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1１章 容量確保契約管理について

（１）容量確保契約管理について

容量確保契約管理には、「容量確保契約書／変更契約書／解約合意書の照会・確認・修正依頼」、「解約通知書の照会」の操作手順を記載しています。

容量確保契約書／変更契約書／解約契約書の照会・確認・修正依頼、解約通知書の照会の基本的な流れは以下のとおりです。

契約書の
作成

容量確保契約管理（括弧はステータスを記載）

契約締結
（締結済）

承認
（承認済）

START END

事業者の操作

広域機関の操作

修正依頼無

修正依頼有無確認
（広域確認中）

修正依頼有

契約書の
内容確認

（確認依頼中）



2２章 契約書情報の照会

（１）照会手順

登録されている契約書情報の照会を行います。

①[容量確保契約]のリンク画面の[容量確保契約情報管理]をクリック、
または、画面左上部のメニューから、[容量確保契約情報管理]をクリックしてください。

[容量確保契約]をクリック

[容量確保契約情報管理]をクリック

[容量確保契約情報管理]をクリック
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（１）照会手順

②契約書一覧画面が表示されます。
「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。
検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別
冊」を確認の上、検索条件を入力

２章 契約書情報の照会

※検索結果出力時の制限事項

・出力できる検索結果の上限は、
2,000件です。
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（２）契約書情報の照会

①契約書一覧に契約書情報の検索結果が表示されます。
契約書の詳細を確認する場合、対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れた後、[契約書詳細参照]をクリックしてください。
契約書一覧をダウンロードする場合、[CSV出力]をクリックしてください。出力されるCSVファイルの内容については、「容量市場システムマニュアル_別
冊_ファイル項目一覧」の容量確保契約書一覧CSVを参照してください。
広域機関が契約書の確認を依頼した後、または、契約書を承認した後、参加資格事業者に通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認してください。

契約書一覧をダウンロードする場合、
[CSV出力]をクリック

２章 契約書情報の照会

契約書の詳細を確認する場合、対象[選択]
ラジオボタンにチェックを入れる

契約書の詳細を確認する場合、
[契約書詳細参照]をクリック

契約書のステータスを表示
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②契約書一覧にて、[契約書詳細参照]をクリックした場合、契約書詳細画面が表示されます。
契約情報に契約書の情報が表示されます。契約書を確認する場合、対象ファイルをクリックしてください。

２章 契約書情報の照会

契約書を確認する場合、対象ファイルをクリック

（２）契約書情報の照会
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③対象契約電源等情報一覧に、契約された電源等情報が表示されます。
契約電源等情報の詳細を確認する場合、対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れて、[電源等詳細参照]をクリックしてください。

２章 契約書情報の照会

対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

[電源等詳細参照]をクリック

（２）契約書情報の照会



7

④対象契約電源等情報一覧にて、[電源等詳細参照]をクリックした場合、契約書電源等詳細画面が表示されます。
契約電源等情報の詳細の確認が終わったら、[戻る]をクリックしてください。

２章 契約書情報の照会

（２）契約書情報の照会

契約電源等情報の詳細の確認が終わったら、
[戻る]をクリック

＜これ以降の項目は右へ＞
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⑤契約書変更履歴一覧に、契約書の変更履歴が表示されます。
契約書の詳細情報の確認が終わったら、[戻る]をクリックしてください。

２章 契約書情報の照会

（２）契約書情報の照会

契約書の詳細情報の確認が終わったら、
[戻る]をクリック

契約書情報の照会は以上です。
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（１）アクセス方法

容量確保契約書の確認・修正依頼を行います。
広域機関が契約書の確認を依頼した後、オークション参加資格事業者に通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認してください。
容量確保契約書の確認・修正依頼が可能な情報は、契約書のステータスが「確認依頼中」となっている情報です。

