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前書き

■ 広域機関システム

　 System for Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators（OCCTO) 2016-01-14

■ 商標類

Windows、Excel、Microsoft Edge、および前記関連製品は Microsoft 社の商品名称であり、前記略称あるい

は正式名称は Microsoft 社の商標または登録商標です。

Oracle12c および、前記関連製品は Oracle 社の商標または登録商標です。

Google Chrome および、前記関連製品は Google 社の商標または登録商標です。

GEMPLANET V2、uCosminexus、JP1 および関連製品は、日立製作所の商標または登録商標です。

■ マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

■ マイクロソフト製品の表記

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記 製品名

Windows Microsoft(R) Windows

Excel Microsoft(R) Office Excel 2013/2016

Microsoft Edge Microsoft Edge

■ 使用する略称

このマニュアルで使用する略称を次のように表記しています。

略称 正式名称

広域機関 電力広域的運営推進機関

■ タイトル

広域機関システムにおける、系統情報公表画面の操作マニュアルです。

このマニュアルは、メーカーの操作マニュアルを基に、広域機関で構成および編集したものです。

■ 発行

2022 年 10 月 (rev:2016-01-14)
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■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2022, Hitachi, Ltd.
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変更内容

変更内容（rev:2016-01-14）

追加・変更内容 変更箇所

新規作成 −

rev:2016-01-01

表 2-4　No.2 策定年度／年月 備考を変更

図 4-1　キー情報変更による画像変更

図 4-2　キー情報変更、グラフ色変更による画像変更

表 4-1　No.7 昼間帯/夜間帯検 備考から「両方」を削除

4.1.2(2)、4.2.2(2)、9.2.2　検索　ポイントを追記

表 9-2　No.10、11 CSV 出力項目名・備考の変更

表 11-2　No.3 CSV 出力項目名・備考の変更

19 章　連系制約マップ／流通設備建設計画を削除

−

P27

P44

P45

P46

P46、P51、P75

P76

P88

−

rev:2016-01-02

表 2-7　項番 3 策定日 備考を削除

表 2-7　項番 4 画面項目の変更

表 4-2　項番 3 策定日 備考を変更

−

P37

P37

P53

rev:2016-01-03

2.3.2、2.4.2、4 章　連系線空容量グラフ（週間〜当日）画面を連系線空容量グラフ（週間）

画面と連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面に分割したことによる修正

−

P33、P38、P47〜49、

P51〜58

rev:2016-01-04

図 2-3〜2-6 期間制約による画像変更

5 章　作業停止計画・実績を 15 章に移動、画面名称・画面遷移・画像変更

6 章　作業停止計画履歴を 16 章に移動、画面名称・画面遷移・画像変更

図 14-3、図 14-6、図 14-9 小数点表示変更による画像変更

図 17-2 小数点 3 桁の変更による画像変更

−

P25、P26、P31、P32

P146〜P152

P153〜P155

P133、P138、P143

P158

rev:2016-01-05

図 2-1〜図 2-8 「年度」、「年」、「月」、「週」ラベル追加およびソート順変更による画像変更

−

図 4-1〜図 4-4 「年度」、「年」、「月」、「週」ラベル追加による画像変更

検索条件の対象期間を対象日に修正

図 4-6、図 7-2 広域調整枠追加による画像変更

図 13-1〜図 13-10「年度」、「年」、「月」、「週」ラベル追加による画像変更

図 14-1〜図 14-6 「年度」、「年」、「月」ラベル追加による画像変更

図 17-1、図 17-2 「年度」、「年」、「月」ラベル追加による画像変更

19 章　画面名称を下記に変更

「連系制約マップ／流通設備建設計画」→「流通設備建設計画」

−

P22、P23、P27、P28、P33、
P34、P39、P40

P51、P52、P55、P56、P60

P60

P60、P73

P119、P120、P124、P125、
P129、P130、P133、P134

P137、P138、P142、P143、
P144、P147、P148、P149

P176〜P179
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追加・変更内容 変更箇所

図 19-1〜図 19-2 画面名称変更による画像変更

表 19-1 項番 1 備考削除

図 24-1、図 24-2 ソート順変更および検索条件追加による画像変更

表 24-1 検索条件追加による画面項目追加

図 25-1〜図 25-4 「年度」、「年」、「月」、「週」ラベル追加による画像変更

P177、P178

P178

P197、P198

P198

P202、P203、P210、P211

rev:2016-01-06

図 4-2、4-4、4-6、7-2　グラフ配色変更による画像変更

図 25-1、25-2、表 25-1　空容量比較削除による画像変更、No.2 の備考削除

25.1.3.(8)　 空容量：長期、年間、月間、週間、当日の比較削除

−

P52、P56、P60、P73

P202、P203

P205

rev:2016-01-07

図 2-1〜2-8、5-1、5-2、15-1、15-2、17-1、17-2 全チェック追加による画像変更

−

P22、P23、P27、P28、P33、
P34、P39、P40、P63、P64、
P160、P161、P169、P170

rev:2016-01-08

3 章　連系線当日空容量詳細（MWh）削除

23 章　画面名称変更に伴い、章全体を修正

−

−

P191〜P195

rev:2016-01-09

14 章　図 14-1、14-2 削除件名強調表示による画像変更

−

P154、P155

rev:2016-01-10

10 章　でんき予報 CSV 旧フォーマットの出力内容の誤記を修正

でんき予報 CSV 新フォーマットの出力項目表を追加

14 章　図 14-1 検索条件：削除件名表示の初期表示変更に伴い、画像変更

図 14-2、14.2.3 注意事項 履歴ボタン表示方法改善に伴い、画像変更・文言修正

−

P97〜98、P105〜106

P98〜100、P106〜107

P154

P155、P157

rev:2016-01-11

図 2-1〜2-6 連系線空容量（長期、年間・月間、週間）の検索結果の項目表示変更に伴い画

像変更

表 2-2、2-4、2-6 CSV 出力項目変更に伴い修正

図 3-2、3-4 連系線空容量グラフの項目名変更に伴い画像変更

表 10-3、10-7 CSV 出力項目名変更に伴い修正

22 章　項目順序変更に伴い修正

図 22-1、22-2 項目表示変更に伴い画像変更

表 22-1 項目表示変更に伴い修正、文言追加

22.2 ボタン操作 項目表示変更に伴い修正

図 24-1〜24-4 補足情報表示の変更に伴い画像変更

−

P22〜23、P27〜28、

P33〜34

P25、P30〜31、P36

P45、P49

P98、P105

P189

P190、P191

P191

P192

P199、P200、P204、P205

rev:2016-01-12

参照先をスタートアップガイドから共通に変更

図 2-7、2-8 項目変更に伴い画像変更

図 12-9、12-10 項目変更に伴い画像変更

−

P7

P39、P40

P136、P137
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追加・変更内容 変更箇所

表 12-9 項目変更に伴い文言追加、修正

13 章　広域ブロック情報追加

図 14-7、14-8、14-9 項目変更に伴い画像変更

図 23-1、23-2 広域ブロック情報追加に伴い画像変更

図 25-1、25-2、25-3、25-4 広域ブロック情報追加に伴い画像変更

表 25-1、表 25-2 広域ブロック情報追加に伴い文言追加、修正

25.2 広域ブロック情報追加に伴い文言修正

25.2.3 広域ブロック情報追加に伴い文言追加、修正

P137、P138

P140〜P148

P160〜P162

P201、P202

P210、P211、P215、P216

P211、P217

P214〜P217

P218、P219

rev:2016-01-13

11 章　電力使用状況（でんき予報）モバイル削除

図 2-5、2-6 連系線空容量（週間）の検索結果の項目表示変更に伴い画像変更

表 2-6 連系線空容量（週間）CSV 出力項目の削除、追加

図 2-7、2-8 連系線空容量（週間〜当日）のキー情報「対象連系線」の項目追加に伴い画像

変更

表 2-7 連系線空容量（翌々日〜当日）画面項目一覧の対象連系線の備考に文言追加

2.4.2 (4) 作業停止計画にポイントを追加

図 3-4 連系線空容量グラフ（週間）の凡例項目表示変更に伴い画像変更

3.3.2 (2) 検索のポイントに関中フェンスを選択した場合について追記

図 10-1 下記情報の削除に伴い画像変更

・10 エリア計(50Hz 系統+60Hz 系統+沖縄)、50Hz 系統、60Hz 系統、9 エリア計(50Hz 系統

+60Hz 系統)

図 10-2 電力使用状況（でんき予報）下画面を削除

図 10-3 電力使用状況（でんき予報）画面項目（1）〜（4）を図 10-2 電力使用状況（でんき

予報）画面項目（1）〜（4）」に変更し、画像変更

図 10-4 電力使用状況（でんき予報）画面項目（5）を図 10-3 電力使用状況（でんき予報）

画面項目（5）に変更し、画像変更

図 10-5 電力使用状況（でんき予報）画面項目（6）〜（11）を図 10-4 電力使用状況（でん

き予報）画面項目（6）〜（7）」に変更し、下記情報を削除に伴い画像変更

・10 エリア計(50Hz 系統+60Hz 系統+沖縄)、50Hz 系統、60Hz 系統、9 エリア計(50Hz 系統

+60Hz 系統)

表 10-1 画面項目一覧から下記項目を削除

・10 エリア計(50Hz 系統+60Hz 系統+沖縄)、50Hz 系統、60Hz 系統、9 エリア計(50Hz 系統

+60Hz 系統)

図 11-7、11-8 項目変更に伴い画像変更

表 11-8 CSV 出力項目名変更に伴い修正

12 章　補正料金算定インデックス追加に伴い章のリード文を修正

表 12-2 ブラックアウト時の表記を追加

12.2 補正料金算定インデックス追加に伴い文言と表追加、修正

図 12-3、12-4 項目変更に伴い画像変更

表 12-5 ブラックアウト時の表記を追加

−

P9

P34、P35

P37

P39、P40

−

P41

P42

P51

P56

P92

−

−

P93

P94

−

P94

−

P94

−

−

−

P95

−

−

P123、P124

P126

P131

P135

P136、P138、P139

P136、P137

P139
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追加・変更内容 変更箇所

図 22-1、22-2 項目変更に伴い画像変更

図 24-1、24-2 情報ダウンロード（連系線）画面の「対象連系線区間」の項目追加に伴い画像

変更

図 24-3、24-4 補正料金算定インデックス追加に伴い画像変更

表 24-2 補正料金算定インデックス追加に伴い修正

表 24-3、24-4 ブラックアウト時の表記を追加

24.2.3 補正料金算定インデックス追加に伴い文言追加

P192、P193

P201、P202

−

P206、P207

P208

P209、P210

P210、P211

rev:2016-01-14

対応ブラウザ追加に伴い記載を変更

−

P2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。
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はじめに

このマニュアルは、広域機関システムの系統情報公表機能における画面操作について説明したものです。

系統情報公表機能の閲覧に伴う広域機関システムへの接続については、広域機関 HP を参照してください。

ご利用いただくシステムの共通的な操作や画面項目については、「広域機関システム操作マニュアル 共
通」を参照してください。

■ 対象読者

広域機関システムに接続し、広域機関が公表する情報を閲覧する全ての方を対象としています。

■ マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章から構成されています。

第１章　共通事項

系統情報公表機能における共通事項について説明します。

第２章　連系線空容量

連系線の空容量を長期、年間・月間、週間、翌々日〜当日ごとに参照することができます。

第３章　連系線空容量グラフ

連系線空容量をグラフ形式で参照することができます。

第４章　故障情報一覧

連系線に影響のある故障情報を参照することができます。

第５章　故障情報詳細

故障情報の詳細を参照することができます。

第６章　連系線潮流実績

各連系線における潮流情報の実績を日別に参照することができます。

第７章　変更賦課金対象連系線

各連系線の変更賦課金対象有無を参照することができます。

第８章　地内基幹送電線運用容量・予想潮流

各エリアにおける地内基幹送電線の運用容量および予想潮流情報を参照することができます。
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第９章　地内基幹送電線潮流実績

