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系統側蓄電池による風力発電募集プロセス（Ⅰ期残容量）募集要綱（案）に対して寄せられたご意見・ご質問と当社の回答 

 

※85件のご意見・ご質問が寄せられましたが、重複するものを当社にて取り纏め、64件としております。 

No. ページ番号 ご意見・ご質問 回答 

1 全般 

募集プロセスの手続き中に、優先連系希望者である権利等を他事業者に譲渡す

ることを可能としていただきたい。 

また、万が一、申請地点での事業を断念した場合であっても、技術要件、他の優

先連系希望者への影響がないことを前提に他地点（連系点含め）へ変更するこ

とは可能か？ 

事業継承（名義変更）の場合は可能です。 

原則として、応募締切以降は接続検討申込書を含め応募書類の変更は認められませんが，

軽微な変更に該当する場合等は、都度、協議のうえ可否を判断いたします。 

2 全般 

経済産業省の第 36 回 総合資源エネルギー調査会 系統 WG で議論された「風

力発電事業者が新規に系統に接続する際に求められる、自然変動電源に課さ

れる出力変動対策要件(蓄電池併設等)を可能な限り早期に撤廃する」ことにつ

いて採用が決定した場合、本プロセスはどのように取り扱われるのか。現状本プ

ロセスは引続き実施予定と理解してよいか。また、本募集にて蓄電池費用を対し

ている事業者にインセンティブは発生するのか。蓄電池設備に負担する以上、本

枠による系統連系事業者は優先的な系統連系が認められる当のメリットが発生

するのか。蓄電池が一般負担となった場合、本件での費用は返還されることにな

るのか。この要件撤廃の決定により、本プロセスに応募した事業者が、要件撤廃

後に接続検討をした他事業者と比べ、相対的に不利にならないよう配慮いただ

きたい。（上記問題が提起されている中で実施されている本プロセスにおいて、

結局のところ蓄電池不要という整理になった場合は、本プロセスに応募している

事業者の不公平感をどのようにお考えになるか確認させていただくものです） 

第 29回系統 WGで示されたとおり、本プロセス完了まで FIT価格の失効が猶予されている事

業者様を含む、多くの参加希望者がいることから、当社としては、現在の募集要綱に基づきプ

ロセスは継続するものと認識しております。 

引き続き国の審議会の議論状況に注視し、適切に対応いたします。 

3 

１ページ 

1系統側蓄電池に

よる風力発電募集

プロセス（Ⅰ期残容

量）の概要 

前回の系統側蓄電池募集プロセスにおいては、応募要領に応じて蓄電池の容

量を検討すると明確な記載がございましたが、前回同様に実際の応募容量にあ

わせて、現想定の蓄電池容量よりサイズダウンなどは検討されるのでしょうか？

（P1 には「蓄電池容量目安として 7.8 万 kW-4h 程度※導入量 43.8 万 kW とした

場合の目安」と記載はあるもののサイズダウンの検討については明記されてい

ない） 

優先系統連系希望者が 43.8万 kWを下回る結果となった場合等は、シミュレーションにより必

要な容量を算定いたします。 

 

4 

１ページ 

1系統側蓄電池に

よる風力発電募集

プロセス（Ⅰ期残容

量）の概要 

蓄電池の運転開始の起算日は何に合わせて設定されるのでしょうか。（2030年

度までに連系したものの、蓄電池の運用開始が連系開始日よりも先に来た場

合、蓄電池の運用から 20年後に足切りがあり、蓄電池の運用開始よりも後に連

系開始した発電所については 20年間の売電ができない可能性があるかないか

を確認させていただくものです。） 

系統側蓄電池の運転開始の起算日は、系統側蓄電池の設置工事が完了し、運転開始した

時点を起算日とします。応募申込時点の連系開始希望日（試運転、営業運転）を基に 20年間

の売電期間を確保できるよう、系統側蓄電池の運転期間を設定いたします。ただし、発電設

備の営業運転開始が遅延する場合は 20年間の売電期間が確保できない場合があります。 

売電期間の明確化のため、募集要綱（別紙５）に追記しました。 
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No. ページ番号 ご意見・ご質問 回答 