３章 容量確保契約書の確認・修正

①[容量確保契約]のリンク画面の[容量確保契約情報管理]をクリック、
または、画面左上部のメニューから、[容量確保契約情報管理]をクリックしてください。

[容量確保契約]をクリック

[容量確保契約情報管理]をクリック

[容量確保契約情報管理]をクリック
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（１）アクセス方法

検索条件を入力後、[検索]をクリック

「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別
冊」を確認の上、検索条件を入力

②契約書一覧画面が表示されます。
「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。
検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

３章 容量確保契約書の確認・修正
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（１）アクセス方法

③契約書一覧に契約書情報の検索結果が表示されます。
容量確保契約書の確認・修正依頼をする場合、対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れた後、[契約書確認]をクリックしてください。
容量確保契約書の確認・修正依頼が可能な情報は、契約書のステータスが「確認依頼中」となっている情報です。

[契約書確認]をクリック

ステータスが「確認依頼中」になっていること

契約種別区分が「容量確保契約書」
になっていること

対象[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

３章 容量確保契約書の確認・修正
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①契約書詳細画面が表示されます。
容量確保契約書を確認した後、契約情報にて確認結果修正依頼有無を指定してください。
確認結果修正依頼有無に「有」を指定した場合、確認結果修正依頼事項を入力してください。

確認結果修正依頼有無を指定

確認結果修正依頼有無に「有」を指定した場合、
依頼事項を入力

（２）容量確保契約書の確認・修正依頼

３章 容量確保契約書の確認・修正
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②電源等情報の契約内容を確認する場合、対象契約電源等情報一覧にて、確認対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れて、
[電源等詳細参照]をクリックしてください。

対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

[電源等詳細参照]をクリック

３章 容量確保契約書の確認・修正

（２）容量確保契約書の確認・修正依頼
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③対象契約電源等情報一覧にて、 [電源等詳細参照]をクリックした場合、契約書電源等詳細画面が表示されます。
電源等情報の契約内容の確認が終わったら、[戻る]をクリックして、契約書詳細画面に戻ります。

＜これ以降の項目は右へ＞

電源等情報の契約内容の確認が終わったら、
[戻る]をクリック

３章 容量確保契約書の確認・修正

（２）容量確保契約書の確認・修正依頼
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④契約書の確認結果を登録する場合、[確認]をクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき①に戻って修正を行ってください。
契約書情報の確認結果の登録をやめる場合、[戻る]をクリックしてください。

契約書情報の確認結果の登録をやめる場合、
[戻る]をクリック

契約書の確認結果を登録する場合、
[確認]をクリック

３章 容量確保契約書の確認・修正

（２）容量確保契約書の確認・修正依頼



契約書の確認結果を登録する場合、
[実行]をクリック
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⑤契約書詳細画面にて、[確認]をクリックした場合、契約書確認画面が表示されます。
契約書の確認結果を登録する場合、[実行]をクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき①に戻って修正を行ってください。
入力内容を修正する場合は、[戻る]をクリックし、①に戻って修正を行ってください。

入力内容を修正する場合、
[戻る]をクリック

＜これ以降の項目は右へ＞

３章 容量確保契約書の確認・修正

（２）容量確保契約書の確認・修正依頼
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⑥処理完了メッセージが表示されます。容量確保契約書の確認・修正依頼が完了です。

３章 容量確保契約書の確認・修正

（２）容量確保契約書の確認・修正依頼
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①契約書の確認結果を登録した場合、通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認してください。

（３）メール通知

容量確保契約書の確認・修正は以上です。

３章 容量確保契約書の確認・修正
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検索条件を入力後、[検索]をクリック

「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別
冊」を確認の上、検索条件を入力

②契約書一覧画面が表示されます。
「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。
検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

（１）アクセス方法

４章 変更契約書の確認・修正
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（１）アクセス方法

③契約書一覧に契約書情報の検索結果が表示されます。
変更契約書を確認・修正依頼をする場合、対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れた後、[契約書確認]をクリックしてください。
変更契約書の確認・修正依頼が可能な情報は、契約書のステータスが「確認依頼中」となっている情報です。