各エリアにおける地内基幹送電線の潮流実績を参照することができます。

第１０章　電力使用状況（でんき予報）

でんき予報をエリア計、エリア別で参照することができます。

第１１章　電力需要予想・ピーク時供給力

電力の需要予想値やピーク時供給力予想値等を長期、年間、月間、週間、翌日・当日ごとに参

照することができます。

第１２章　広域ブロック情報

広域ブロック情報を週間、翌日・当日ごとに参照することができます。

また、翌日・当日の補正料金算定インデックスを CSV ファイル形式でダウンロードすること

ができます。

第１３章　需要実績

過去の需要実績を年間、月間、日別ごとに参照することができます。

第１４章　作業停止計画・実績

各エリアの連系線および基幹系統における作業停止の計画、実績を参照することができます。

第１５章　作業停止計画履歴

作業停止計画の変更履歴を参照することができます。

第１６章　再生可能エネルギー出力抑制実績

再生可能エネルギーの出力抑制実績を参照することができます。

第１７章　再生可能エネルギー出力抑制実績詳細

再生可能エネルギー出力抑制実績の詳細を参照することができます。

第１８章　流通設備建設計画

流通設備建設計画を参照することができます。

第１９章　各種情報

各種情報を参照することができます。

第２０章　FAQ

FAQ を参照することができます。

第２１章　FAQ回答

FAQ の回答を参照することができます。
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第２２章　お知らせ情報

ニュース表示、システム運用情報、更新情報通知を参照することができます。

第２３章　1時間前取引受付停止情報

融通指示や混雑発生などにより、1 時間前取引受付ができない時間帯を参照することができま

す。

第２４章　情報ダウンロード

系統情報公表の各画面で開示されている情報を CSV ファイル形式でダウンロードすることが

できます。

第２５章　注意事項

各画面の注意事項を参照することができます。
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1 共通事項

系統情報公表機能における共通事項について説明します。
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1.1　共通仕様

1.1.1　画面項目

各画面の共通画面項目を以下に説明します。

図 1‒1　共通画面仕様

(1)　メッセージ

該当画面に関するメッセージが表示されます。

(2)　最終更新日時

該当画面情報の 終更新日時が表示されます。

(3)　単位

該当画面情報の単位が表示されます。

1.　共通事項
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(4)　注意事項

「注意事項」リンクをクリックすると、注意事項画面が表示されます。注意事項画面には、該当画面情報に

関する注意事項が表示されます。

注意事項画面については、「25.　注意事項」を参照してください。

1.　共通事項
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1.2　マニュアルで使用する表記

このマニュアルでは以下の表記を使用します。

表 1‒1　マニュアルで使用する表記

No. 表記 意味

1 YYYY 年

2 MM 月

3 DD 日

4 W 策定週

5 hh:mm:ss 時：分：秒

1.　共通事項
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2 連系線空容量

連系線の空容量を長期、年間・月間、週間、翌々日〜当日ごとに参照することができます。
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2.1　連系線空容量（長期）

長期の連系線空容量の参照について説明します。

2.1.1　画面表示

連系線空容量（長期）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量参照」→「連系線空容量」→「連

系線空容量（翌々日〜当日）」画面の「長期」タブをクリックしてください。

2.　連系線空容量
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図 2‒1　連系線空容量（長期）画面

2.　連系線空容量
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(2)　画面項目説明

図 2‒2　連系線空容量（長期）画面項目

表 2‒1　連系線空容量（長期）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 策定年度 検索する策定年度 5 年度前から翌年度まで選択可能

3 対象年度 検索する年度 6 年度前から 9 年度後まで選択可能

2.　連系線空容量
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No. 画面項目 説明 備考

3 対象年度 検索する年度 長期空容量公表後は、5 年度前から 10 年

度後まで選択可能

4 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

5 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

6 需要ピーク/その他 検索するピーク情報 両方/需要ピーク/その他から選択

7 対象連系線 検索する連系線 必須項目

複数選択可能

8 行表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替

9 検索結果 検索結果を表示

2.1.2　ボタン操作

連系線空容量（長期）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

2.　連系線空容量
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2.1.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 2‒2　連系線空容量（長期）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象断面 長期固定

2 策定年度 出力形式：YYYY

3 策定／更新後 策定/更新後

4 連系線

5 対象年度 出力形式：YYYY

6 ピーク情報 需要ピーク/その他

7 方向 順方向/逆方向

8 空容量 小 単位：（MW）

9 空容量 大 単位：（MW）

10 計画潮流 単位：（MW）

11 マージン 大 単位：（MW）

12 マージン 小 単位：（MW）

13 運用容量 単位：（MW）

14 運用容量決定要因

15 運用容量拡大分空容量 単位：（MW）

16 運用容量拡大分運用容量 単位：（MW）

17 送電ＮＧ情報件数

18 送電ＮＧ情報延べ容量 単位：（MW）

19 新更新年月日時刻 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm:ss

（△は半角スペース）

2.　連系線空容量
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2.2　連系線空容量（年間・月間）

年間・月間の連系線空容量の参照について説明します。

2.2.1　画面表示

連系線空容量（年間・月間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量参照」→「連系線空容量」→「連

系線空容量（翌々日〜当日）」画面の「年間・月間」タブをクリックしてください。

2.　連系線空容量
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図 2‒3　連系線空容量（年間・月間）画面

2.　連系線空容量
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(2)　画面項目説明

図 2‒4　連系線空容量（年間・月間）画面項目

表 2‒3　連系線空容量（年間・月間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 対象断面 検索する断面 年間/月間から選択

2.　連系線空容量
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No. 画面項目 説明 備考

3 策定年度/年月 検索する年度/年月 年度または年は 5 年度前から翌年度まで選択

可能

月は 01 月から 12 月まで選択可能

対象断面が年間の場合、月は非活性

4 対象期間 検索する期間 年度または年は、5 年度前から翌年度まで選

択可能

年間空容量公表後は、5 年度前から翌々年度

まで選択可能

対象断面が年間の場合、月は非活性

対象断面が月間の場合、月は 01 月から 12 月

まで選択可能

5 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

6 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

7 昼間帯/夜間帯 検索する昼夜間帯 両方/昼間帯/夜間帯から選択

8 対象連系線 検索する連系線 必須項目

複数選択可能

9 行表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替

10 検索結果 検索結果を表示

2.2.2　ボタン操作

連系線空容量（年間・月間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

2.　連系線空容量
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(3)　グラフ表示

連系線空容量グラフ（年間・月間）画面を同じ検索条件でポップアップ表示します。

連系線空容量グラフ（年間・月間）画面については「3.1　連系線空容量グラフ（年間・月間）」を参照し

てください。

(4)　作業停止計画

作業停止計画・実績画面を同じ検索条件でポップアップ表示します。

作業停止計画・実績画面については「14.　作業停止計画・実績」を参照してください。

(5)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(6)　終了

画面を閉じます。

2.2.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 2‒4　連系線空容量（年間・月間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象断面 年間/月間

2 策定年度／年月 対象断面が年間の場合の出力形式：YYYY

対象断面が月間の場合の出力形式：YYYYMM

3 策定／更新後 策定/更新後

4 連系線

5 年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

6 昼／夜 昼間帯/夜間帯

7 方向 順方向/逆方向

8 空容量 小 単位：（MW）

9 空容量 大 単位：（MW）

10 計画潮流 単位：（MW）

11 マージン A 大 単位：（MW）

2.　連系線空容量
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No. CSV出力項目名 備考

12 マージン A 小 単位：（MW）

13 マージン B 単位：（MW）

14 運用容量 単位：（MW）

15 運用容量決定要因

16 運用容量拡大分空容量 単位：（MW）

17 運用容量拡大分運用容量 単位：（MW）

18 送電 NG 情報件数

19 送電 NG 情報延べ容量 単位：（MW）

20 新更新年月日時刻 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm:ss

（△は半角スペース）

2.　連系線空容量
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2.3　連系線空容量（週間）

週間の連系線空容量の参照について説明します。

2.3.1　画面表示

連系線空容量（週間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量参照」→「連系線空容量」→「連

系線空容量（翌々日〜当日）」画面の「週間」タブをクリックしてください。

図 2‒5　連系線空容量（週間）画面

2.　連系線空容量
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(2)　画面項目説明

図 2‒6　連系線空容量（週間）画面項目

表 2‒5　連系線空容量（週間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 策定週 検索する策定週 5 年前から翌年まで選択可能

2.　連系線空容量
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No. 画面項目 説明 備考

3 対象期間 検索する期間 必須項目

過去日も選択可能

4 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

5 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

6 対象連系線 検索する連系線 必須項目

複数選択可能

7 行表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替

8 検索結果 検索結果を表示

2.3.2　ボタン操作

連系線空容量（週間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　グラフ表示

連系線空容量グラフ（週間）画面を同じ検索条件でポップアップ表示します。

連系線空容量グラフ（週間）画面については「3.2　連系線空容量グラフ（週間）」を参照してください。

(4)　作業停止計画

作業停止計画・実績画面を同じ検索条件でポップアップ表示します。

作業停止計画・実績画面については「14.　作業停止計画・実績」を参照してください。

2.　連系線空容量
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(5)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(6)　終了

画面を閉じます。

2.3.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 2‒6　連系線空容量（週間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象断面 週間固定

2 策定週 出力形式：YYYYMMW

3 策定／更新後 策定/更新後

4 連系線

5 年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

6 時間 出力形式：hh:mm

7 方向 順方向/逆方向

8 空容量 小 単位：（MW）

9 空容量 大 単位：（MW）

10 計画潮流 単位：（MW）

11 マージン合計 大 単位：（MW）

12 マージン合計 小 単位：（MW）

13 運用容量 単位：（MW）

14 運用容量決定要因

15 運用容量拡大分空容量 単位：（MW）

16 運用容量拡大分運用容量 単位：（MW）

17 送電 NG 情報件数

18 送電 NG 情報延べ容量 単位：（MW）

19 新更新年月日時刻 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm:ss

（△は半角スペース）

2.　連系線空容量
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2.4　連系線空容量（翌々日〜当日）

翌々日〜当日の連系線空容量の参照について説明します。

2.4.1　画面表示

連系線空容量（翌々日〜当日）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量参照」→「連系線空容量」をク

リックしてください。

図 2‒7　連系線空容量（翌々日〜当日）画面

2.　連系線空容量
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(2)　画面項目説明

図 2‒8　連系線空容量（翌々日〜当日）画面項目

表 2‒7　連系線空容量（翌々日〜当日）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 対象断面 検索する断面 翌々日/翌日/当日から選択

2.　連系線空容量
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No. 画面項目 説明 備考

3 策定日 検索する策定日

4 対象日 検索する日 必須項目

対象断面で当日を選択した場合、非活性

過去日も選択可能

5 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

6 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

7 対象連系線 検索する連系線 必須項目

複数選択可能

関西-中国間（東）/関西-中国間（西）は対象断面

で翌々日を選択した場合、非活性

8 行表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替

9 検索結果 検索結果を表示

2.4.2　ボタン操作

連系線空容量（翌々日〜当日）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　グラフ表示

検索条件に指定したキー情報の対象日（FROM）の連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面をポップアッ