5 

１ページ 

1系統側蓄電池に

よる風力発電募集

プロセス（Ⅰ期残容

量）の概要 

グループ化による蓄電池設置時期の分割を行い、暫定連系ができるような検討

をお願いいたします。 

本プロセスにて募集する発電設備は、出力変動緩和対策として系統側蓄電池を設置すること

を前提に系統連系いただくものです。そのため、発電設備の試運転および営業運転時期は、

系統側蓄電池の運転開始後を前提としておりますので、ご理解願います。 

6 

１ページ 

1系統側蓄電池に

よる風力発電募集

プロセス（Ⅰ期残容

量）の概要 

「※2 グループ化による蓄電池設置時期の分割」とありますが、分割で設置され

る場合の工事費負担金の考え方はどうのようになりますでしょうか。グループ毎

に異なる工事費負担金となるのでしょうか。 

グループ化に伴う工事費負担金の考え方は、系統側蓄電池の発注条件等の決定後、判断す

ることとなります。 

7 

１ページ 

1系統側蓄電池に

よる風力発電募集

プロセス（Ⅰ期残容

量）の概要 

「※2 ～運転開始時期等を調整させて頂く場合があります。」とありますが、運転

開始時期はいつ頃判明予定でしょうか。FIT 認定上の運転開始期限もあり、事業

の採算性が見通せないため、早めにご提示頂きたい。特に弊社案件のように、

FIT 認定からの運転開始期限が 4 年の案件については、運転開始時期が遅れ

ることは事業の採算性を大きく毀損することにつながるため、負担可能額上限申

告時点で蓄電池設備の運用開始時期が明らかになっていないと正確な負担可

能額を試算することは困難であり、FIT 認定からの運転開始期限が 4 年の案件

の運転開始時期に蓄電池設備の運用開始時期を極力近づける等の配慮をお願

いしたい。あるいは事業者希望の運転開始時期から蓄電池設備の運用開始が

遅れることによって、FITの 20年運転期間が毀損され、事業の採算性が著しく悪

化する場合は、辞退による保証金の返還を認めて頂きたい。 

運転開始時期は、優先系統連系希望者決定後、グループ化による系統側蓄電池設置時期

の分割や運転期間について検討の上、別途事業者様にお知らせいたします。 

応募申込時点の連系開始希望日（試運転、営業運転）を基に 20 年間の売電期間を確保でき

るよう、系統側蓄電池の運転開始時期や運転期間を設定いたします。ただし、発電設備の営

業運転開始が事業者様起因で遅延する場合は 20年間の売電期間が確保できない場合があ

ります。 

売電期間の明確化のため、募集要綱（別紙５）に追記しました。 

また、保証金の返金対象は、第１次保証金の返金規定（募集要綱 2．4（2））、第２次保証金の

返金規定（募集要綱 2．8（5））に該当する場合となります。 

8 
1ページ 

1.1募集する電源 

系統側蓄電池の故障や想定外の劣化により出力が制限されるときは貴社や系

統側蓄電池メーカーにより補修を行い出力の制限が起きないように対処してもら

いたいが回答願います。 

系統側蓄電池の故障や想定外の劣化が発生した場合は、速やかに修理、取替を行います

が、修理、取替時には出力制限が伴う場合がありますので、予めご了承願います。 

9 
１ページ 

1.1募集する電源 

系統側蓄電池の建設中には組み立て保険、及び運転中の故障、不可抗力に伴

う不具合をカバーする保険に入ってもらいたいがこれらの対応について回答願

います。 

弊社は保険加入を前提としていませんが、メーカー保証の範囲内で対応予定です。 

10 
２ページ 

1.1募集する電源(5) 

「（５）2030 年度までに系統連系し、受給開始すること」の受給開始というのは、

FIT 価格による売電を開始するということか？P3 では工事完了予定時期：2030

年度までと記載されておりますので、「（５）原則 2030 年度までに系統連系し、受

給開始すること」としていただけないでしょうか？ 

「受給開始」は FIT によらず、営業運転開始のことを指します。本プロセスが順調に進んだ場

合、系統側蓄電池は2030年度までの運転開始を予定しておりますので、これに合わせ、2030

年度までに系統連系し、営業運転を開始する発電設備を募集対象としています。 

ご意見を踏まえ、募集要綱の記載を「2030 年度までに系統連系かつ営業運転を開始するこ

と。」に修正いたします。 
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No. ページ番号 ご意見・ご質問 回答 

11 
２ページ 

1.1募集する電源(5) 

P6「・系統側蓄電池の運用開始に発電設備の運転開始が間に合わない場合

は、再エネ特措法に基づく受給期間と系統側蓄電池の運用期間（運用開始から

20 年程度）が一致しない場合があります。」とある。また、P.2（５）「2030 年度ま

でに系統連系し、受給開始すること。」とある。具体的には、現時点の計画にお

いてはこれを満たすものの、今後の事業進捗に伴い 2031 年度以降の系統連系

及び受給開始となる可能性あり、系統連系及び受給開始が X年遅れた場合は、

蓄電池利用可能期間が 20-X年となると理解すればよいか。 

応募申込時点の連系開始希望日（試運転、営業運転）を基に 20 年間の売電期間を確保でき

るよう、系統側蓄電池の運転期間を設定いたします。ただし、発電設備の営業運転開始が事

業者様起因で遅延する場合は 20年間の売電期間が確保できない場合があります。 

売電期間の明確化のため、募集要綱（別紙５）に追記しました。 

 

12 
２ページ 

1.1募集する電源(5) 

「2030年度までに発電所の運転開始が可能な案件」については、「不可抗力事

由を除き 2030年度（2031年 3月末日）までに発電所の運転開始が可能な案

件」という理解ですが、間違いないでしょうか？  

不可抗力事由の有無に関わらず、2030 年度までに発電設備の営業運転可能な案件が募集

対象となります。 

13 
２ページ 

1.1募集する電源(7) 

P2（7）にて「ノンファーム型接続に必要となるシステム導入等を含む」と記載あり

ますが、こちらはどのような設備で、どれくらいの費用感か現時点で分かるようで

したらご教示願います。また、仮に同システムが必要となった際は、当該設備の

導入は接続検討の回答時に費用感が提示されるのでしょうか？それとも、詳細

工事設計の中で、事業者の所掌で設置するのか等を決めていくのでしょうか？ 

出力制御に必要な制御機器の仕様は、現在、NEDO 実証事業で検討中のため、別途お知ら

せします。 

14 
２ページ 

1.1募集する電源(9) 

金融機関はある程度案件が進捗した段階でなければ案件に対して融資決定を

行わないことから、工事費負担金補償契約及び工事費負担金契約を締結する

段階では債務保証に関する書類を取得するのは困難であるため、不要で検討い

ただきたい。また、金融機関からの借入による資金調達ではなく、自己資金によ

り負担金の支払いを想定している事業者はどのように考えればよいか？ 

工事費負担金の債務保証書も同様。 

系統側蓄電池による風力発電募集プロセス（Ⅰ期）において、工事費負担金の入金遅延によ

り系統側蓄電池の発注遅延が生じたことから、途中辞退や工事費負担金の入金遅延により

他の共同負担者への影響を最小限に抑えるため、金融機関の債務保証書をご提出していた

だくこととしております。 

なお、自己資金によるお支払いの方にも同様にご提出いただくこととしていますので、ご理解

願います。 

15 

３ページ 

1.2 負担可能上限

額対象費用の概要

注釈 ※4 

設置する蓄電池を 2 分割にする可能性があると理解したが、その場合、次のど

れになるのか？ 

①同じ場所に同じ規模の設備を 2バンク分設置する 

②同じ場所に容量の異なる設備を 2バンク分設置する 

③異なる場所に同じ規模の設備をそれぞれ設置する 

④異なる場所に容量の異なる設備をそれぞれ設置する 

⑤その他 

2022 年 8 月の優先系統連系希望者決定後において、各事業者様の連系希望日を踏まえて

系統側蓄電池の分割形態を検討いたします。 

16 

４ページ 

1.2 負担可能上限

額対象費用の概要 

蓄電池の必要容量を把握する上で、現在の簡易の接続検討資料だけではシミュ

レーションを行うに情報が不足しており、需要過多になるのではと危惧しておりま

す。(実際の発注までには精査され、適切な容量になるものと思慮しますが、入

札時の断面においては必要以上の金額を入れなければならない可能性が高い

と考えております) 

