通知書 事業者への支払額が記載された帳票 PDF 出力 －

38 BF4・5共通
支払通知データ 事業者に対する支払情報が記載されたファイル CSV 出力 〇 支払通知データ 支払通知書を作成するための算定結果データを会員情報管理システムに提供する。 事業者コード、事業者名、実需給年度、対象月、支払通知書No、取引年月日、件名、税込金

額、消費税額、支払期限日、振込口座情報、支払/請求明細情報

会員情報管理システム 送信 月次 手動

39 BF4・5共通 請求書 事業者への請求額が記載された帳票 PDF 出力 －

40 BF4・5共通
請求データ 事業者ごとの請求情報をまとめたファイル CSV 出力 〇 請求データ ・請求書を作成するための算定結果データを会員情報管理システムに提供する。

・消込処理を行うための請求データを消込システムに提供する。

事業者コード、事業者名、実需給年度、対象月、請求書No、取引年月日、件名、税込金額、

消費税額、入金期限日、振込口座情報、支払/請求明細情報

会員情報管理システム

消込システム

送信

送信

月次

月次

手動

手動

41 BF4・5共通 取引先データ 事業者情報(入金/支払先情報等)をまとめたファイル CSV 出力 〇 取引先データ 消込処理を行うための取引先データを消込システムに提供する。 事業者コード、事業者名、口座情報 消込システム 送信 月次 手動

42 BF4・5共通 入出金データ 広域機関と事業者との入出金取引情報が記載されたファイル CSV 取込 〇 入出金データ 入出金管理や残高照合を行うための入出金データを金融機関システムから取得する。 全銀ファイルフォーマット(入出金明細)または大手3銀行の入出金明細フォーマットに準拠 金融機関システム 受信 月次 手動

43 BF4・5共通 振込用データ 事業者に対して金融機関システムにて振込を行うためのファイル CSV 出力 〇 振込用データ 振込処理を行うための出金データを金融機関システムに提供する。 全銀ファイルフォーマット(総合振込)または大手3銀行の振込フォーマットに準拠 金融機関システム 送信 月次 手動

44 BF4・5共通 消込結果データ 金融機関システム(消込システム)にて事業者からの振込データと請求データを突合したファイル CSV 取込 〇 消込結果データ 消込システムで処理した結果を容量市場システムに反映させるための入金データを取得する。 入金番号、事業者コード、入金種別、入金日、入金金額、消込状態 消込システム 受信 随時 手動

45 BF4・5共通 入出金データ一覧 事業者ごとの入出金予定額/実績額、消込ステータス等が記載されたファイル CSV 出力 －

46 BF4・5共通 財務会計連携 財務会計データ(容量市場) 容量市場システムの残高情報を基に財務会計システムへ連携する入出金データ CSV 出力 〇 財務会計データ(容量市場) 経理処理を行うための財務会計データ(容量市場における入出金実績)を提供する。 取引対象、実需給年度、対象月、事業者コード、事業者名、税抜金額、税額、税区分 財務会計システム 送信 月次 手動

47 事業者情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている事業者情報ファイル CSV 取込 〇 事業者情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている事業者情報を取得する。 事業者コード、事業者名、口座情報、担当者情報、ユーザ認証情報 実需給期間前容量市場システム 受信 日次 自動

48 電源等情報
実需給期間前容量市場システムに登録されている電源等情報ファイル CSV 取込 〇 電源等情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている電源等情報を取得する。 容量を提供する電源等の区分、電源等識別番号、電源等の名称、同時最大受電電力[kW]、

給電申合書締結有無、オンライン機能有無

実需給期間前容量市場システム 受信 日次 自動

49 契約電源情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている容量確保契約情報ファイル CSV 取込 〇 契約電源情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている容量確保契約情報を取得する。 契約種別区分、契約番号、容量確保契約容量[kW] 実需給期間前容量市場システム 受信 月次 自動

50 電源等差替情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている電源等差替情報ファイル CSV 取込 〇 電源等差替情報 実需給期間前容量市場システムに登録されている電源等差替情報を取得する。 電源等差替ID、差替先電源等情報、差替元電源等情報、電源等差替情報 実需給期間前容量市場システム 受信 日次 自動

51 ペナルティ要素情報 実需給期間前容量市場システムに登録されているペナルティ情報ファイル CSV 取込 〇 ペナルティ要素情報 実需給期間前容量市場システムに登録されているペナルティ情報を取得する。 ペナルティ要素管理番号、契約情報、ペナルティ要素情報 実需給期間前容量市場システム 受信 月次 自動