プ表示します。

連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面については「3.3　連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）」を参

照してください。

2.　連系線空容量
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(4)　作業停止計画

作業停止計画・実績画面を同じ検索条件でポップアップ表示します。

作業停止計画・実績画面については「14.　作業停止計画・実績」を参照してください。

ポイント

対象連系線に「関西-中国間（東）」、「関西-中国間（西）」を選択した場合、作業停止計画・実績画

面の検索条件「地域間連系線」は「関西-中国間」が選択されます。

(5)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(6)　終了

画面を閉じます。

2.4.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 2‒8　連系線空容量（翌々日〜当日）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象断面 翌々日/翌日/当日

2 策定日 出力形式：YYYYMMDD

3 策定/更新後 策定/更新後

4 連系線

5 年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

6 時刻 出力形式：hh:mm

7 方向 順方向/逆方向

8 空容量 単位：（MW）

9 計画潮流 単位：（MW）

10 広域調整枠 単位：（MW）

11 マージン 単位：（MW）

12 運用容量 単位：（MW）

2.　連系線空容量
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No. CSV出力項目名 備考

13 運用容量決定要因

14 運用容量拡大分空容量 単位：（MW）

15 運用容量拡大分計画潮流 単位：（MW）

16 運用容量拡大分運用容量 単位：（MW）

17 送電ＮＧ情報件数

18 送電ＮＧ情報延べ容量 単位：（MW）

19 新更新年月日時刻 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm:ss

（△は半角スペース）

2.　連系線空容量
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3 連系線空容量グラフ

連系線空容量をグラフ形式で参照することができます。
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3.1　連系線空容量グラフ（年間・月間）

年間・月間の連系線空容量グラフの参照について説明します。

3.1.1　画面表示

連系線空容量グラフ（年間・月間）の画面について説明します。

(1)　画面遷移

(a)　メニュー画面からの遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量グラフ参照」→「連系線空容量

グラフ」→「連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）」画面の「年間・月間」タブをクリックしてください。

(b)　連系線空容量画面からの遷移

連系線空容量画面で検索後、「グラフ表示」ボタンをクリックしてください。

連系線空容量画面については「2.2　連系線空容量（年間・月間）」を参照してください。

図 3‒1　連系線空容量グラフ（年間・月間）画面

3.　連系線空容量グラフ
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(2)　画面項目説明

図 3‒2　連系線空容量グラフ（年間・月間）画面項目

表 3‒1　連系線空容量グラフ（年間・月間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 対象断面 検索する断面を切替 年間/月間から選択

3 策定年度/年月 検索する策定年度/年月 5 年度前から翌年度まで選択可能

対象断面が年間の場合、月は非活性

4 対象期間 検索する期間 6 年度前から翌年度まで選択可能

年間空容量公表後は、5 年度前から翌々

年度まで選択可能

対象断面が年間の場合、月は非活性

3.　連系線空容量グラフ
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No. 画面項目 説明 備考

5 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

6 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

7 昼間帯/夜間帯 検索する時間帯 昼間帯/夜間帯から選択

8 対象連系線 検索する対象連系線

9 検索結果 検索結果を表示

3.1.2　ボタン操作

連系線空容量グラフ（年間・月間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、グラフが表示されます。

ポイント

対象連系線に「西播東岡山線・山崎智頭線」を選択した場合のみ、計画潮流は「計画潮流（逆方

向：点線）」、「計画潮流（順方向）」とグラフに表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、「No Data To Plot」と表示されます。

(3)　終了

画面を閉じます。

3.　連系線空容量グラフ
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3.2　連系線空容量グラフ（週間）

週間の連系線空容量グラフの参照について説明します。

3.2.1　画面表示

連系線空容量グラフ（週間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

(a)　メニュー画面からの遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量グラフ参照」→「連系線空容量

グラフ」→「連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）」画面の「週間」タブをクリックしてください。

(b)　連系線空容量画面からの遷移

連系線空容量画面で検索後、「グラフ表示」ボタンをクリックしてください。

連系線空容量画面については「2.3　連系線空容量（週間）」を参照してください。

3.　連系線空容量グラフ
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図 3‒3　連系線空容量グラフ（週間）画面

3.　連系線空容量グラフ
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(2)　画面項目説明

図 3‒4　連系線空容量グラフ（週間）画面項目

表 3‒2　連系線空容量グラフ（週間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 策定週 検索する策定週 5 年前から翌年まで選択可能

3 対象期間 検索する期間 必須項目

過去日も選択可能

4 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

5 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

6 対象連系線 検索する連系線

3.　連系線空容量グラフ
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No. 画面項目 説明 備考

7 検索結果 検索結果を表示

3.2.2　ボタン操作

連系線空容量グラフ（週間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、グラフが表示されます。

ポイント

対象連系線に「西播東岡山線・山崎智頭線」を選択した場合のみ、計画潮流は「計画潮流（逆方

向：点線）」、「計画潮流（順方向）」とグラフに表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、「No Data To Plot」と表示されます。

(3)　終了

画面を閉じます。

3.　連系線空容量グラフ
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3.3　連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）

翌々日〜当日の連系線空容量グラフの参照について説明します。

3.3.1　画面表示

連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面について説明します。

(1)　画面遷移

(a)　メニュー画面からの遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線空容量グラフ参照」→「連系線空容量

グラフ」をクリックしてください。

(b)　連系線空容量画面からの遷移

連系線空容量画面で検索後、「グラフ表示」ボタンをクリックしてください。

連系線空容量画面については「2.4　連系線空容量（翌々日〜当日）」を参照してください。

図 3‒5　連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面

3.　連系線空容量グラフ
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(2)　画面項目説明

図 3‒6　連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面項目

表 3‒3　連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替

2 対象断面 検索する断面を表示 翌々日/翌日/当日から選択

3 策定日 検索する策定日

4 対象日 検索する日 必須項目

対象断面で当日を選択した場合、非活性

過去日も選択可能

5 策定/更新後 策定：計画策定時のデータ

更新後： 新のデータ

3.　連系線空容量グラフ
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No. 画面項目 説明 備考

6 潮流方向 検索する潮流方向 両方/順方向/逆方向から選択

7 対象連系線 検索する対象連系線

8 検索結果 検索結果を表示

3.3.2　ボタン操作

連系線空容量グラフ（翌々日〜当日）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、グラフが表示されます。

ポイント

対象連系線に「西播東岡山線・山崎智頭線」、「関西-中国（東）」、「関西-中国（西）」を選択した場

合、計画潮流は「計画潮流（逆方向：点線）」、「計画潮流（順方向）」とグラフに表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、「No Data To Plot」と表示されます。

(3)　終了

画面を閉じます。

3.　連系線空容量グラフ
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4 故障情報一覧

連系線に影響のある故障情報を参照することができます。
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4.1　画面表示

故障情報一覧画面について説明します。

4.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「故障情報参照」→「故障情報一覧」をクリッ

クしてください。

図 4‒1　故障情報一覧画面

4.　故障情報一覧
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4.1.2　画面項目説明

図 4‒2　故障情報一覧画面項目

表 4‒1　故障情報一覧画面項目一覧

No. 項目 説明 備考

1 対象期間 検索する対象期間 必須項目

過去日も選択可能

2 対象連系線 検索する対象連系線 必須項目

複数選択可能

3 検索結果 検索結果を表示

4.　故障情報一覧
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4.2　ボタン操作

故障情報一覧画面のボタン操作について説明します。

4.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

4.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

4.2.3　詳細

故障情報詳細画面をポップアップ表示し、対象のデータを表示します。

故障情報詳細画面については「5.　故障情報詳細」を参照してください。

4.2.4　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

4.2.5　終了

画面を閉じます。

4.　故障情報一覧
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4.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 4‒2　故障情報 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 故障 NO

2 エリア

3 設備区分 連系設備/その他

4 発生日時 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

5 故障件名

6 運用容量に影響のあった連系設備

7 故障詳細

4.　故障情報一覧
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5 故障情報詳細

故障情報の詳細を参照することができます。
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5.1　画面表示

故障情報詳細画面について説明します。

5.1.1　画面遷移

故障情報一覧画面の検索結果から、詳細表示するデータの「詳細」ボタンをクリックしてください。

故障情報一覧画面については「4.　故障情報一覧」を参照してください。

図 5‒1　故障情報詳細画面

5.　故障情報詳細
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5.1.2　画面項目説明

図 5‒2　故障情報詳細画面項目

表 5‒1　故障情報詳細画面項目一覧

No. 項目 説明 備考

1 故障 NO 対象の故障 NO

2 発生日時 故障情報の発生日時

3 対象エリア 故障情報の対象エリア

4 設備区分 故障情報の設備区分

5 運用容量に影響のある連系

設備

故障情報の運用容量に影響のある連系設備

6 故障詳細 故障情報の詳細

5.　故障情報詳細
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5.2　ボタン操作

故障情報詳細画面のボタン操作について説明します。

5.2.1　閉じる

画面を閉じます。

5.　故障情報詳細
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6 連系線潮流実績

各連系線における潮流情報の実績を日別に参照することができます。
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6.1　画面表示

連系線潮流実績画面について説明します。

6.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「連系線 潮流情報参照」→「連系線潮流実績」

をクリックしてください。

図 6‒1　連系線潮流実績画面

6.　連系線潮流実績
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6.1.2　画面項目説明

図 6‒2　連系線潮流実績画面項目

表 6‒1　連系線潮流実績画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 対象連系線 検索する対象連系線

2 指定日 検索する年月日 必須項目

過去日も選択可能

3 検索結果 検索結果を表示

6.　連系線潮流実績
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6.2　ボタン操作

連系線潮流実績画面のボタン操作について説明します。

6.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

6.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

ポイント

対象連系線に「西播東岡山線・山崎智頭線」を選択した場合のみ、計画潮流は「計画潮流（逆方

向）」、「計画潮流（順方向）」とグラフに表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、「No Data To Plot」と表示されます。

6.2.3　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

6.2.4　終了

画面を閉じます。
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6.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 6‒2　連系線潮流実績 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 連系線

2 対象日付 出力形式：YYYY/MM/DD

3 対象時刻 出力形式：hh:mm

4 運用容量（順方向） 単位：（MW）

5 運用容量（逆方向） 単位：（MW）

6 マージン（順方向） 単位：（MW）

7 マージン（逆方向） 単位：（MW）

8 空容量（順方向） 単位：（MW）

9 空容量（逆方向） 単位：（MW）

10 計画潮流（順方向） 単位：（MW）

11 計画潮流（逆方向） 単位：（MW）

12 潮流実績 単位：（MW）

13 運用容量拡大分（順方向） 単位：（MW）

14 運用容量拡大分（逆方向） 単位：（MW）
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7 変更賦課金対象連系線

各連系線の変更賦課金対象有無を参照することができます。
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7.1　画面表示

変更賦課金対象連系線画面について説明します。

7.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地域間連系線情報」→「変更賦課金参照」→「変更賦課金対象連系線」

をクリックしてください。

図 7‒1　変更賦課金対象連系線画面

7.　変更賦課金対象連系線
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7.1.2　画面項目説明

図 7‒2　変更賦課金対象連系線画面項目

表 7‒1　変更賦課金対象連系線画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 変更賦課金種別 検索する変更賦課金の種別 計画変更/通告変更から選択