そのため、入札までにどの様な検討を行って蓄電池の容量を決定するのか今一

度ご教示いただきたいと考えております。 

接続検討においては、本プロセス指定様式に対する接続検討を実施しておりますが、応募申

込では、電力広域的運営推進機関の定める接続検討申込書類一式の提出が必要です。 

Ⅰ期 16.2 万 kW とⅠ期残 43.8 万 kW を合わせた 60 万 kW の風力発電所に対し必要な蓄電

池容量は、第 10回系統 WGで提示した 15％×4h となります。Ⅰ期残 43.8万 kWに対し必要

な容量は、60万 kW×15％×4h＝36万 kWhからⅠ期の蓄電池容量 5.1万 kWhを差し引いた

30.9 万 kWh になります。ただし、優先系統連系希望者が 43.8 万 kW を下回る結果となった場

合等は、シミュレーションにより必要な容量を算定いたします。 
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No. ページ番号 ご意見・ご質問 回答 

17 
４ページ 

1.3 スケジュール 

FIT認定の取得を検討しているが、現状のスケジュールでは連系承諾（2023年 7

月下旬以降）まで、系統接続が約束されない状況と理解する。一方、2022 年度

FIT申請スケジュールでは、21年度実勢で 5月時契約締結が条件となっている。

ＦＩＴでの系統接続確保の要件と時期がずれており、ＦＩＴ入札自体ができず事業

化が困難になる。また 2023 年以降の FIP 等の制度活用を考慮した場合にあっ

ても、運転開期限が 2031年 3月迄とすると、時間的猶予もなくなり、事業化が困

難になる。系統接続契約は事業の重要項目であるのはご認識の事と思うが、経

産省との調整状況は如何か。工事費負担金補償契約(2022年 12月）の締結で、

事業者側は撤退できない状況になるので、条件付き連系承諾を先に出す事を検

討して戴きたい。また、2022 年度の FIT 入札に参加するために、認定機関から

特別な書面の提出を求められた場合、貴社で書面の提出は可能か。全体スケジ

ュールに関してもできる限りの早期完了に向け、ご尽力いただきたい。 

本プロセスに必要となる応募受付や再接続検討および各種手続等に要する期間を検討した

結果、現在の募集要綱スケジュールとなりました。現状、早期に連系承諾を行う等の措置は

予定しておりませんので，ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。 

なお、認定機関より求められる書類について、当社で発行可能なものは対応させていただき

ますので、ご相談ください。 

18 
５ページ 

1.3 スケジュール 

スケジュールについて、蓄電池概算額等の提示から第１次保証金の振込までの

期間、並びに再接続検討結果の回答から第２次保証金の振込および金融機関

債務保証書類提出迄の期間が、それぞれ１ヶ月となっていますが、各保証金や

債務保証書類の金額は決して少額ではなく、会社としての意思決定を短期間で

行うことは容易ではありません。それぞれ 1.5ヶ月程度の期間として頂く事は難し

いでしょうか。 

検討の結果、後工程への影響を考慮し、現行スケジュールを維持することとなりました。何

卒、ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。 

19 
５ページ 

1.4 留意事項 

「蓄電池の充放電損失に係る費用※６や蓄電池の故障等に伴い追加的に発生す

る費用については、蓄電池の運用状況や電力市場単価等により変わりうること

から、負担可能上限額対象費用には含めておりません。」としていますが、1,1

（2）及び 1.2③運転期間中の系統側蓄電池メンテナンス（保守・運転）費用に含ま

れているため、工事費負担金に含まれていると考えますが、いかがでしょうか。 

また、現状での運用状況での蓄電池の充放電損失を明示していただけないでし

ょうか？ 

募集要綱 1.2の系統側蓄電池に係る費用の工事費負担金（特定負担分）のうち、③は通常の

メンテナンス費用であり、系統側蓄電池の充放電損失に係る費用や系統側蓄電池の故障等

に伴い追加的に発生する費用は含んでおりません。 

充放電損失に係る費用は、系統側蓄電池の制御シミュレーション結果を元に 20 年間で発生

する充放電損失電力量（kWh）に調整力単価（実績）を用いて計算した結果、特定負担分は

1.4万円/kW程度（参考値）と想定しておりますが、実績においてこの値を保証するものではあ

りません。 

20 
５ページ 

1.4 留意事項 

蓄電池の故障等により追加的に発生する費用について、どの程度の金額が想

定されますでしょうか。 

記載のような不測の事態を除いては、故障はメーカー保証にて事業者負担なし

で修理頂けるということでしょうか。 

当該金額を現時点で予測することは困難であり、ご提示致しかねますので、ご理解願いま

す。蓄電池の故障等に対しては、原則、メーカー保証により修理、取替いたしますが、天災地

変、戦争、暴動、内乱その他不可抗力による故障等、メーカー保証対象外となる場合に追加

的に発生する費用は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、特定負担分を優先

系統連系希望者様にてご負担いただきます。 

なお、出力制御に伴い生じる優先系統連系希望者様の売電量の減少分は、当社からメーカ

ーに補償を請求することは想定しておりません。 

21 
５ページ 

1.4 留意事項 

保証範囲を低減させることにより、機器総額等を低減させることは考えているの

でしょうか？対象設備の保守状況など連系期間において対象業者に通知される

のでしょうか？ 

保証範囲の低減や保守状況の定期的な通知は、予定しておりません。 
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22 
６ページ 