対象[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

[契約書確認]をクリック

ステータスが「確認依頼中」となっていること

契約種別区分が「変更契約書」になっていること

４章 変更契約書の確認・修正
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①契約書詳細画面が表示されます。
変更契約書を確認した後、契約情報にて、確認結果修正依頼有無を指定してください。
確認結果修正依頼有無に「有」を指定した場合、確認結果修正依頼事項を入力してください。

（２）変更契約書の確認・修正依頼

確認結果修正依頼有無を指定

確認結果修正依頼有無に「有」を指定した場合、
依頼事項を入力

４章 変更契約書の確認・修正
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②書類を提出する場合、変更契約時の提出書類一覧にて、ファイルをアップロードしてください。

※アップロード時の制限事項
⚫ アップロード可能なファイルの拡張子は
「pdf,csv,xls,xlsx」です。

⚫ アップロード可能なファイルサイズの上限
は4MBです。

⚫ 最大5ファイルまでアップロード可能です。
⚫ アップロードファイル名（ファイルパス除く
/拡張子含む）の最大文字数は、50文
字です。

書類を提出する場合、
[ファイル選択]をクリック

選択した添付ファイル（画面に表示している
ファイル名）をクリアする場合、
[クリア]をクリック

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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③提出済書類を削除する場合、変更契約時の登録済添付ファイル一覧にて、
対象ファイルの[削除]チェックボックスにチェックを入れてください。

提出済書類を削除する場合、
チェックを入れる

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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④電源等情報の契約内容を確認する場合、対象契約電源等情報一覧にて、確認対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れて、
[電源等詳細参照]をクリックしてください。

対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

[電源等詳細参照]をクリック

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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⑤対象契約電源等情報一覧にて、[電源等詳細参照]をクリックした場合、契約書電源等詳細画面が表示されます。
電源等情報の契約内容の確認が終わったら、[戻る]をクリックして、契約書詳細画面に戻ります。

＜これ以降の項目は右へ＞

電源等情報の契約内容の確認が終わったら、
[戻る]をクリック

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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⑥契約書の確認結果を登録する場合、[確認]をクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき①に戻って修正を行ってください。
契約書情報の確認結果の登録をやめる場合、[戻る]をクリックしてください。

契約書情報の確認結果の登録をやめる場合、
[戻る]をクリック

契約書の確認結果を登録する場合、
[確認]をクリック

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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＜これ以降の項目は右へ＞
契約書の確認結果を登録する場合、
[実行]をクリック

⑦契約書詳細画面にて、[確認]をクリックした場合、契約書確認画面が表示されます。
契約書の確認結果を登録する場合、[実行]をクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき①に戻って修正を行ってください。
入力内容を修正する場合は、[戻る]をクリックし、①に戻って修正を行ってください。

入力内容を修正する場合、
[戻る]をクリック

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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⑧処理完了メッセージが表示されます。変更契約書の確認・修正依頼が完了です。

４章 変更契約書の確認・修正

（２）変更契約書の確認・修正依頼
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（３）メール通知

変更契約書の確認・修正は以上です。

①契約書の確認結果を登録した場合、通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認してください。

４章 変更契約書の確認・修正



30

（１）アクセス方法

解約合意書の確認・修正依頼を行います。
広域機関が契約書の確認を依頼した後、オークション参加資格事業者に通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認してください。
解約合意書の確認・修正依頼が可能な情報は、契約書のステータスが「確認依頼中」となっている情報です。

５章 解約合意書の確認・修正

①[容量確保契約]のリンク画面の[容量確保契約情報管理]をクリック、
または、画面左上部のメニューから、[容量確保契約情報管理]をクリックしてください。

[容量確保契約]をクリック

[容量確保契約情報管理]をクリック

[容量確保契約情報管理]をクリック
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（１）アクセス方法

検索条件を入力後、[検索]をクリック

「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別
冊」を確認の上、検索条件を入力

②契約書一覧画面が表示されます。
「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。
検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

５章 解約合意書の確認・修正
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（１）アクセス方法

③契約書一覧に契約書情報の検索結果が表示されます。
解約合意書を確認・修正依頼をする場合、対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れた後、[契約書確認]をクリックしてください。
解約合意書の確認・修正依頼が可能な情報は、契約書のステータスが「確認依頼中」となっている情報です。