2 対象年月日 検索する対象年月日 必須項目

過去日も選択可能

3 連系線選択 検索する連系線の区分 全連系線/個別連系線から選択

4 対象連系線 検索する対象連系線 必須項目

連系線選択で「個別連系線」を選

択した場合、活性

複数選択可能

5 表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替

6 検索結果 検索結果を表示 30 分毎の変更賦課金が×の場合、

ピンク色表示
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7.2　ボタン操作

変更賦課金対象連系線画面のボタン操作について説明します。

7.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

7.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

7.2.3　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

7.2.4　終了

画面を閉じます。
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7.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 7‒2　変更賦課金対象連系線 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 変更賦課金種別 計画変更/通告変更

2 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

3 対象連系線

4 方向 順/逆

5 30 分毎の変更賦課金有無 −/× ※1

※1 −：空容量が運用容量の 5％以上の場合。

　 ×：空容量が運用容量の 5％を下回る、あるいは作業により運用容量が 0 となる場合。
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8 地内基幹送電線運用容量・予想潮流

各エリアにおける地内基幹送電線の運用容量および予想潮流情報を参照することができます。
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8.1　画面表示

地内基幹送電線運用容量・予想潮流画面について説明します。

8.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地内基幹送電線関連情報」→「地内基幹送電線の系統図・関連潮流参

照」→「地内基幹送電線運用容量・予想潮流」をクリックしてください。

図 8‒1　地内基幹送電線運用容量・予想潮流画面
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操作マニュアル 74



8.1.2　画面項目説明

図 8‒2　地内基幹送電線運用容量・予想潮流画面項目

表 8‒1　地内基幹送電線運用容量・予想潮流画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 対象断面 検索する対象断面 長期/年間/当日/実績から選択

2 対象エリア 検索する対象エリア

3 対象年月日 検索する対象年月日 必須項目

対象断面で実績を選択した場合、

活性
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No. 画面項目 説明 備考

3 対象年月日 検索する対象年月日 過去日も選択可能

4 対象電圧 検索する対象電圧 選択した対象エリアによって、選

択可能な対象電圧は異なる

5 送電線図 検索したエリアの送電線図

6 検索結果 検索結果を表示

7 フェンス情報 検索したエリアのフェンス情報
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8.2　ボタン操作

地内基幹送電線運用容量・予想潮流画面のボタン操作について説明します。

8.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

8.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

8.2.3　作業停止計画

作業停止計画・実績画面をポップアップ表示します。

作業停止計画・実績画面については「14.　作業停止計画・実績」を参照してください。

注意事項

検索した対象断面が長期の場合、ボタンは非活性となります。

8.2.4　PDF表示

検索したエリアの送電線図が PDF 形式で表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、ボタンは非活性となります。
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8.2.5　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

8.2.6　終了

画面を閉じます。
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8.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 8‒2　地内基幹送電線運用容量・予想潮流 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 断面 長期/年間/当日/実績

2 対象エリア

3 対象年度／対象年月日 対象断面が長期、年間の場合の出力形式：YYYY

対象断面が当日、実績の場合の出力形式：YYYY/MM/DD

4 送電線 NO

5 電圧 単位：（kV）

6 送電線名

7 潮流方向

8 予想潮流値 単位：（MW）

9 運用容量 単位：（MW）

10 決定要因

11 フェンス NO

12 フェンス名
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9 地内基幹送電線潮流実績

各エリアにおける地内基幹送電線の潮流実績を参照することができます。
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9.1　画面表示

地内基幹送電線潮流実績画面について説明します。

9.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「地内基幹送電線関連情報」→「地内基幹送電線の現在潮流・潮流実績

参照」→「地内基幹送電線潮流実績」をクリックしてください。

図 9‒1　地内基幹送電線潮流実績画面
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9.1.2　画面項目説明

図 9‒2　地内基幹送電線潮流実績画面項目

表 9‒1　地内基幹送電線潮流実績画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 対象年月日 検索する対象年月日 必須項目

過去日も選択可能

2 対象エリア 検索する対象エリア

3 対象電圧 検索する対象電圧 選択した対象エリアによって、選択

可能な対象電圧は異なる

4 検索結果 検索結果を表示
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9.2　ボタン操作

地内基幹送電線潮流実績画面のボタン操作について説明します。

9.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

9.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

9.2.3　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

9.2.4　終了

画面を閉じます。
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9.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 9‒2　地内基幹送電線潮流実績 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 対象エリア

3 電圧 単位：（kV）

4 送電線名

5 潮流方向（正方向）

6 30 分毎の潮流値 単位：（MW）
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10 電力使用状況（でんき予報）

でんき予報をエリア計、エリア別で参照することができます。
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10.1　電力使用状況（でんき予報）エリア計

電力使用状況（でんき予報）のエリア計での参照について説明します。

10.1.1　画面表示

電力使用状況（でんき予報）エリア計画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力使用状況（でんき予報）参照」→「電力使用

状況（でんき予報）」をクリックしてください。

10.　電力使用状況（でんき予報）
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図 10‒1　電力使用状況（でんき予報）

10.　電力使用状況（でんき予報）
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(2)　画面項目説明

図 10‒2　電力使用状況（でんき予報）画面項目（1）〜（4）
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図 10‒3　電力使用状況（でんき予報）画面項目（5）

図 10‒4　電力使用状況（でんき予報）画面項目（6）〜（7）

10.　電力使用状況（でんき予報）
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表 10‒1　電力使用状況（でんき予報）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 でんき予報エリア計/エリア別タブ 検索する集計データを切替

2 指定日 検索する年月日 必須項目

過去日も選択可能

3 全国エリア表示/グラフ表示 情報の表示方法を切替

4 全国エリア表示 全国エリアデータ

5 グラフ表示 グラフデータ

6 周波数 周波数データ

7 周波数 CSV_系統 CSV 出力する周波数地域 60Hz 系統/50Hz 系統から選択

10.1.2　ボタン操作

電力使用状況（でんき予報）エリア計画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定した指定日で検索を行います。

該当するデータが有る場合、データが表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存（グラフ表示）

10 エリア計のデータを CSV ファイルで保存します。

(4)　CSV保存（周波数 CSV）
周波数系統ごとのデータを CSV ファイルで保存します。

(5)　需要実績画面

需要実績（日別）画面に遷移します。
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需要実績（日別）画面については「13.3　需要実績（日別）」を参照してください。

(6)　終了

画面を閉じます。

10.1.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

広域機関の設定に従い、旧フォーマットの CSV か新フォーマットの CSV かのいずれかが出力されます。

(1)　グラフ表示 CSV

表 10‒2　グラフ表示 CSV（旧フォーマット）出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 ピーク時供給力（万 kW） 「−」を出力

2 時間帯 「−」を出力

3 供給力情報更新日 「−」を出力

4 供給力情報更新時刻 「−」を出力

5 ピーク時予備率（%） 「−」を出力

6 ピーク時使用率（%） 「−」を出力

7 予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

8 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

9 予想 大電力情報更新日 「−」を出力

10 予想 大電力情報更新時刻 「−」を出力

11 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

12 TIME 出力形式：hh:mm

1 時間単位

13 当日実績（万 kW） 単位：（万 kW）

14 予測値（万 kW） 単位：（万 kW）

15 使用率（%） 「−」を出力

16 大使用率（%） 「−」を出力

17 時間帯 「−」を出力

18 翌日のピーク時供給力（万 kW） 「−」を出力
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No. CSV出力項目名 備考

19 時間帯 「−」を出力

20 供給力情報更新日 「−」を出力

21 供給力情報更新時刻 「−」を出力

22 ピーク時予備率（%） 「−」を出力

23 ピーク時使用率（%） 「−」を出力

24 翌日の予想 大電力（万 kW） 単位：（万 MW）

25 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

26 予想 大電力情報更新日 「−」を出力

27 予想 大電力情報更新時刻 「−」を出力

28 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

29 TIME 出力形式：hh:mm

5 分単位

30 当日実績（５分間隔値）（万 kW） 単位：（万 kW）

表 10‒3　グラフ表示 CSV（新フォーマット）出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 ピーク時供給力（万 kW） 「−」を出力

2 時間帯 「−」を出力

3 供給力情報更新日 「−」を出力

4 供給力情報更新時刻 「−」を出力

5 ピーク時予備率（%） 「−」を出力

6 ピーク時使用率（%） 「−」を出力

7 予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

8 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

9 予想 大電力情報更新日 「−」を出力

10 予想 大電力情報更新時刻 「−」を出力

11 使用率ピーク時供給力(万 kW) 「−」を出力

12 時間帯 「−」を出力

13 供給力情報更新日 「−」を出力

14 供給力情報更新時刻 「−」を出力

15 使用率ピーク時予備率（%） 「−」を出力
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No. CSV出力項目名 備考

16 使用率ピーク時使用率（%） 「−」を出力

17 使用率ピーク時予想電力（万 kW） 「−」を出力

18 時間帯 「−」を出力

19 予想電力情報更新日 「−」を出力

20 予想電力情報更新時刻 「−」を出力

21 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

22 TIME 出力形式：hh:mm

1 時間単位

23 当日実績（万 kW） 単位：（万 kW）

24 予測値（万 kW） 単位：（万 kW）

25 使用率（%） 「−」を出力

26 供給力想定値(万 kW) 単位：（万 kW）

27 大使用率（%） 「−」を出力

28 時間帯 「−」を出力

29 翌日のピーク時供給力（万 kW） 「−」を出力

30 時間帯 「−」を出力

31 供給力情報更新日 「−」を出力

32 供給力情報更新時刻 「−」を出力

33 ピーク時予備率（%） 「−」を出力

34 ピーク時使用率（%） 「−」を出力

35 翌日の予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

36 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

37 予想 大電力情報更新日 「−」を出力

38 予想 大電力情報更新時刻 「−」を出力

39 翌日の使用率ピーク時供給力（万 kW） 「−」を出力

40 時間帯 「−」を出力

41 供給力情報更新日 「−」を出力

42 供給力情報更新時刻 「−」を出力

43 使用率ピーク時予備率（%） 「−」を出力

44 使用率ピーク時使用率（%） 「−」を出力

45 翌日の使用率ピーク時予想電力（万 kW） 「−」を出力
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No. CSV出力項目名 備考

46 時間帯 「−」を出力

47 予想電力情報更新日 「−」を出力

48 予想電力情報更新時刻 「−」を出力

49 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

50 TIME 出力形式：hh:mm

5 分単位

51 当日実績（5 分間隔値）（万 kW） 単位：（万 kW）

52 太陽光発電実績（5 分間隔値）（万 kW） 単位：（万 kW）

(2)　周波数 CSV

表 10‒4　周波数 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象日付 出力形式：YYYY/MM/DD

2 対象時刻 出力形式：hh:mm

3 エリア区分 60Hz 系統/50Hz 系統

4 周波数
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10.2　電力使用状況（でんき予報）エリア別

電力使用状況（でんき予報）のエリア別での参照について説明します。

10.2.1　画面表示

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力使用状況（でんき予報）参照」→「電力使用

状況（でんき予報）」→「電力使用状況（でんき予報）（エリア計）」画面の「でんき予報エリア別」タブを

クリックしてください。
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図 10‒5　電力使用状況（でんき予報）エリア別画面
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(2)　画面項目説明

図 10‒6　電力使用状況（でんき予報）エリア別画面項目

表 10‒5　電力使用状況（でんき予報）エリア別画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 でんき予報エリア計/エリア別タブ 検索する集計データを切替

2 指定日 検索する年月日 必須項目

過去日も選択可能

3 対象エリア 検索する対象エリア

4 電力使用状況 対象日付、対象エリアの電力使用状況
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No. 画面項目 説明 備考