1.4 留意事項 

「系統側蓄電池の運用開始に発電設備の運転開始が間に合わない場合は、再

エネ特措法に基づく受給期間と系統側蓄電池の運用期間（運用開始から 20 年

程度）が一致しない場合があります。」とありますが、系統側蓄電池の運用開始

が遅れた場合は補償いただけるのでしょうか。あるいは、予定どおり受電し、制

御の条件付の FIT開始は可能なのでしょうか？ 

当社に故意または重大な過失がある場合は、補償対象として協議させていただきます。 

本プロセスにて募集する発電設備は出力変動緩和対策として系統側蓄電池を設置すること

を前提に系統連系いただくものであることから、制御条件等の代替手段による系統連系は認

められませんので、ご承知おき願います。 

23 
６ページ 

1.4 留意事項 

ここでは、蓄電池の運用は 20 年を想定していると思うが、20 年後は今回設置し

た設備をすべて撤去するという前提か？ 

設置した蓄電池および関連する設備は、運転期間（運転開始から 20 年程度）後にすべて撤

去する前提としていますが、系統側蓄電池の運用期間終了後も当該風力発電設備について

連系の継続を希望される場合には、設備の劣化状況や設備更新に掛かる費用等を踏まえ、

当社にて系統側蓄電池の継続利用等を検討いたします。 

24 
６ページ 

1.4 留意事項 

申込時点の機種とは単機容量が結果的に異なる機種になってしまった場合の超

過量 1機とはどのように考えればよいのか？ 

例えば、申込時点で 2MW×10基＝20［MW］であったが、3MWの機種になった場

合，7基（21MW）しか認められないのかそれとも、8基（24MW）を 20MW以内で運

転すればよいのか？ 

募集要綱に記載のとおり、最大受電電力に対し風力発電設備の定格出力合計が超過する場

合において、許容される超過量は風力発電設備１機（複数機ある場合はそのうちの最小出力

機）の定格出力未満とし、受電電力を常に最大受電電力以下に制御していただきます。 

上記より、3MWの機種を採用される場合は 7基(21MW)が上限となります。 

25 
６ページ 

1.4 留意事項 

上記に関して、そもそも過積載量を限定する理由は何か？ 

一般的には均し効果により台数が増加することで変動抑制効果が大きくなると

思われ、また、最大受電電力が決まっているので当該発電所の変動量の最大値

は同じであるため、過積載量を限定する必要性を感じられない。 

過積載により、風力発電所出力の立ち上がりが急峻となり、周波数への影響が増大方向に

作用するためです。 

26 

７ページ 

1.4 留意事項 

注釈 ※6 

「蓄電池運用期間中（20 年を基準に設定）の充放電損失に係る費用のうち一般

負担を除いた分は 1.4 万円/kW 程度と想定しておりますが…」とありますが、1.4

万円/kW の算出根拠をご説明願います。本費用は負担可能上限額対象費用に

は含まれていないとのことですので、事業者として 1.4 万円/kWの金額が今後増

額または減額するのかなどリスク評価をしたく。 

充放電損失に係る費用は、系統側蓄電池の制御シミュレーション結果を元に 20 年間で発生

する充放電損失電力量（kWh）に調整力単価（実績）を用いて計算した結果、特定負担分は

1.4 万円/kW 程度（参考値）と想定していますが、実績においてこの値を保証するものではあ

りません。 

27 

８ページ 

2.1応募の申込み

(1) 

この必着というのは送付物に対してのことか？ 

つまり，必着日までにデータによる書類の不備解消が出来ればよいのか，それ

とも送付物の貴社必着のいずれとなるか？ 

送付物の必着日となります。資料充足状況の確認および送付に要する期間を考慮し、余裕を

もってお申込みください。 

28 

８ページ 

2.1応募の申込み

(2) 

「原則として、応募締切以降の応募書類の変更は認めません」と記載あるが、今

後のメーカー選定や風車配置の検討において、多少の変更はありうると想定し

ています。また、風車メーカーの都合により同機種を使用することができない、経

済合理性による判断（納期・工期等も含む）により、メーカー変更を余儀なくされ

る等の可能性があるため、他の優先連系希望者等に影響が出ないことを前提に

風車メーカーの変更、軽微な容量変更は認めていただきたい。 

申込容量を変更した場合、他の事業者様の接続検討結果の回答が変更となり、他の事業者

様に影響を与えることから、原則として、接続検討申込した申込内容で応募願います。当社と

の協議の結果、軽微な変更に該当する場合は変更可能です。 

 

29 

９ページ 

2.4 負担可能上限

額申告手続 

負担可能上限額の提示額については上限額等が定められていませんので、優

先系統連系希望者の第１次保証金は「優先系統連系希望者が負担するそれぞ

れの工事費負担金に充当される」（P11）ことを前提として、同一の事業者が全募

事業者様により許容される工事費負担金は異なるものと考えますので、本プロセスにおいて

は負担可能上限額に上限は設けておりません。事業性等から合理的に許容される工事費負

担金の範囲にて、負担可能上限額を申告願います。 
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集容量（43.8 万 kW）またはそれに近い独占的な容量の案件を申し込む場合、負

担可能上限額を不当に引き上げて提示することができ、公平性が保たれない可

能性が考えられます。このような独占的な応募案件に対しては、P9に記載の「事

業性等から合理的に許容される最大限の額にて申告」となっているかどうかの

証拠書類（事業性試算結果、根拠見積等）の提示を求める等の条件を付して、

不当な負担可能上限額の提示を防止するような対策を講じるべきと考えます。 

30 

９ページ 

2.4負担可能上限額

の申告 (1) 

優先系統連系希望者決定以降に、他の優先系統連系希望者が辞退した場合等

が理由で工事費負担金が増加し、負担可能上限額を超過する場合には原則「辞

退」として取り扱う。この場合、第１次保証金は返金されないとなっています。 

この場合は、予測のできない事態ですので、返金を希望します。 

募集要綱 2.4（2）にて第 1 次保証金の返金事由を記載しております。再接続検討の回答で、

工事費負担金が申告した負担可能上限額を超過することを事由に辞退した場合、又は辞退

したものとして取り扱われる場合は返金いたします。 

31 

１１ページ 

2.4負担可能上限額

の申告(2) 