対象[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

[契約書確認]をクリック

ステータスが「確認依頼中」となっていること

契約種別区分が「解約合意書」になっていること

５章 解約合意書の確認・修正
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（２）解約合意書の確認・修正依頼

①契約書詳細画面が表示されます。
解約合意書を確認した後、契約情報にて、確認結果修正依頼有無を指定してください。
確認結果修正依頼有無に「有」を指定した場合、確認結果修正依頼事項を入力してください。

確認結果修正依頼有無を指定

確認結果修正依頼有無に「有」を指定した場合、
依頼事項を入力

５章 解約合意書の確認・修正
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②変更契約の時、提出した書類を確認する場合、対象ファイルをクリックしてください。

変更契約の時、提出した書類を確認する場合、
対象ファイルをクリック

５章 解約合意書の確認・修正

（２）解約合意書の確認・修正依頼
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[電源等詳細参照]をクリック

③電源等情報の契約内容を確認する場合、対象契約電源等情報一覧にて、確認対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れて、
[電源等詳細参照]をクリックしてください。

対象情報の[選択]ラジオボタンにチェックを入れる

35５章 解約合意書の確認・修正

（２）解約合意書の確認・修正依頼
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＜これ以降の項目は右へ＞

36

④対象契約電源等情報一覧にて、 [電源等詳細参照]をクリックした場合、契約書電源等詳細画面が表示されます。
電源等情報の契約内容の確認が終わったら、[戻る]をクリックして、契約書詳細画面に戻ります。

電源等情報の契約内容の確認が終わったら、
[戻る]をクリック

５章 解約合意書の確認・修正

（２）解約合意書の確認・修正依頼
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⑤契約書の確認結果を登録する場合、[確認]をクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき①に戻って修正を行ってください。
契約書情報の確認結果の登録をやめる場合、[戻る]をクリックしてください。

契約書情報の確認結果の登録をやめる場合、
[戻る]をクリック

契約書の確認結果を登録する場合、
[確認]をクリック

37５章 解約合意書の確認・修正

（２）解約合意書の確認・修正依頼
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＜これ以降の項目は右へ＞

契約書の確認結果を登録する場合、
[実行]をクリック

⑥契約書詳細画面にて、[確認]をクリックした場合、契約書確認画面が表示されます。
契約書の確認結果を登録する場合、[実行]をクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき①に戻って修正を行ってください。
入力内容を修正する場合は、[戻る]をクリックし、①に戻って修正を行ってください。

入力内容を修正する場合、
[戻る]をクリック

38５章 解約合意書の確認・修正

（２）解約合意書の確認・修正依頼



39

⑦処理完了メッセージが表示されます。解約合意書の確認・修正依頼が完了です。

39５章 解約合意書の確認・修正

（２）解約合意書の確認・修正依頼
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（３）メール通知

①契約書の確認結果を登録した場合、通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量確保契約管理_別冊」を確認してください。

５章 解約合意書の確認・修正



41６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

契約書一覧
容量確保契約容量[kW]

契約書の対象となる電源等の容量確保契約容量の総和[kW]
※契約書詳細画面の「対象電源等情報一覧」に表示される情報

（１）契約書一覧画面
契約書一覧画面では、各年度の契約書を照会することができます。



42６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

（２）契約書詳細画面
契約書詳細画面では、契約書の情報を確認することができます。

容量確保契約容量[kW]

対象契約電源等情報一覧

契約書の対象となる電源等の容量確保契約容量の総和[kW]
※契約書詳細画面の「対象電源等情報一覧」に表示される情報

⑨
容量確保契約金額
[円]

④
容量確保契約容量
[kW]

⑧
経過措置控除容量
[kW]

①
契約単価
[円/kW]

電源等毎の金額・容量
※算定方法は契約書電源等詳細画面を参照

⑰
リリースオークション
交付額[円]

⑱
リリースオークション
請求額[円]