5 グラフ表示 グラフデータ

10.2.2　ボタン操作

電力使用状況（でんき予報）エリア別画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定した指定日で検索を行います。

該当するデータが有る場合、データが表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　需要実績画面

需要実績（日別）画面に遷移します。

需要実績（日別）画面については「13.3　需要実績（日別）」を参照してください。

(5)　終了

画面を閉じます。

10.2.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

広域機関の設定に従い、旧フォーマットの CSV か新フォーマットの CSV かのいずれかが出力されます。
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表 10‒6　でんき予報エリア別 CSV（旧フォーマット）出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 ピーク時供給力（万 kW） 単位：（万 kW）

2 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

3 供給力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

4 供給力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

5 ピーク時予備率（%） 単位：（％）

6 ピーク時使用率（%） 単位：（％）

7 予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

8 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

9 予想 大電力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

10 予想 大電力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

11 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

12 TIME 出力形式：hh:mm

1 時間単位

13 当日実績（万 kW） 単位：（万 kW）

14 予測値（万 kW） 単位：（万 kW）

15 使用率（%） 単位：（％）

16 大使用率（%） 単位：（％）

17 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

18 翌日のピーク時供給力（万 kW） 単位：（万 kW）

19 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

20 供給力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

21 供給力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

22 ピーク時予備率（%） 単位：（％）

23 ピーク時使用率（%） 単位：（％）

24 翌日の予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

25 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

26 予想 大電力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

27 予想 大電力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

28 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

29 TIME 出力形式：hh:mm
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No. CSV出力項目名 備考

29 TIME 5 分単位

30 当日実績（５分間隔値）（万 kW） 単位：（万 kW）

表 10‒7　でんき予報エリア別 CSV（新フォーマット）出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 ピーク時供給力（万 kW） 単位：（万 kW）

2 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

3 供給力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

4 供給力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

5 ピーク時予備率（%） 単位：（％）

6 ピーク時使用率（%） 単位：（％）

7 予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

8 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

9 予想 大電力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

10 予想 大電力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

11 使用率ピーク時供給力（万 kW） 単位：（万 kW）

12 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

13 供給力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

14 供給力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

15 使用率ピーク時予備率（%） 単位：（％）

16 使用率ピーク時使用率（%） 単位：（％）

17 使用率ピーク時予想電力（万 kW） 単位：（万 kW）

18 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

19 予想電力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

20 予想電力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

21 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

22 TIME 出力形式：hh:mm

1 時間単位

23 当日実績（万 kW） 単位：（万 kW）

24 予測値（万 kW） 単位：（万 kW）

25 使用率（%） 単位：（％）
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No. CSV出力項目名 備考

26 供給力想定値(万 kW) 単位：（万 kW）

27 大使用率（%） 単位：（％）

28 時間帯 出力形式：hh:mm

29 翌日のピーク時供給力（万 kW） 単位：（万 kW）

30 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

31 供給力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

32 供給力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

33 ピーク時予備率（%） 単位：（％）

34 ピーク時使用率（%） 単位：（％）

35 翌日の予想 大電力（万 kW） 単位：（万 kW）

36 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

37 予想 大電力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

38 予想 大電力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

39 翌日の使用率ピーク時供給力（万 kW） 単位：（万 kW）

40 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

41 供給力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

42 供給力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

43 使用率ピーク時予備率（%） 単位：（％）

44 使用率ピーク時使用率（%） 単位：（％）

45 翌日の使用率ピーク時予想電力（万 kW） 単位：（万 kW）

46 時間帯 出力形式：hh:mm〜hh:mm

47 予想電力情報更新日 出力形式：MM 月 DD 日

48 予想電力情報更新時刻 出力形式：hh:mm

49 DATE 出力形式：YYYY/MM/DD

50 TIME 出力形式：hh:mm

5 分単位

51 当日実績（5 分間隔値）（万 kW） 単位：（万 kW）

52 太陽光発電実績（5 分間隔値）（万 kW） 単位：（万 kW）
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11 電力需要予想・ピーク時供給力

電力の需要予想・ピーク時供給力を長期、年間、月間、週間、翌日・当日ごとに参照することが

できます。
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11.1　電力需要予想・ピーク時供給力（長期）

長期の電力需要予想・ピーク時供給力の参照について説明します。

11.1.1　画面表示

電力需要予想・ピーク時供給力（長期）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力需要予想・ピーク時供給力参照」→「電力需

要予想・ピーク時供給力」→「電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）」画面の「長期」タブをク

リックしてください。
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図 11‒1　電力需要予想・ピーク時供給力（長期）画面
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(2)　画面項目説明

図 11‒2　電力需要予想・ピーク時供給力（長期）画面項目

表 11‒1　電力需要予想・ピーク時供給力（長期）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 長期/年間/月間/週間/翌日・当日

から選択

2 策定年度 検索する策定年度 5 年度前から翌年度まで選択可能

3 対象エリア 検索する対象エリア 必須項目
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No. 画面項目 説明 備考

3 対象エリア 検索する対象エリア 複数選択可能※1

4 検索結果 検索結果を表示

※1「エリア計」を選択した場合、全エリアが自動で選択され、各チェックボックスは非活性となります。

11.1.2　ボタン操作

電力需要予想・ピーク時供給力（長期）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

11.1.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 11‒2　電力需要予想・ピーク時供給力（長期）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定年度 出力形式：YYYY

2 エリア
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No. CSV出力項目名 備考

3 第 3 年度〜第 10 年度 出力形式：YYYY

4 大総需要予想（MW） 単位：（MW）

検索した策定年度から第 3〜第 10 年度まで

5 大供給力予想（MW） 単位：（MW）

検索した策定年度から第 3〜第 10 年度まで

6 予備率（%） 単位：（％）

検索した策定年度から第 3〜第 10 年度まで
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11.2　電力需要予想・ピーク時供給力（年間）

年間の電力需要予想・ピーク時供給力の参照について説明します。

11.2.1　画面表示

電力需要予想・ピーク時供給力（年間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力需要予想・ピーク時供給力参照」→「電力需

要予想・ピーク時供給力」→「電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）」画面の「年間」タブをク

リックしてください。
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図 11‒3　電力需要予想・ピーク時供給力（年間）画面
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(2)　画面項目説明

図 11‒4　電力需要予想・ピーク時供給力（年間）画面項目
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表 11‒3　電力需要予想・ピーク時供給力（年間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 長期/年間/月間/週間/翌日・当日

から選択

2 策定年度 検索する策定年度 5 年度前から翌年度まで選択可能

3 対象年度 検索する対象年度 5 年度前から翌々年度まで選択

可能

4 平日/休日 検索する平日/休日区分 両方/平日/休日から選択

5 対象エリア 検索する対象エリア 必須項目

複数選択可能※1

6 検索結果 検索結果を表示

※1「エリア計」を選択した場合、全エリアが自動で選択され、各チェックボックスは非活性となります。

11.2.2　ボタン操作

電力需要予想・ピーク時供給力（年間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。
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11.2.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 11‒4　電力需要予想・ピーク時供給力（年間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定年度 出力形式：YYYY

2 対象年度 出力形式：YYYY

3 エリア

4 平日/休日 平日/休日

5 大総需要予想（MW） 単位：（MW）

6 大供給力予想（MW） 単位：（MW）

7 予備率（%） 単位：（％）
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11.3　電力需要予想・ピーク時供給力（月間）

月間の電力需要予想・ピーク時供給力の参照について説明します。

11.3.1　画面表示

電力需要予想・ピーク時供給力（月間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力需要予想・ピーク時供給力参照」→「電力需

要予想・ピーク時供給力」→「電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）」画面の「月間」タブをク

リックしてください。
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図 11‒5　電力需要予想・ピーク時供給力（月間）画面
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(2)　画面項目説明

図 11‒6　電力需要予想・ピーク時供給力（月間）画面項目

表 11‒5　電力需要予想・ピーク時供給力（月間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 長期/年間/月間/週間/翌日・当日

から選択

2 策定年月 検索する策定年月 5 年前から翌年まで選択可能

11.　電力需要予想・ピーク時供給力

操作マニュアル 115



No. 画面項目 説明 備考

3 対象年月 検索する対象年月 5 年前から翌年まで選択可能

4 平日/休日 検索する平日/休日区分 両方/平日/休日から選択

5 対象エリア 検索する対象エリア 必須項目

複数選択可能※1

6 検索結果 検索結果を表示

※1「エリア計」を選択した場合、全エリアが自動で選択され、各チェックボックスは非活性となります。

11.3.2　ボタン操作

電力需要予想・ピーク時供給力（月間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

11.3.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。
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表 11‒6　電力需要予想・ピーク時供給力（月間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定年月 出力形式：YYYY/MM

2 対象年月 出力形式：YYYY/MM

3 エリア

4 平日/休日 平日/休日

5 大総需要予想（MW） 単位：（MW）

6 大供給力予想（MW） 単位：（MW）

7 予備率（%） 単位：（％）
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11.4　電力需要予想・ピーク時供給力（週間）

週間の電力需要予想・ピーク時供給力の参照について説明します。

11.4.1　画面表示

電力需要予想・ピーク時供給力（週間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力需要予想・ピーク時供給力参照」→「電力需

要予想・ピーク時供給力」→「電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）」画面の「週間」タブをク

リックしてください。

図 11‒7　電力需要予想・ピーク時供給力（週間）画面
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(2)　画面項目説明

図 11‒8　電力需要予想・ピーク時供給力（週間）画面項目

表 11‒7　電力需要予想・ピーク時供給力（週間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 長期/年間/月間/週間/翌日・当日

から選択

2 策定週 検索する策定週 5 年前から翌年まで選択可能

3 対象期間 検索する対象年月日 必須項目

過去日も選択可能

4 対象エリア 検索する対象エリア 必須項目

複数選択可能※1

5 検索結果 検索結果を表示

※1「エリア計」を選択した場合、全エリアが自動で選択され、各チェックボックスは非活性となります。
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11.4.2　ボタン操作

電力需要予想・ピーク時供給力（週間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

11.4.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 11‒8　電力需要予想・ピーク時供給力（週間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定週 出力形式：YYYYMMW

2 対象日付 出力形式：YYYY/MM/DD

3 エリア

4 小予備率時総需要予想（MW） 単位：（MW）

5 大総需要予想（MW） 単位：（MW）

6 大供給力予想（MW） 単位：（MW）

7 予想使用率（%） 単位：（％）

8 予想予備率（%） 単位：（％）
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11.5　電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）

翌日・当日の電力需要予想・ピーク時供給力の参照について説明します。

11.5.1　画面表示

電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「電力需要予想・ピーク時供給力参照」→「電力需

要予想・ピーク時供給力」をクリックしてください。

図 11‒9　電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）画面
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(2)　画面項目説明

図 11‒10　電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）画面項目

表 11‒9　電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 長期/年間/月間/週間/翌日・当日

から選択

2 対象断面 検索する対象断面 翌日/当日から選択

3 策定日 検索する策定日

4 対象日 検索する対象年月日 必須項目

過去日も選択可能

5 対象エリア 検索する対象エリア 必須項目

複数選択可能※1

6 検索結果 検索結果を表示
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※1「エリア計」を選択した場合、全エリアが自動で選択され、各チェックボックスは非活性となります。

11.5.2　ボタン操作

電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

11.5.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 11‒10　電力需要予想・ピーク時供給力（翌日・当日）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 対象日付 出力形式：YYYY/MM/DD

3 対象エリア

4 小総需要予想時刻 出力形式：hh:mm

5 小総需要予想（MW） 単位：（MW）
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No. CSV出力項目名 備考

6 大総需要予想時刻 出力形式：hh:mm

7 大総需要予想（MW） 単位：（MW）

8 大供給力予想（MW） 単位：（MW）

9 予想使用率（%） 単位：（％）

10 予想予備率（%） 単位：（％）
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12 広域ブロック情報

広域ブロック情報を週間、翌日・当日ごとに参照することができます。

また、翌日・当日の補正料金算定インデックスを CSVファイル形式でダウンロードすることがで

きます。
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12.1　広域ブロック情報（週間）

週間の広域ブロック情報の参照について説明します。

12.1.1　画面表示

広域ブロック情報（週間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「広域ブロック情報参照」→「広域ブロック情報」

→「広域ブロック情報（翌日・当日）」画面の「週間」タブをクリックしてください。

図 12‒1　広域ブロック情報（週間）画面
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(2)　画面項目説明

図 12‒2　広域ブロック情報（週間）画面項目

表 12‒1　広域ブロック情報（週間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 週間/翌日・当日から選択

2 策定週 検索する策定週 昨年度から翌年度まで選択

可能

3 対象期間 検索する対象期間 過去日も選択可能

4 検索結果 検索結果を表示

12.1.2　ボタン操作

広域ブロック情報（週間）画面のボタン操作について説明します。
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(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

12.1.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 12‒2　広域ブロック情報（週間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定週 出力形式：YYYYMMW

2 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

3 区分 大需要/ 小予備率

4 ブロック No.