52 容量停止計画
実需給期間前容量市場システムに登録されている容量停止計画ファイル CSV 取込 〇 容量停止計画 実需給期間前容量市場システムに登録されている容量停止計画を取得する。 容量停止計画ID、電源等識別番号、電源等の名称、受電地点特定番号、停止設備、作業開

始日時、作業終了日時、出力可能容量

実需給期間前容量市場システム 受信 年次 自動

53 期待容量算定諸元一覧（安定電源（純揚水除く））
実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている期待容量算定諸元一覧ファイル EXCEL 取込 〇 期待容量算定諸元一覧（安定電源（純揚水除く）） 実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている期待容量算定諸元一覧を取得する。 電源等識別番号、発電方式の区分、エリア名、設備容量、各月の供給力の最大値、期待容

量、提供する各月の供給力、応札容量

実需給期間前容量市場システム 受信 月次 自動

54 期待容量算定諸元一覧（安定電源（純揚水のみ））

実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている期待容量算定諸元一覧ファイル EXCEL 取込 〇 期待容量算定諸元一覧（安定電源（純揚水のみ）） 実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている期待容量算定諸元一覧を取得する。 電源等識別番号、エリア名、設備容量、各月の送電可能電力、各月の運転継続時間(期待容

量算出用)、各月の上池容量(期待容量算出用)、各月の調整係数(期待容量算出用)、期待

容量、各月の管理容量、各月の運転継続時間(応札容量算出用)、各月の上池容量(応札容

量算出用)、各月の調整係数(応札容量算出用)、応札容量

実需給期間前容量市場システム 受信 月次 自動

55 期待容量算定諸元一覧（変動電源）
実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている期待容量算定諸元一覧ファイル EXCEL 取込 〇 期待容量算定諸元一覧（変動電源） 実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている期待容量算定諸元一覧を取得する。 電源等識別番号、発電方式の区分、エリア名、各月の供給力の最大値、期待容量、提供する

各月の供給力、応札容量

実需給期間前容量市場システム 受信 月次 自動

56 差替容量等算定諸元一覧

実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている差替容量等算定諸元一覧ファイル EXCEL 取込 〇 差替容量等算定諸元一覧 実需給期間前容量市場システムに資料として登録されている差替容量等算定諸元一覧を取得する。 提出目的、申請区分、申請要件、差替要件、参加登録申請名、事業者コード、電源等の名称

/小規模変動電源リスト名/電源等リスト名、電源等識別番号、対象実需給年度、容量を提供

する電源等の区分、発電方式の区分、エリア名、今回の差替に係る差替相手の情報、今回の差

替に係る差替実施期間、今回の差替契約で差替元電源等として差替える場合の差替容量、今

回の差替契約で差替先電源等として差替える場合の差替容量、差替先差替可能容量算出のた

めに必要な情報、提供する各月の供給力、各月の管理容量、実務上のアセスメント対象容量

(月間)、差替元差替済容量(月間)、差替元差替済容量(年間)、差替元差替可能容量(月

間)、差替元差替可能容量(年間)、差替先差替済容量(月間)、差替先差替済容量(年間)、

差替先差替可能容量(月間)、差替先差替可能容量(年間)

実需給期間前容量市場システム 受信 月次 自動

57 小売電気事業者・一般送配電事業者一覧 会員情報管理システムに登録されている小売電気事業者・一般送配電事業者ファイル CSV 取込 〇 小売電気事業者・一般送配電事業者一覧 会員情報管理システムに登録されている小売電気事業者・一般送配電事業者ファイルを取得する。 事業者コード、事業者名、口座情報、担当者情報、加入年月日、脱退年月日 会員情報管理システム 受信 随時 手動

共通 外部連携(バッチ)

ペナルティの確定

入出金管理

No 業務コード 業務

支払通知・請求管理

容量拠出金管理

交付額管理

容量停止計画(安定・変動単

独)

市場応札（平常時）

別紙5.主な帳票・ファイル一覧

※1 主な帳票・ファイル一覧を記載しているが、各帳票の詳細な内容やその他必要な帳票等については設計工程で確定する。

※2 PDF形式の帳票について、Word若しくはExcel等でテンプレートを登録し、DBの中身を記載することで帳票を作成することを想定している。なお、入出力形式についても設計工程で確定する。

発動指令

容量停止計画 (変動アグリ)

備考帳票・ファイル名 帳票・ファイル概要 入出力形式 取込/出力
外部連携
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