43６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

（３）契約書電源等詳細画面
契約書電源等詳細画面では、契約書の対象となる電源等の詳細情報を確認することができます。

①

⑪

⑩

④

⑧

⑨

⑰

⑱

③

②

⑥

⑤

⑦

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

番号 項目名

① 契約単価[円/kW]

② メインオークションの契約単価[円/kW]

③ 調達オークションの契約単価[円/kW]

④ 容量確保契約容量[kW]

⑤ メインオークションの容量確保契約容量[kW]

⑥ 調達オークションの容量確保契約容量[kW]

⑦ 退出容量[kW]

⑧ 経過措置控除容量[kW]

⑨ 容量確保契約金額[円]

⑩ 約定総額[円]

⑪ 経過措置控除額[円]

⑫ 経済的ペナルティ要素等に基づく控除額[円]

⑬ 調整不調電源のペナルティ要素に基づく控除額[円]

⑭ その他ペナルティ要素に基づく控除額[円]

⑮ リリースオークションの契約単価[円/kW]

⑯ リリースオークションの容量確保契約容量[kW]

⑰ リリースオークション交付額[円]

⑱ リリースオークション請求額[円]



44６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

（３）契約書電源等詳細画面

契約書電源等詳細画面の容量や金額は以下の順番で算定されます。

i. 約定結果（②、③、⑤、⑥）から①を算定

ii. 約定結果（⑤、⑥、⑯）と市場退出の結果（⑦）から④を算定

iii. ④と経過措置係数から⑧を算定

iv. ①と②から⑩を算定

v. ①と⑧から⑪を算定

vi. ①、④、⑧、減額率、調整不調の日数から⑬を算定

vii. ⑬と⑭から⑫を算定

viii. ⑩、⑪、⑫から⑨を算定

ix. 約定結果（②、⑤、⑮、⑯）と経過措置係数から⑰もしくは⑱を算定

各項目の算定方法は次ページ以降のとおりです。

番号 項目名

① 契約単価[円/kW]

② メインオークションの契約単価[円/kW]

③ 調達オークションの契約単価[円/kW]

④ 容量確保契約容量[kW]

⑤ メインオークションの容量確保契約容量[kW]

⑥ 調達オークションの容量確保契約容量[kW]

⑦ 退出容量[kW]

⑧ 経過措置控除容量[kW]

⑨ 容量確保契約金額[円]

⑩ 約定総額[円]

⑪ 経過措置控除額[円]

⑫ 経済的ペナルティ要素等に基づく控除額[円]

⑬
調整不調電源のペナルティ要素に基づく控除額
[円]

⑭ その他ペナルティ要素に基づく控除額[円]

⑮ リリースオークションの契約単価[円/kW]

⑯ リリースオークションの容量確保契約容量[kW]

⑰ リリースオークション交付額[円]

⑱ リリースオークション請求額[円]



45６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

（３）契約書電源等詳細画面
契約書電源等詳細画面の各項目の算定方法は下記のとおりです。

番号 算定方法 補足

①

契約単価[円/kW]＝((メインオークションの契約単価[円/kW] × メインオークションの容量確保契約容量[kW]) ＋ (調達
オークションの契約単価[円/kW] × 調達オークションの容量確保契約容量[kW]))
÷ (メインオークションの容量確保契約容量[kW] ＋ 調達オークションの容量確保契約容量[kW] )

①＝((②×⑤)＋(③×⑥))÷(⑤＋⑥)

•小数点以下を切り捨て

② メインオークションの契約単価[円/kW]＝メインオークションの約定価格[円/kW] ー

③ 調達オークションの契約単価[円/kW]＝調達オークションの約定価格[円/kW] ー

④

容量確保契約容量[kW]＝メインオークションの容量確保契約容量[kW] ＋ 調達オークションの容量確保契約容量[kW] －
リリースオークションの容量確保契約容量[kW] － 退出容量[kW]