5 北海道 〇/− ※1

6 東北 〇/− ※1

7 東京 〇/− ※1

8 中部 〇/− ※1

9 北陸 〇/− ※1

10 関西 〇/− ※1
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No. CSV出力項目名 備考

11 中国 〇/− ※1

12 四国 〇/− ※1

13 九州 〇/− ※1

14 沖縄 〇/− ※1

15 広域ブロック需要(MW) 単位：（MW） ※2

16 広域ブロック供給力(MW) 単位：（MW） ※2

17 広域ブロック予備力(MW) 単位：（MW） ※2

18 広域予備率(%) 単位：（％） ※2

19 広域使用率(%) 単位：（％） ※2

※1 〇：本エリアが当該広域ブロック情報に含まれている場合。

　 −：本エリアが当該広域ブロック情報に含まれていない場合。

※2 当該広域ブロックがブラックアウトの場合、「***」を出力。

12.　広域ブロック情報

操作マニュアル 129



12.2　広域ブロック情報（翌日・当日）

翌日・当日の広域ブロック情報、補正料金算定インデックスの参照について説明します。

12.2.1　画面表示

広域ブロック情報（翌日・当日）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「広域ブロック情報参照」→「広域ブロック情報」

をクリックしてください。

図 12‒3　広域ブロック情報（翌日・当日）画面
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(2)　画面項目説明

図 12‒4　広域ブロック情報（翌日・当日）画面項目

表 12‒3　広域ブロック情報（翌日・当日）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 週間/翌日・当日から選択

2 対象年月日 検索する対象年月日 必須項目

対象断面で当日を選択した場

合、非活性

過去日も選択可能

3 対象断面 検索する対象断面 翌日/当日から選択

4 検索結果 検索結果を表示
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12.2.2　ボタン操作

広域ブロック情報（翌日・当日）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存(補正料金算定インデックス)
検索時のキー情報に基づいた補正料金算定インデックスを CSV ファイルで保存します。

(4)　CSV保存(広域ブロック情報)
広域ブロック情報の検索結果を CSV ファイルで保存します。

(5)　終了

画面を閉じます。

12.2.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

(1)　補正料金算定インデックス（翌日・当日）

表 12‒4　補正料金算定インデックス（翌日・当日）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 時刻 出力形式：hh:mm

3 エリア 北海道/東北/東京/中部/北陸/関西/中国/四国/九州/沖縄
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No. CSV出力項目名 備考

4 補正料金算定インデックス(%) 単位：（％） ※1※3

5 補正料金算定インデックス(沖縄)(万 kW) 単位：（万 kW） ※2※3

6 ブロック No.

※1 本エリアが沖縄以外の場合は値を出力、沖縄の場合は空白。

※2 本エリアが沖縄の場合は値を出力、沖縄以外の場合は空白。

※3 本エリアがブラックアウトの場合、「***」を出力。

(2)　広域ブロック情報（翌日・当日）

表 12‒5　広域ブロック情報（翌日・当日）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 時刻 出力形式：hh:mm

3 ブロック No.

4 北海道 〇/− ※1

5 東北 〇/− ※1

6 東京 〇/− ※1

7 中部 〇/− ※1

8 北陸 〇/− ※1

9 関西 〇/− ※1

10 中国 〇/− ※1

11 四国 〇/− ※1

12 九州 〇/− ※1

13 沖縄 〇/− ※1

14 広域ブロック需要(MW) 単位：（MW） ※2

15 広域ブロック供給力(MW) 単位：（MW） ※2

16 広域ブロック予備力(MW) 単位：（MW） ※2

17 広域予備率(%) 単位：（％） ※2

18 広域使用率(%) 単位：（％） ※2

※1 〇：本エリアが当該広域ブロック情報に含まれている場合。

　 −：本エリアが当該広域ブロック情報に含まれていない場合。

※2 当該広域ブロックがブラックアウトの場合、「***」を出力。
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13 需要実績

過去の需要実績を年間、月間、日別ごとに参照することができます。
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13.1　需要実績（年間）

年間需要実績の参照について説明します。

13.1.1　画面表示

需要実績（年間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「需要実績参照」→「需要実績」→「需要実績（日

別）」画面の「年間」タブをクリックしてください。

図 13‒1　需要実績（年間）画面
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図 13‒2　需要実績（年間）グラフ画面

13.　需要実績

操作マニュアル 136



(2)　画面項目説明

図 13‒3　需要実績（年間）画面項目

表 13‒1　需要実績（年間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 年間/月間/日別から選択

2 エリア区分 検索するエリアの区分 エリア計/エリア別から選択

3 対象年度 検索する対象年度 5 年度前から翌年度まで選択

可能

4 対象エリア 検索する対象エリア エリア区分がエリア計の場

合、選択不可

5 表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替
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No. 画面項目 説明 備考

6 電力量情報 月ごとの電力消費量（GWh）と年間電力量（GWh） エリアごとの年間電力量

（GWh）を薄緑表示

7 電力情報 年間 大電力（MW） エリアごとの年間 大電力

（MW）をピンク表示

13.1.2　ボタン操作

需要実績（年間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

13.1.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 13‒2　需要実績（年間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 年月 出力形式：YYYY/MM

2 各エリア 電力消費量：（GWh）
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No. CSV出力項目名 備考

2 各エリア 年間電力量：（GWh）

年間 大電力：（MW）

3 10 エリア計 電力消費量：（GWh）

年間電力量：（GWh）

年間 大電力：（MW）
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13.2　需要実績（月間）

月間需要実績の参照について説明します。

13.2.1　画面表示

需要実績（月間）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「需要実績参照」→「需要実績」→「需要実績（日

別）」画面の「月間」タブをクリックしてください。

図 13‒4　需要実績（月間）画面
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図 13‒5　需要実績（月間）グラフ画面
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(2)　画面項目説明

図 13‒6　需要実績（月間）画面項目

表 13‒3　需要実績（月間）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 年間/月間/日別から選択

2 エリア区分 検索するエリアの区分 エリア計/エリア別から選択

3 対象年月 検索する対象年月 5 年前から翌年まで選択可能

4 対象エリア 検索する対象エリア エリア区分がエリア計の場

合、選択不可

5 表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替
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No. 画面項目 説明 備考

6 電力量情報 日ごとの電力消費量（GWh）と月間電力量（GWh） エリアごとの月間電力量

（GWh）を薄緑表示

7 電力情報 月間 大電力（MW） エリアごとの月間 大電力

（MW）をピンク表示

13.2.2　ボタン操作

需要実績（月間）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

13.2.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 13‒4　需要実績（月間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 各エリア 電力消費量：（GWh）
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No. CSV出力項目名 備考

2 各エリア 月間電力量：（GWh）

月間 大電力：（MW）

3 10 エリア計 電力消費量：（GWh）

月間電力量：（GWh）

月間 大電力：（MW）
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13.3　需要実績（日別）

日別需要実績の参照について説明します。

13.3.1　画面表示

需要実績（日別）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「需給関連情報」→「需要実績参照」→「需要実績」をクリックしてく

ださい。

図 13‒7　需要実績（日別）画面

13.　需要実績
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図 13‒8　需要実績（日別）グラフ画面
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(2)　画面項目説明

図 13‒9　需要実績（日別）画面項目

表 13‒5　需要実績（日別）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 時間断面切替タブ 検索する時間断面を切替 年間/月間/日別から選択

2 エリア区分 検索するエリアの区分 エリア計/エリア別から選択

3 対象年月日 検索する対象年月日 必須項目

過去日も選択可能

4 対象エリア 検索する対象エリア エリア区分がエリア計の場

合、選択不可

5 表示切替タブ 検索結果の表示方法を切替
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No. 画面項目 説明 備考

6 電力量情報 対象日の電力消費量（MWh） エリアごとの日別電力量

（MWh）を薄緑表示

7 電力情報 1 時間ごとの 大電力（MW） エリアごとの日別 大電力

（MW）をピンク表示

13.3.2　ボタン操作

需要実績（日別）画面のボタン操作について説明します。

(1)　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

(2)　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

(3)　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

(4)　終了

画面を閉じます。

13.3.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 13‒6　需要実績（日別）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 時間帯 1 時間単位
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No. CSV出力項目名 備考

3 各エリア 電力消費量：（MWh）

日電力量：（MWh）

日 大電力：（MW）

4 10 エリア計 電力消費量：（MWh）

日電力量：（MWh）

日 大電力：（MW）
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14 作業停止計画・実績

各エリアの連系線および基幹系統における作業停止の計画、実績を参照することができます。
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14.1　画面表示

作業停止計画・実績画面について説明します。

14.1.1　画面遷移

(1)　メニュー画面からの遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「作業停止計画関連情報」→「作業停止計画・実績参照」→「作業停止

計画・実績」をクリックしてください。

(2)　連系線空容量画面からの遷移

連系線空容量画面で検索後、「作業停止計画」ボタンをクリックしてください。

連系線空容量画面については「2.2　連系線空容量（年間・月間）」、「2.3　連系線空容量（週間）」または

「2.4　連系線空容量（翌々日〜当日）」を参照してください。
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図 14‒1　作業停止計画・実績画面

14.　作業停止計画・実績
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14.1.2　画面項目説明

図 14‒2　作業停止計画・実績画面項目

表 14‒1　作業停止計画・実績画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 作業計画期間 検索する作業計画期間 必須項目

過去日も選択可能

2 作業実績期間 検索する作業実績期間 過去日も選択可能

3 計画区分 検索する計画区分 必須項目

複数選択可能

4 調整状況 検索する調整状況 必須項目
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No. 画面項目 説明 備考