第１次保証金額に上限を設けていただけないでしょうか。 

例えば、「第１次保証金 ＝ 負担可能上限額[円]（消費税等相当額含む）×５％

とするが、上限額を 500,000,000円とする。」など 

第１次保証金に上限を設定した場合、負担可能上限額の不当な引き上げが懸念されるため、

上限額は設定しておりません。なお、本プロセスが成立した場合、第１次保証金は優先系統

連系希望者が負担するそれぞれの工事費負担金に充当いたします。 

 

32 

１１ページ 

2.4負担可能上限額

の申告(2) 

負担可能上限額が下回っている状態では，1 期募集のように募集容量以下にな

ったことによる辞退は保証金返金の対象にならないということか？ 

第１次保証金の返金規定（募集要綱2.4(2)）に該当しない場合は返金されませんので、ご承知

おき願います。 

33 

１３ページ 

2.4負担可能上限額

の申告（3） 

応募案件のうち、特に事業実施エリアの重複が懸念される事業に対しては、事

業実施エリアの競合による案件の途中辞退が懸念されることから、負担可能上

限額の提示に先立って当該事業実施エリアの土地利用承諾の有無を事業者か

らの証拠書類の提示よって確認し、系統連系希望者の決定後の案件の途中辞

退を防止すべきと考えます。また、発電設備等の設置場所の重複を解消するた

め辞退することになった場合は系統連系希望者による辞退として扱い、第１次保

証金、第２次保証金は返金いたしません。となっていますが、希望者同士が調整

する場はないと考えますので、この場合は返金の対象としていただくことを希望

します。 

発電場所の確保は、発電事業を行うにあたっての重要事項の１つであり、系統連系希望者様

が責任を持って確保するものです。そのため、他の系統連系希望者と発電設備等の設置場

所が重複しないよう、負担可能上限額申告書の提出前までに地権者様と確実に調整を行っ

ていただきますよう、お願いいたします。 

発電設備等の設置場所の重複に限らず、用地が確保できず辞退される場合も事業者様の責

による辞退となり、第１次保証金、第２次保証金は返金されませんので、ご承知おき願いま

す。 

34 

１３ページ 

2.5 系統連系順位

及び優先系統連系

希望者の決定(1) 

「・負担金可能上限額余剰分単価を用いて系統連系順位が決定しない場合は、

抽選その他公平性が確保された手続きにより決定します。」と記載があるが、実

際の手続き方法はあらかじめ告知され、結果についても公表するようにお願いし

たい。 

負担可能上限額余剰分単価を用いて系統連系順位が決定しない場合の手続きは、対象とな

る事業者数等の状況を踏まえて検討いたします。具体的な手続きが決定次第、対象の事業

者様へ通知しますが、現在のところ公表までは考えておりません。 

35 

１３ページ 

2.5系統連系順位お

よび優先系統連系

希望者の決定（1） 

系統連携順位は負担可能額上限額余剰分単価によって決定されるとなっていま

すが、負担可能上限余剰額そのもので決定していただけないでしょうか。 

工事費充足の蓋然性が高くなるよう、kW あたりの負担可能上限額と工事費負担金の差額

（負担可能上限額余剰分単価）が高い方を優先することとしています。 
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36 

１３ページ 

2.5系統連系順位お

よび優先系統連系

希望者の決定（2） 

2グループに分かれた場合であっても、2030年度までに設置が完了するという理

解で良いか？ 

2 グループに分かれた場合、遅い方のグループの蓄電池は、2030 年度までに運転開始する

予定です。 

37 

１４ページ 

2.5系統連系順位お

よび優先系統連系

希望者の決定（2） 

本プロセスでは、第１次保証金振込後に優先系統連系希望者が決定すると理解

したが、負担可能上限額申告者が少なく、募集容量以下になった場合であって

も、辞退は出来ないのか？ 

応募容量が募集容量（43.8 万 kW）以下の場合は、負担可能上限額申告書の提出および第１

次保証金入金をもって優先系統連系希望者となります。Ⅰ期残容量プロセスの辞退は可能

ですが、保証金の返金事由に該当しない場合は返金されません。 

38 

１５ページ 

2.7 再接続検討の

結果の回答(2) 

実際の工事費負担金工事が貴社事情により 2030 年度までに完成しないことに

より、受給開始が出来なかった場合の損害賠償についてはどのように考えてい

るか？ 

当社に故意または重大な過失がある場合は、損害賠償について協議させていただきます。 

39 

17ページ 

2.8契約申込（5）ｃ 

注釈 ※19 

ただし書に基づき第２次保証金が返還される場合であっても、第１次保証金の返

金理由に該当しないときは第１次保証金は返金しないとなっていますが、第２次

保証金の返金理由に該当する場合は、第１次保証金は返金することを希望しま

す。 

第１次保証金入金後の再接続検討における工事費負担金が負担可能上限額を超過せず、

第２次保証金入金後の技術検討において超過した場合は、第１次保証金の返金対象となる

よう、募集要綱に反映いたします。 

 

 

40 

１９ページ 

2.9 工事費負担金

補償契約 

工事費負担金補償契約締結以降に事業を断念する場合、相当額の費用負担を

するが、事業を断念した案件分、蓄電池容量に余力が発生すると想定される。そ

の場合、蓄電池の余力分はどう扱われるのか？ 

工事費負担金補償契約締結以降の辞退により、系統側蓄電池に余力が発生した場合におい

ても、余力分の追加募集は行いません。 

41 

１９ページ 

2.9 工事費負担金

補償契約(1) 