④＝⑤＋⑥－⑯－⑦

•経過措置は考慮していない

⑤ メインオークションの容量確保契約容量[kW]＝メインオークションの約定容量[kW] •経過措置は考慮していない

⑥ 調達オークションの容量確保契約容量[kW]＝調達オークションの約定容量[kW] •経過措置は考慮していない

⑦ 退出容量[kW]＝市場退出した容量の総和[kW] ー

⑧
経過措置控除容量[kW]＝容量確保契約容量[kW] × (1 － 経過措置係数)

⑧＝④× (1 － 経過措置係数)

•経過措置対象の場合のみ算
定

•小数点以下を切り捨て
•経過措置係数は電源等情報
詳細画面に表記

•経過措置対象外の場合、画
面では「対象外」と表記



46６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

（３）契約書電源等詳細画面
契約書電源等詳細画面の各項目の算定方法は下記のとおりです。

番号 算定方法

⑨
容量確保契約金額[円]＝約定総額[円] － 経過措置控除額[円] － 経済的ペナルティ要素等に基づく控除額[円]

⑨＝⑩－⑪－⑫
ー

⑩
約定総額[円]＝契約単価[円/kW] × 容量確保契約容量[kW]

⑩＝①×②
ー

⑪
経過措置控除額[円]＝契約単価[円/kW] × 経過措置控除容量[kW]

⑪＝①×⑧

•経過措置対象外の場合、画
面では空白と表記

⑫

経済的ペナルティ要素等に基づく控除額[円]＝調整不調電源のペナルティ要素に基づく控除額[円] ＋ その他ペナルティ要素
に基づく控除額[円]

⑫＝⑬＋⑭

⑬

調整不調電源のペナルティ要素に基づく控除額[円]＝契約単価[円/kW]×（容量確保契約容量[kW]－経過措置控除容
量[kW]）×減額率[%/日] ×調整不調の日数

⑬＝①×（④－⑧）×減額率[%/日] ×調整不調の日数

•小数点以下を切り捨て
•減額率、調整不調の日数は
電源等情報詳細画面に表記

⑭ その他ペナルティ要素に基づく控除額[円] ー



47６章 容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法

（３）契約書電源等詳細画面
契約書電源等詳細画面の各項目の算定方法は下記のとおりです。

番号 算定方法

⑮ リリースオークションの契約単価[円/kW]＝リリースオークションの約定価格[円/kW] ー

⑯ リリースオークションの容量確保契約容量[kW]＝リリースオークションの約定容量[kW] •経過措置は考慮していない

⑰
⑱

○リリースオークションの約定価格 ＜ メインオークションの約定価格の場合
リリースオークション交付額[円]＝（メインオークションの契約単価[円/kW]－リリースオークションの契約単価[円/kW]）×（リ
リースオークションの容量確保契約容量[kW]－経過措置控除容量_リリース）
経過措置控除容量_リリース＝リリースオークションの容量確保契約容量[kW]× （1－経過措置係数）

リリースオークション請求額[円]＝0

⑰＝（②－⑮）×（⑤－経過措置控除容量_リリース）
経過措置控除容量_リリース＝⑯× （1－経過措置係数）
⑱＝0

•経過措置控除容量算定時に
小数点以下を切り捨て

•経過措置係数は電源等情報
詳細画面に表記

○リリースオークションの約定価格 ＞ メインオークションの約定価格の場合

リリースオークション交付額[円]＝0

リリースオークション請求額[円]＝（リリースオークションの契約単価[円/kW]－メインオークションの契約単価[円/kW]）×（リ
リースオークションの容量確保契約容量[kW]－経過措置控除容量_リリース）
経過措置控除容量_リリース＝リリースオークションの容量確保契約容量[kW]× （1－経過措置係数）

⑰＝0
⑱＝（⑮－②）×（⑤－経過措置控除容量_リリース）
経過措置控除容量_リリース＝⑯× （1－経過措置係数）

•経過措置控除容量算定時に
小数点以下切り捨てとする。

•経過措置係数は電源等情報
詳細画面に表記

容量確保契約情報管理における容量や金額の算定方法は以上です。
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第1版 2020/6/17 新規作成
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