4 調整状況 検索する調整状況 複数選択可能

5 地域間連系線 検索する地域間連系線 地域間連系線または地内基

幹送電線から１項目以上

選択

複数選択可能

6 地内基幹送電線 検索する地内基幹送電線

7 削除件名表示 検索する削除件名表示 非表示/表示から選択

8 検索結果表示順 検索する検索結果表示順 広域受付番号/作業計画日時

から選択

9 検索結果 検索結果を表示

注意事項

地域間連系線と地内基幹送電線の両方を選択した場合、地内基幹送電線の検索結果が優先して表示

されます。
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14.2　ボタン操作

作業停止計画・実績画面のボタン操作について説明します。

14.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

14.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

14.2.3　履歴

作業停止計画履歴画面をポップアップ表示し、対象のデータを表示します。

作業停止計画履歴画面については「15.　作業停止計画履歴」を参照してください。

注意事項

変更履歴が無い場合「履歴」ボタンは非表示となります。

14.2.4　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

14.2.5　終了

画面を閉じます。
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14.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 14‒2　作業停止計画・実績 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 計画区分 年間計画/月間計画/計画外/緊急

2 申請区分 新規/変更/更新/実績/削除

3 広域受付番号

4 エリア 北海道/東北/東京/中部/北陸/関西/中国/四国/九州/沖縄

5 申請者

6 作業計画日時 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm〜YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

7 作業実績日時 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm〜YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

8 停止区分 単日/毎日/連続

9 調整状況 要求中/受付済/調整中(エリア)/調整済(エリア)/調整中(広域)/
調整済(広域)/要調整/確認済/承認済/年間決定済/月間決定済

10 実施状況

11 作業箇所／作業内容

12 制約箇所

13 停止区間（停止設備）

14 備考

15 変更理由
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15 作業停止計画履歴

作業停止計画の変更履歴を参照することができます。
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15.1　画面表示

作業停止計画履歴画面について説明します。

15.1.1　画面遷移

作業停止計画・実績画面の検索結果から、履歴表示するデータの「履歴」ボタンをクリックしてください。

作業停止計画・実績画面については「14.　作業停止計画・実績」を参照してください。

図 15‒1　作業停止計画履歴画面

15.　作業停止計画履歴
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15.2　ボタン操作

作業停止計画履歴画面のボタン操作について説明します。

15.2.1　閉じる

画面を閉じます。
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16 再生可能エネルギー出力抑制実績

再生可能エネルギーの出力抑制実績を参照することができます。
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16.1　画面表示

再生可能エネルギー出力抑制実績画面について説明します。

16.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「再生可能エネルギー関連情報」→「電源出力抑制関係参照」→「再生

可能エネルギー出力抑制実績」をクリックしてください。

図 16‒1　再生可能エネルギー出力抑制実績画面
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16.1.2　画面項目説明

図 16‒2　再生可能エネルギー出力抑制実績画面項目

表 16‒1　再生可能エネルギー出力抑制実績画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 対象断面 検索する対象断面 年度/年月から選択

2 対象年度/年月 検索する対象年度/年月 6 年前から翌年まで選択可能

対象断面が年度の場合、月は非活性

3 エリア 検索するエリア 必須項目

複数選択可能

4 検索結果 検索結果を表示
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16.2　ボタン操作

再生可能エネルギー出力抑制実績画面のボタン操作について説明します。

16.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

16.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

16.2.3　詳細

再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面をポップアップ表示し、対象のデータを表示します。

再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面については「17.　再生可能エネルギー出力抑制実績詳細」を参

照してください。

16.2.4　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

16.2.5　終了

画面を閉じます。
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16.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 16‒2　再生可能エネルギー出力抑制実績 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 情報 NO

2 対象エリア

3 抑制実施日 出力形式：YYYY/MM/DD

4 抑制開始時刻 出力形式：hh:mm

5 抑制終了時刻 出力形式：hh:mm

6 理由

7 30 分毎の抑制出力 単位：（MW）

16.　再生可能エネルギー出力抑制実績

操作マニュアル 164



17 再生可能エネルギー出力抑制実績詳細

再生可能エネルギー出力抑制実績の詳細を参照することができます。
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17.1　画面表示

再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面について説明します。

17.1.1　画面遷移

再生可能エネルギー出力抑制実績画面の検索結果から、詳細表示するデータの「詳細」ボタンをクリック

してください。

再生可能エネルギー出力抑制実績画面については「16.　再生可能エネルギー出力抑制実績」を参照してく

ださい。

図 17‒1　再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面
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17.1.2　画面項目説明

図 17‒2　再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面項目

表 17‒1　再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 情報 NO 対象の情報 NO

2 対象エリア 実績情報の対象エリア

3 抑制実施日 実績情報の抑制実施日

4 抑制時間帯 実績情報の抑制時間帯

5 理由 実績情報の抑制実施理由

6 グラフ 実績情報のグラフ

7 時間 00:00 から 30 分単位の時間帯

8 抑制指令出力合計 該当の時間における抑制指令出力合計値
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17.2　ボタン操作

再生可能エネルギー出力抑制実績詳細画面のボタン操作について説明します。

17.2.1　閉じる

画面を閉じます。
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18 流通設備建設計画

流通設備建設計画を参照することができます。
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18.1　画面表示

流通設備建設計画画面について説明します。

18.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「その他情報」→「流通設備建設計画参照」→「流通設備建設計画」を

クリックしてください。

図 18‒1　流通設備建設計画画面

18.　流通設備建設計画
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18.1.2　画面項目説明

図 18‒2　流通設備建設計画画面項目

表 18‒1　流通設備建設計画画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 データ種別 検索するデータ種別

2 対象年度 検索する対象年度 5 年度前から翌年度まで選択可能

3 検索結果 検索結果を表示
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18.2　ボタン操作

流通設備建設計画画面のボタン操作について説明します。

18.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

18.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

18.2.3　PDF
検索結果を PDF ファイルで保存します。

18.2.4　終了

画面を閉じます。
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19 各種情報

各種情報を参照することができます。
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19.1　画面表示

各種情報画面について説明します。

19.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「その他情報」→「各種情報参照」→「各種情報」をクリックしてくだ

さい。

図 19‒1　各種情報画面

19.　各種情報
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19.1.2　画面項目説明

図 19‒2　各種情報画面項目

表 19‒1　各種情報画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 カテゴリ 検索するカテゴリ

2 検索結果 検索結果を表示
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19.2　ボタン操作

各種情報画面のボタン操作について説明します。

19.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

19.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

19.2.3　PDF/CSV
検索結果を PDF ファイルまたは CSV ファイルで保存します。

19.2.4　終了

画面を閉じます。

19.　各種情報

操作マニュアル 176



20 FAQ

FAQを参照することができます。
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20.1　画面表示

FAQ 画面について説明します。

20.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「その他情報」→「FAQ 参照」→「FAQ」をクリックしてください。

図 20‒1　FAQ画面

20.　FAQ
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20.1.2　画面項目説明

図 20‒2　FAQ画面項目

表 20‒1　FAQ画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 カテゴリ 検索するカテゴリ

2 検索結果 検索結果を表示
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20.2　ボタン操作

FAQ 画面のボタン操作について説明します。

20.2.1　条件クリア

設定した検索条件をクリアし、画面を初期表示にします。

20.2.2　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

20.2.3　回答

FAQ 回答画面をポップアップ表示し、対象のデータを表示します。

FAQ 回答画面については「21.　FAQ 回答」を参照してください。

20.2.4　終了

画面を閉じます。
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21 FAQ回答

FAQの回答を参照することができます。
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21.1　画面表示

FAQ 回答画面について説明します。

21.1.1　画面遷移

FAQ 画面の検索結果から、詳細表示するデータの「回答」ボタンをクリックしてください。

FAQ 画面については「20.　FAQ」を参照してください。

図 21‒1　FAQ回答画面

21.　FAQ回答
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21.1.2　画面項目説明

図 21‒2　FAQ回答画面項目

表 21‒1　FAQ回答画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 質問 NO 対象の質問 NO

2 質問内容 質問 NO の内容

3 質問回答 質問 NO の回答

21.　FAQ回答
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21.2　ボタン操作

FAQ 回答画面のボタン操作について説明します。

21.2.1　閉じる

画面を閉じます。

21.　FAQ回答
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22 お知らせ情報

ニュース表示、システム運用情報、更新情報通知を参照することができます。
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22.1　画面表示

お知らせ情報画面について説明します。

22.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「その他情報」→「お知らせ情報参照」→「お知らせ情報」をクリック

してください。

図 22‒1　お知らせ情報画面

22.　お知らせ情報
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22.1.2　画面項目説明

図 22‒2　お知らせ情報画面項目

表 22‒1　お知らせ情報画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 ニュース表示 お知らせ情報一覧 更新日降順

2 システム運用情報 システム運用の情報一覧

3 更新情報通知 各項目の 終更新日一覧

各項目をクリックすることで、該当画面へ遷移

します
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22.2　ボタン操作

お知らせ情報画面のボタン操作について説明します。

22.2.1　PDF表示

該当のデータを PDF ファイルで保存します。

22.2.2　最新情報取得

お知らせ情報の画面を更新し再表示します。

22.2.3　終了

画面を閉じます。
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23 1時間前取引受付停止情報

融通指示や混雑発生などにより、1時間前取引受付ができない時間帯を参照することができます。
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23.1　画面表示

1 時間前取引受付停止情報画面について説明します。

23.1.1　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「その他情報」→「地域間連系線情報参照」→「1 時間前取引受付停止

情報」をクリックしてください。

図 23‒1　1時間前取引受付停止情報

23.　1時間前取引受付停止情報
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23.1.2　画面項目説明

図 23‒2　1時間前取引受付停止情報画面項目

表 23‒1　1時間前取引受付停止情報画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 対象年月日 検索する対象年月日 必須項目

過去日も選択可能

2 受付停止区分 検索する受付停止区分

3 1 時間前取引受付停止対象時間帯 検索結果を表示
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23.2　ボタン操作

1 時間前取引受付停止情報画面のボタン操作について説明します。

23.2.1　検索

設定したキー情報で検索を行います。

該当するデータが有る場合、検索結果に表示されます。

注意事項

該当するデータが無い場合、エラーメッセージが表示されます。

23.2.2　CSV保存

検索結果を CSV ファイルで保存します。

23.2.3　終了

画面を閉じます。
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23.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

表 23‒2　1時間前取引受付停止情報 CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 受付停止時刻 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

2 受付停止解除時刻 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

3 1 時間前取引受付停止対象時間帯 From 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

4 1 時間前取引受付停止対象時間帯 To 出力形式：YYYY/MM/DD△hh:mm

（△は半角スペース）

23.　1時間前取引受付停止情報
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24 情報ダウンロード

系統情報公表の各画面で開示されている情報を CSVファイル形式でダウンロードすることができ

ます。
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24.1　情報ダウンロード（連系線）

情報ダウンロード（連系線）の参照について説明します。

24.1.1　画面表示

情報ダウンロード（連系線）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「ダウンロード情報」→「CSV ダウンロード」→「情報ダウンロード」

をクリックしてください。

図 24‒1　情報ダウンロード（連系線）画面

24.　情報ダウンロード
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(2)　画面項目

図 24‒2　情報ダウンロード（連系線）画面項目

表 24‒1　情報ダウンロード（連系線）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 連系線

/エリア・広域ブロック情報タブ

取得するデータの種別を切替

2 空容量 空容量を取得する断面および策定/更新後

3 変更賦課金 取得する変更賦課金

4 連系線潮流実績 取得する連系線潮流実績

5 1 時間前取引受付停止情報 取得する 1 時間前取引受付停止情報

6 期間 取得する期間 必須項目

※1
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No. 画面項目 説明 備考

7 対象連系線区間 取得する対象連系線区間 必須項目

複数選択可能

※1

※1 選択したデータ種別の断面によって活性状態が切り替わります。

24.1.2　ボタン操作

(1)　CSV保存

選択した条件のデータを CSV ファイルで保存します。

(2)　終了

画面を閉じます。

24.1.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

参考

断面によって出力 CSV が異なります。出力項目については、下記に記載しているリンク先をご覧

ください。

(1)　空容量：長期

空容量（長期）の CSV 出力項目については、「2.1.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(2)　空容量：年間