工事費負担金補償契約のひな形はいつ開示されるのか？ 

契約申込期限までの期間が短いため、事前に内容の確認をしておきたい。 

また、契約書の内容については個別協議により、調整は可能か？ 

工事費負担金補償契約の雛型は、用意出来次第速やかに送付させていただきます。 

なお、工事費負担金補償金額が記載された契約書案を、再接続検討回答に合わせて送付す

る予定です。工事費負担金補償契約の内容は、原則として統一させていただきます。 

42 

19ページ 

2.9工事費負担金補

償契約（2） 

工事費負担金補償金が免除となった優先系統連系希望者は、第１次保証金、第

２次保証金も返金されると考えてよろしいでしょうか。 

第１次保証金の返金事由（募集要綱 2.4(2))、第２次保証金の返金事由（募集要綱 2.8(5)）に該

当する場合は返金いたします。 

43 

１９ページ 

2.9工事費負担金補

償契約（4） 

補償契約締結までに工事費負担金保証金の支払債務を担保する、金融機関の

発行する債務保証書を提出するようになっていますが、このタイミングでの金融

機関の債務保証は難しいと考えます。第１次保証金、第２次保証金をもって工事

費負担金を担保することはできないでしょうか。 

系統側蓄電池による風力発電募集プロセス（Ⅰ期）においても第１次保証金、第２次保証金を

設定しておりましたが、工事費負担金の入金遅延による系統側蓄電池の発注遅延が生じまし

た。金融機関の債務保証書は、途中辞退や工事費負担金の入金遅延による他の共同負担

者への影響を最小限に抑制するためご提出いただくことを、ご理解願います。 

44 

２０ページ 

2.9 工事費負担金

補償契約(4) 

・【保証書の条件】に「・補償金保証書の代表者名及び押印が代表取締役等の代

表者となっていること」と記載があるがこれは金融機関の名称欄に記載が必要と

いう理解でよいか？ 

上記理解で正しいのであれば、金融機関からの正式な書面であれば代表者名

でなくても有効ではないか？保証書の条件を満たしていれば債務保証書のフォ

ーマットに指定はないとの理解で良いか？ 

債務保証書の様式は任意ですが、保証書の条件を満たしていること、債務保証書の名義は

応募申込時の申込者と同一であることにご留意願います。 

工事費負担金を自己資金でお支払いをする優先系統連系希望者様にも、同様に債務保証書

をご提出いただくこととしていますので、予めご了承ください。 

保証は連帯保証となりますので、「保証期間にわたり連帯して保証していただくこと」を募集要

綱に追記いたしました。 
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No. ページ番号 ご意見・ご質問 回答 

・自己資本で保証金負担をする場合、債務保証書の代わりに残高証明書の提出

でも良いか？ 

・債務保証書の取得を連系希望者の共同事業者が行った場合、債務保証書の

名義が接続検討申込時の連系希望者と異なっていても良いか？また、その場合

は共同事業者の金額と合わせて保証金と同額の債務保証書でも良いか？ 

・工事費負担金の債務保証も同様 

45 

２０ページ 

2.9 工事費負担金

補償契約(4) 

工事費負担金補償金の保証期間は、「工事費負担金補償金の全額の支払いが

完了するまで」とあるが、支払いが発生するのは本補償契約締結後に辞退（みな

し含む）が発生した場合に限ると記載されている。辞退（みなし含む）が発生しな

かった場合は、2023 年 9 月下旬以降の予定で工事費負担金の全額が払い込ま

れれば、工事費負担金補償の思想は達成されることから、債務免除され、銀行

保証は返却されると解釈してよいか。 

債務保証書は支払債務を担保するものであることから、工事費負担金契約に基づく工事費負

担金の全額をお支払いいただいた場合、工事費負担金補償金の債務保証書の返却に応じる

ものと考えておりますが、債務保証書の内容等を踏まえて判断いたします。 

保証は連帯保証となりますので、「保証期間にわたり連帯して保証していただくこと」を募集要

綱に追記いたしました。 

46 

２２ページ 

2.12工事費負担金

契約 

工事費負担金の入金について、こちらは分割での支払いについて北電 NW様と

個別に協議頂く余地はあるのでしょうか。工事費負担金の分割払いが認められ

る場合の考え方について（2018年 12月 14日、電力広域的運営推進機関）に基

づき、本募集プロセスにおいて金融機関の債務保証等により、他事業者に影響

がないことを担保することで、工事工程単位での分割払いは可能でしょうか。 

原則として工事費負担金は一括でお支払いいただきますが、送配電等業務指針等に基づ

き、支払条件の変更が必要な場合は、合理的な範囲内において協議させていただきます。 

47 

２３ページ 

2.12 工事費負担金

契約(4) 

P23 （４）債務保証書（工事費負担金）について、同工事費負担金については共

用設備だけでなく該当事業者が連系するための個別設備の増強費用も含まれ、

当該増強費用は該当事業者が辞退となった場合には個別に清算が可能なもの

と理解致します。募集プロセスの円滑な遂行には工事負担金補償契約における

債務相当の銀行保証が有れば事足りるものと理解しており、工事費負担金全額

分の銀行保証の差し入れまでは不要ではないかと思料致します。個別清算しう

る個別設備の増強費用を含む工事費負担金全額相当の銀行保証の必要性に

ついては再検討頂けないでしょうか。 

ご指摘のとおり、工事費負担金入金遅延や辞退者が発生した場合に、他の事業者様への影

響を最小限に抑制するため、共同負担部分の保証が必要となります。ご意見を踏まえ、工事

費負担金補償金相当額を担保する債務保証書をご提出いただくことを、募集要綱に反映いた

します。 

 