空容量（年間）の CSV 出力項目については、「2.2.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(3)　空容量：月間

空容量（月間）の CSV 出力項目については、「2.2.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(4)　空容量：週間

空容量（週間）の CSV 出力項目については、「2.3.3　CSV 出力項目」を参照してください。

24.　情報ダウンロード
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(5)　空容量：翌々日

空容量（翌々日）の CSV 出力項目については、「2.4.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(6)　空容量：翌日

空容量（翌日）の CSV 出力項目については、「2.4.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(7)　空容量：当日

空容量（当日）の CSV 出力項目については、「2.4.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(8)　変更賦課金：計画変更賦課金

変更賦課金（計画変更賦課金）の CSV 出力項目については、「7.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(9)　変更賦課金：通告変更賦課金

変更賦課金（通告変更賦課金）の CSV 出力項目については、「7.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(10)　連系線潮流実績：連系線潮流実績

連系線潮流実績（連系線潮流実績）の CSV 出力項目については、「6.3　CSV 出力項目」を参照してくださ

い。

(11)　1時間前取引受付停止情報：1時間前取引受付停止情報

1 時間前取引受付停止情報（1 時間前取引受付停止情報）の CSV 出力項目については、「23.3　CSV 出力項

目」を参照してください。
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24.2　情報ダウンロード（エリア・広域ブロック情報）

情報ダウンロード（エリア・広域ブロック情報）の参照について説明します。

24.2.1　画面表示

情報ダウンロード（エリア・広域ブロック情報）画面について説明します。

(1)　画面遷移

メニュー画面より「公表」タブ→「ダウンロード情報」→「CSV ダウンロード」→「情報ダウンロード」

→「情報ダウンロード」画面の「エリア・広域ブロック情報」タブをクリックしてください。

24.　情報ダウンロード
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図 24‒3　情報ダウンロード（エリア・広域ブロック情報）画面

24.　情報ダウンロード
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(2)　画面項目

図 24‒4　情報ダウンロード（エリア・広域ブロック情報）画面項目

24.　情報ダウンロード
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表 24‒2　情報ダウンロード（エリア・広域ブロック情報）画面項目一覧

No. 画面項目 説明 備考

1 連系線

/エリア・広域ブロック情報タブ

取得するデータの種別を切替

2 広域予備率

（広域ブロック情報）

取得する広域予備率（広域ブロック情報）

3 広域予備率

（エリア・広域ブロック情報）

取得する広域予備率（エリア・広域ブロック情報）

4 補正料金算定インデックス 取得する補正料金算定インデックス

5 需要予想・ピーク時供給力 取得する需要予想・ピーク時供給力

6 総需要 取得する総需要、または周波数

7 需要実績 取得する需要実績

8 地内基幹送電線

運用容量・予想潮流

取得する地内基幹送電線運用容量・予想潮流

9 地内基幹送電線潮流実績 取得する地内基幹送電線潮流実績

10 作業停止計画・実績 取得する作業停止計画・実績

11 故障情報 取得する故障情報

12 再生可能エネルギー出力抑制実績 取得する再生可能エネルギー出力抑制実績

13 期間 取得する期間 必須項目

※1

14 エリア 取得するエリア 必須項目

複数選択可能

※1

※1 選択したデータ種別の断面によって活性状態が切り替わります。

24.2.2　ボタン操作

(1)　CSV保存

選択した条件のデータを CSV ファイルで保存します。

(2)　終了

画面を閉じます。

24.　情報ダウンロード

操作マニュアル 202



24.2.3　CSV出力項目

CSV ファイルの出力項目について説明します。

参考

断面によって出力 CSV が異なります。出力項目については、下記に記載しているリンク先をご覧

ください。なお、広域予備率（エリア・広域ブロック情報）については、下記に記載している CSV
出力項目一覧をご覧ください。

(1)　広域予備率（広域ブロック情報）：週間

広域予備率（広域ブロック情報）（週間）の CSV 出力項目については、「12.1.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

(2)　広域予備率（広域ブロック情報）：翌日

広域予備率（広域ブロック情報）（翌日）の CSV 出力項目については、「(2)　広域ブロック情報（翌日・当

日）」を参照してください。

(3)　広域予備率（広域ブロック情報）：当日

広域予備率（広域ブロック情報）（当日）の CSV 出力項目については、「(2)　広域ブロック情報（翌日・当

日）」を参照してください。

(4)　広域予備率（エリア・広域ブロック情報）：週間

広域予備率（エリア・広域ブロック情報）（週間）の CSV 出力項目について説明します。

表 24‒3　広域予備率（エリア・広域ブロック情報）（週間）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 策定週 出力形式：YYYYMMW

2 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

3 区分 大需要/ 小予備率

4 エリア 北海道/東北/東京/中部/北陸/関西/中国/四国/九州/沖縄

5 広域予備率(%) 単位：（％） ※1

6 広域使用率(%) 単位：（％） ※1

7 ブロック No.

8 広域ブロック需要(MW) 単位：（MW） ※1

9 広域ブロック供給力(MW) 単位：（MW） ※1
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No. CSV出力項目名 備考

10 広域ブロック予備力(MW) 単位：（MW） ※1

11 エリア需要(MW) 単位：（MW） ※1

12 エリア供給力(MW) 単位：（MW） ※1

13 エリア予備力(MW) 単位：（MW） ※1

※1 本エリアがブラックアウトの場合、「***」を出力。

(5)　広域予備率（エリア・広域ブロック情報）：翌日

広域予備率（エリア・広域ブロック情報）（翌日）の CSV 出力項目について説明します。

表 24‒4　広域予備率（エリア・広域ブロック情報）（翌日）CSV出力項目一覧

No. CSV出力項目名 備考

1 対象年月日 出力形式：YYYY/MM/DD

2 時刻 出力形式：hh:mm

3 エリア 北海道/東北/東京/中部/北陸/関西/中国/四国/九州/沖縄

4 広域予備率(%) 単位：（％） ※1

5 広域使用率(%) 単位：（％） ※1

6 ブロック No.

7 広域ブロック需要(MW) 単位：（MW） ※1

8 広域ブロック供給力(MW) 単位：（MW） ※1

9 広域ブロック予備力(MW) 単位：（MW） ※1

10 エリア需要(MW) 単位：（MW） ※1

11 エリア供給力(MW) 単位：（MW） ※1

12 エリア予備力(MW) 単位：（MW） ※1

※1 本エリアがブラックアウトの場合、「***」を出力。

(6)　広域予備率（エリア・広域ブロック情報）：当日

広域予備率（エリア・広域ブロック情報）（当日）の CSV 出力項目については、「(5)　広域予備率（エリ

ア・広域ブロック情報）：翌日」を参照してください。

(7)　補正料金算定インデックス：翌日

補正料金算定インデックス（翌日）の CSV 出力項目については、「(1)　補正料金算定インデックス（翌日・

当日）」を参照してください。
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(8)　補正料金算定インデックス：当日

補正料金算定インデックス（当日）の CSV 出力項目については、「(1)　補正料金算定インデックス（翌日・

当日）」を参照してください。

(9)　需要予想・ピーク時供給力：長期

需要予想・ピーク時供給力（長期）の CSV 出力項目については、「11.1.3　CSV 出力項目」を参照してくだ

さい。

(10)　需要予想・ピーク時供給力：年間

需要予想・ピーク時供給力（年間）の CSV 出力項目については、「11.2.3　CSV 出力項目」を参照してくだ

さい。

(11)　需要予想・ピーク時供給力：月間

需要予想・ピーク時供給力（月間）の CSV 出力項目については、「11.3.3　CSV 出力項目」を参照してくだ

さい。

(12)　需要予想・ピーク時供給力：週間

需要予想・ピーク時供給力（週間）の CSV 出力項目については、「11.4.3　CSV 出力項目」を参照してくだ

さい。

(13)　需要予想・ピーク時供給力：翌日

需要予想・ピーク時供給力（翌日）の CSV 出力項目については、「11.5.3　CSV 出力項目」を参照してくだ

さい。

(14)　需要予想・ピーク時供給力：当日

需要予想・ピーク時供給力（当日）の CSV 出力項目については、「11.5.3　CSV 出力項目」を参照してくだ

さい。

(15)　総需要：電力使用状況（でんき予報）

総需要（電力使用状況（でんき予報））の CSV 出力項目については、「10.1.3　CSV 出力項目」を参照して

ください。

(16)　総需要：周波数（50Hz系統）

総需要（周波数（50Hz 系統））の CSV 出力項目については、「10.1.3　CSV 出力項目」を参照してください。
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(17)　総需要：周波数（60Hz系統）

総需要（周波数（60Hz 系統））の CSV 出力項目については、「10.1.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(18)　需要実績：年間

需要実績（年間）の CSV 出力項目については、「13.1.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(19)　需要実績：月間

需要実績（月間）の CSV 出力項目については、「13.2.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(20)　需要実績：日別

需要実績（日別）の CSV 出力項目については、「13.3.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(21)　地内基幹送電線運用容量・予想潮流：長期

地内基幹送電線運用容量・予想潮流（長期）の CSV 出力項目については、「8.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

(22)　地内基幹送電線運用容量・予想潮流：年間

地内基幹送電線運用容量・予想潮流（年間）の CSV 出力項目については、「8.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

(23)　地内基幹送電線運用容量・予想潮流：当日

地内基幹送電線運用容量・予想潮流（当日）の CSV 出力項目については、「8.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

(24)　地内基幹送電線運用容量・予想潮流：実績

地内基幹送電線運用容量・予想潮流（実績）の CSV 出力項目については、「8.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

(25)　地内基幹送電線潮流実績：地内基幹送電線潮流実績

地内基幹送電線潮流実績（地内基幹送電線潮流実績）の CSV 出力項目については、「9.3　CSV 出力項目」

を参照してください。

(26)　作業停止計画・実績：作業停止計画・実績

作業停止計画・実績（作業停止計画・実績）の CSV 出力項目については、「14.3　CSV 出力項目」を参照

してください。

24.　情報ダウンロード
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(27)　故障情報：故障情報

故障情報（故障情報）の CSV 出力項目については、「4.3　CSV 出力項目」を参照してください。

(28)　再生可能エネルギー出力抑制実績：年度

再生可能エネルギー出力抑制実績（年度）の CSV 出力項目については、「16.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

(29)　再生可能エネルギー出力抑制実績：年月

再生可能エネルギー出力抑制実績（年月）の CSV 出力項目については、「16.3　CSV 出力項目」を参照し

てください。

24.　情報ダウンロード

操作マニュアル 207



25 注意事項

各画面の注意事項を参照することができます。
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25.1　画面表示

注意事項画面について説明します。

25.1.1　画面遷移

メニュー画面の「公表」タブからポップアップ表示した各画面の、右下にある「注意事項」をクリックし

てください。

図 25‒1　注意事項画面

25.　注意事項
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25.1.2　画面項目説明

図 25‒2　注意事項画面項目

表 25‒1　注意事項画面項目一覧

No. 項目 説明 備考

1 注意事項 ポップアップ元の画面に対応する注意事項

25.　注意事項
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25.2　ボタン操作

25.2.1　閉じる

画面を閉じます。

25.　注意事項
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