48 

２４ページ 

2.14Ⅰ期残容量プロ

セスの成否と完了 

最大受電電力の合計が募集容量(43.8万 kW）に達しない場合やⅠ期残容量プロ

セスが不成立の場合は未達分は次の第２期の 40 万 kW にプラスされて陸上風

力用の系統側蓄電池に流用されるのか回答願います。 

上記おいて、流用されるとの回答の場合、流用される先のプロセスの開始工程

について、現時点での想定をご回答願います。第Ⅱ期の工程は公表されている

ことを認識していますが、これと第Ⅰ期残存容量プロセスの間に第Ⅰ期残存容

量プロセス-2(第Ⅰ期第 3 回)のようなプロセスが検討されるべきであると考えて

おります。本プロセスが追加されない場合、第Ⅰ期残存容量プロセスから辞退し

たプロジェクトなど道南地域の陸上風力プロジェクトの凍結期間が長期化し、地

元調整などプロジェクト進捗上の課題が増大することとなります。 

第 29 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小

委員会／電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループにお

いて、第Ⅱ期の 40万 kWを洋上風力の準備区域に割り当てること、Ⅰ期残容量プロセスの募

集により枠が残る場合には、活用が見込める洋上風力の準備区域に割り当てることが整理さ

れております。 
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49 

２６ページ 

3.2工事完了後にお

ける工事費負担金

の精算 

蓄電池の仕様、価格調整は北海道電力 NW殿で実施いただくことと思います

が、この発注行為において、事業者としてはできるだけ価格は抑えたいが、落札

はしたいので高い金額を入れざるを得なくなり、御社としてはその高い価格以内

に収まって仕様を満たせば発注ということにつながるため、価格交渉力という点

で事業者に不利であると考えます。 

ぜひ落札額ありきの交渉ではなく、蓄電池費用のネゴにおいても注力して、その

結果についても公表いただきますようお願いいたします。 

系統側蓄電池メンテナンス（保守・運用）、撤去工事費用を含めた競争発注により調達先を決

定し、トータルの調達コスト低減に努めます。調達結果の公表は、今後の蓄電池調達等に影

響を及ぼす恐れがあることから、控えさせていただきます。 

50 

２６ページ 

3.2工事完了後にお

ける工事費負担金

の精算 

工事費負担金が実際の工事費よりも高い場合の返金について、どのように返金

が行われるかご教示ください。(系統の募集プロセスの様にどの業者も一律で単

価が下がる様に返金が行われるのでしょうか) 

系統側蓄電池の工事費負担金の返金は、基本的にはご認識のとおりですが、系統側蓄電池

をグループ化する場合は、工事費負担金がグループごとに異なる可能性があります。 

51 

２９ページ 

6.3 発電設備の場

合の出力抑制につ

いて 

P29 ６．３ 発電設備の場合の出力抑制について において、2 ポツ目で負担可

能上限額申告の受付開始（2022年 7月下旬予定）までに、道内の再エネ導入量

の想定等を踏まえた出力抑制の見通しをご案内頂けると記載されています。こち

らは、需給バランスに伴う出力抑制（いわゆる下げ代不足に伴う出力抑制）につ

いて試算されるとの理解で相違ないでしょうか？ノンファーム型接続の場合は、

系統の混雑に応じて抑制が別途生じますが、系統混雑に係る抑制については各

事業者において個別に算定するものとの取り扱いで相違ないでしょうか？ 

ご認識のとおりです。需給バランスに伴う出力抑制の想定は、負担可能上限額申告書の受

付開始前までにご提示させていただく予定です。また、系統混雑に伴う出力抑制の想定は、

各事業者様において算定願います。 

52 

３０ページ 

6.4 Ⅰ期残容量プロ

セス対象案件のあ

るエリアにおける系

統アクセス業務 

プロセス対象外案件の系統アクセス検討について、申込時点での暫定的に確保

された容量を考慮し検討すると申込のタイミングによって系統空容量に差が生じ

るため、早期申込者よりも後発申込者が有利とならないか？ 

少なくとも暫定的に確保された容量の取扱いが確定するまでの間は検討を保留

にし、確定後に検討を実施すべきではないか？ 

プロセス対象外案件の系統アクセス手続きは、事業者様にてご判断いただいたタイミングに

てお申込みいただけるよう、Ⅰ期残容量プロセス中においても通常どおりとさせていただいて

おります。なお、接続検討は申込時点における契約申込受付済案件を考慮して回答します。

契約申込時点で接続検討申込時点と系統状況が異なっている場合は、再接続検討を行い回

答します。 

53 

別紙 1 

負担可能上限額対

象費用の概算 

系統側蓄電池費用について、概算とはいえ I 期募集（先行分）の 2 倍以上の単

価の提示となっていますが、なぜ今回は価格が高騰しているのか、その要因と

内訳をご提示頂けますでしょうか。 

接続検討回答時に事業者様にお示しした概算額は、Ⅰ期プロセスの実績値 3.9 万円/kW（kW

は風力事業者様の設備容量）、蓄電池容量 51MWh、および優先系統連系希望者の設備容量

16.2 万 kW から、Ⅰ期残容量プロセスの蓄電池容量 312MWh、募集容量 43.8 万 kW を用い

て、簡易的に求めたものです。 

54 

別紙１ 

4 充放電損失に係

る費用について（負

担可能上限額申告

対象外の費用） 

「充放電損失に係る費用について」の記載について、蓄電池の運用期間を延長

する場合、充放電損失に係る費用負担は、蓄電池設備を継続利用する事業者

にて案分するということでしょうか。 

ご認識のとおりと考えますが、詳細については継続利用検討時にあわせて、充放電損失に係

る費用負担も検討いたします。 

 

55 

別紙５ 

1.優先系統連系希

望者の決定につい

「○募集容量を跨ぐ場合はファームコントロール※1、規模縮小等により、募集容

量の範囲内に収めていただきます。」と記載があるが、系統連系順位の決定時

に募集容量を跨ぐ事業者には事前に通知があり、意思決定の判断をする機会を

系統連系順位が決定した時点で、募集容量を超過する案件に対し、継続の意思を確認いた

します。 

優先系統連系希望者の決定にあたり、募集容量を超過した場合における、ファームコントロー
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て 設けられるのか？また、ファームコントロールや規模縮小により、大幅な事業計

画の変更を余儀なくされるため、意思決定の結果、辞退する場合は第１次保証

金を返金していただきたい。 

ル、規模縮小等により事業性が見通せないことを理由とした辞退は、優先系統連系希望者に

ならなかった案件と同様とみなし、第１次保証金の返金対象となりますので、募集要綱に反映

いたします。 

56 

別紙５ 

2.優先系統連系希

望者のグループ分

けについて 

「優先系統連系希望者のグループ分け」に関連して、Ⅰ期プロセスにおいて「基

幹系統の増強工事等が間に合わない案件の途中辞退」が相次いだことを踏ま

え、貴社による負担金工事の長期化による辞退案件や連系希望時期との乖離

を防ぐため、発電事業者による施工を協議の上認めるべきと考えます。 

当社設備の増強は当社が施工しますが、当社系統へのアクセス設備については、事業者様

側での施工を基本に協議させていただきます。 

57 

別紙５ 

2.優先系統連系希

望者のグループ分

けについて 

グループ化した場合に、いわゆる 8 年ルールに抵触するケース（蓄電池運転開

始が発電所運転開始より遅い場合）、また蓄電池運転期間が足りずに売電年数

が削減されるケース（発電所運転開始が蓄電池運転開始より遅い場合）が懸念

され、発電事業者としてはコントロールできない問題が出る。この場合をどう考え

ているか。また経産省との調整状況は如何か。 

応募申込時点の連系開始希望日（試運転、営業運転）を基に 20 年間の売電期間を確保でき

るよう、系統側蓄電池の運転開始時期、運転期間を設定します。ただし、発電設備の営業運

転開始が事業者様起因で遅延する場合は 20 年間の売電期間が確保できない場合がありま

す。 

売電期間の明確化のため、募集要綱に追記しました。 

58 

別紙５ 

2.優先系統連系希

望者のグループ分

けについて 

図 グループ化のイメージ（一例）に示される通り、蓄電池の運転期間は、対応す

るグループに属する事業者の発電所運転開始希望時期の最も早い年から始ま

り、最も遅い年から 20年後まで担保されると理解してよいか。 

ご認識のとおりです。 

グループ化にあたって、発電所運転開始希望日が蓄電池の運転開始よりも早い場合は、連

系をお待ちいただく場合があります。 

59 

別紙５ 

2.優先系統連系希

望者のグループ分

けについて 

「○実施案件をグループ化することにより、発電所の運転開始時期と蓄電池の

運転開始時期にずれが生じる場合がありますが、本プロセスは系統側蓄電池の

費用を共同負担するスキームであることから、予めご了承の上、ご応募いただき

ますようお願いいたします。」と記載があるが、最大でどれだけのズレが発生する

見込みか？ 

また、グループ分けの結果、大幅にずれが発生する場合、事業者側でコントロー

ルできる事象ではないため、辞退した場合のペナルティをなくしていただきたい。 

運転開始時期のずれは最大 3 年程度で想定していますが、応募申込時点の連系開始希望

日（試運転、営業運転）を基に 20 年間の売電期間を確保できるよう、系統側蓄電池の運転開

始時期、運転期間を設定いたします。ただし、発電設備の営業運転開始が事業者様起因で

遅延する場合は 20年間の売電期間が確保できない場合があります。 

グループ分けによる辞退においても、第１次保証金、第２次保証金の返金事由に該当する場

合は返金いたします。 

60 

別紙５ 

2.優先系統連系希

望者のグループ分

けについて 

蓄電池設備の運用開始は優先系統連系希望者の希望に近い時期、となってお

りますが、具体的な時期はどのように決定するのでしょうか。 

蓄電池設備の運用開始に発電設備の運転開始が間に合わない場合は、蓄電池

設備の運用期間延長によって FIT 法に基づく 20 年の運転期間を確保できる可

能性がありますが、発電設備の運転開始予定が先にくる場合は、20年期間が毀

損されることがあり得ます。この点は蓄電池設備の運用開始時期に全く考慮され

ないのでしょうか。 

応募申込時点の連系開始希望日（試運転、営業運転）を基に 20 年間の売電期間を確保でき

るよう、系統側蓄電池の運転開始時期、運転期間を設定いたします。ただし、発電設備の営

業運転開始が事業者様起因で遅延する場合は 20年間の売電期間が確保できない場合があ

ります。 

売電期間の明確化のため、募集要綱に追記しました。 

61 

別紙５ 

2.優先系統連系希

望者のグループ分

けについて 

グループ分けを最大で２分割検討頂けるとのことですが、仮にグループ化のイメ

ージ（一例）にてグループ Aで 2026年に連系を開始すると仮定して、以下 2パタ

ーンのような連系日の変更について 

①2025年や 2027年への前倒しや後ろ倒しについて、他の電源線の貴社所掌工

事が間に合う限りにおいては協議余地があるとの理解で相違ないでしょうか？ 

①原則として、応募申込時点の連系開始希望日（試運転）に連系していただきますが、やむを

得ない場合等は、時期の前後について協議させていただきます。 

②当該グループに適した時期、見合った容量の系統側蓄電池を設置するため、グループ設

定後、グループ間の移動はできません。従いまして、イメージのグループ Aの場合、系統側蓄

電池の運転期間は 2047 年度までとなりますので、仮に営業運転開始が 2028 年度以降とな
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②仮にグループ分け実施後に 2027年での連系が難しくなり、2029年の連系とな

る場合にグループ B への振替は基本的に可能であり、2050 年までの蓄電池利

用期間は確保されるものと理解してよろしいでしょうか。 

った場合は 20年間の売電期間が確保できないこととなります。 

62 － 

当該、系統側蓄電池による風力発電募集プロセス（Ⅰ期残容量）の募集経過で

辞退扱いまたは辞退となった場合、当該募集プロセス以前に提出している（オン

サイト型）接続検討協議は再開されると考えていますが、よろしいでしょうか。 

本プロセス以前に提出いただいた個別案件の接続検討に関する協議は、別途ご相談くださ

い。 

63 － 

風や太陽光による出力変動による安定化の為蓄電池を設けているが、逆に風力

発電や太陽光発電の大量導入によって出力が安定化するのではないか！ 蓄

電池の強制導入よりも、蓄電池に頼らない電圧と周波数調整の制御技術を高め

るべきである。 

ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせていただきます。 

64 － 

蓄電池の導入による過大な工事費負担は、再生可能エネルギー事業者にとって

も国内の再生可能エネルギー普及にとっても阻害要因になっている。また、北海

道における産業の発展にも、各社の事業をいかに進めるかということも重要なの

ではないでしょうか。 

ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせていただきます。 

 


