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需給ひっ迫警報発令から計画停電への流れ

警

参考２

■需給ひっ迫警報の発令（第一報）
・他社から電力融通を受けても、需給がひっ迫する電力会社の供給予備率が３％を下回る

見通しとなった場合、政府から、当該電力会社の管内に対し、警報を発令。

・翌日行う可能性のある計画停電について電力会社から公表する

前日１８：００目途

■需給ひっ迫警報の発令（続報）

※当日早朝や午前中に大型発電所の計画外停止が重なった場合等においては、急遽、警報を発令する場合がある。

・翌日行う可能性のある計画停電について電力会社から公表する。

当 を 途 政府から発令 そ 後も需給状 変化を踏ま 必 応じ
当日９：００目途

・当日９：００を目途に政府から発令。その後も需給状況の変化を踏まえて、必要に応じ、
続報を発令。

※第１グループ（８：３０～）から計画停電を実施する場合は、９：００の警報の発令は行わない場合がある。また、必要に応じ、
９：００以前に続報を発令する場合がある。なお、需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には警報を解除する。

■「緊急速報メール」発出
・引き続き、需給のひっ迫状況が解消されない場合、計画停電を開始する可能性が

ある時間の３～４時間前に、政府から「緊急速報メール」を発信し、電気の利用を
極力控えることを要請。

計画停電開始の
３～４時間前

極力控える とを要請。

■電力会社が計画停電の実施を発表

・引き続き、需給のひっ迫状況が解消されず、最大限の融通

※緊急速報メールは、早朝・深夜の時間帯等、需要抑制効果が見込めないと判断される場合には送信しない。

を受けても中西日本全体若しくは北海道電力管内において
供給予備率が１％程度を下回る見通しとなった場合、計画
停電を実施する可能性がある時間帯ごとに、その２時間程
度前に、電力会社から計画停電の実施を発表。

計画停電実施の
２時間程度前

節電協力による停電回避

※北海道電力管内については、北本連系線等が計画外停止した場合等においても、更なる発電機等の計画外停止等が停電（計画停電や場合によっては
不測の停電）につながる可能性があるため、その旨を速やかに周知する。万一、不測の停電が起きた場合にも、速やかに計画停電に移行する。

※大型発電機の計画外停止が重なり短時間に需給がひっ迫した場合等においては、
警報や緊急速報メールを発令することなく計画停電を実施する場合がある。
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でんき予報の概要（参考）

２週間予報 １週間予報 翌日予報 当日予報

発表日 毎週金曜日 毎週金曜日 前日 当日

予報対象日
翌々週

（最大需要発生日のみ）

翌週

（平日５日間）
翌日 当日

予報内容

○需給バランス

・予想最大需要
・ピーク時供給力

（電源種別内訳、融通）
・使用率

○需給バランス

・予想最大需要
・ピーク時供給力

（電源種別内訳、融通）
（金曜日との差異）

○需給バランス

・予想最大需要
・ピーク時供給力

（電源種別内訳、融通）

（前日との差異説明）

○需給バランス

・予想最大需要
・ピーク時供給力

（電源種別内訳、融通）
・使用率使用率

等
（金曜 差異）

・使用率
等

（前日との差異説明）
・使用率

等

使用率

・需要実績値（ １時間値、リアルタイ

ム需要（５分値等））

・需要予測値（１時間値）

○１週間予報 ○翌日・当日予報 ○当日予報（リアルタイム）
○月○○ （月） ○月○○ （金）

更新

需給状況

（○時○分）

使用電力(万kW)

1,131

現在
使用率(％)

92

使用率(％)

92

○時台 実績 ○時台 予測

需給見通し ○月○日 ○時○分 更新

○月○○日（○）

予想最大電力 1,131 万ｋW （14～15時）

ピーク時供給力 1,226 万ｋW （14～15時）

需給見通し ○月○日 ○時○分 更新

○月○○日（月）～○月○○日（金）

○月○○日 ○月○○日 ○月○○日 ○月○○日 ○月○○日

予想最大
電力(万kW)

1,131 1,131 1,131 1,131 1,131

ピーク時
供給力(万kW)

1,225 1,225 1,225 1,225 1,225

【凡例】 ：当日実績 ：当日予想 ：前日(直近の平日)実績
：一昨年の一日最大実績 ：ﾋﾟｰｸ時供給力

1000

1200

1400
［ 万ｋW ］

1,226 万ｋW （14 15時）

種 別 供給力（万kW）

自 社 931
原子力 0
火 力 733
水 力 36 
揚 水 162

地熱・太陽光 2
ピーク時供給力の内訳 ○月○日 ○時○分 更新

供給力(万kW)

融通(万kW ) ▲49 ▲49 ▲49 ▲49 ▲49

使用率(%) 92 92 92 92 92

ﾋﾟｰｸ時供給力の内訳

0
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800

［時台］1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230

使用率 92 ％ （14～15時）

地熱 太陽光 2
他社受電 296 

融通（再掲） ○○電力 ▲37
○○電力 ▲12

種 別
○月

○○日

○月

○○日

○月

○○日

○月

○○日

○月

○○日

ﾋﾟｰｸ時供給力（万kW） 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225

自社 931 931 931 931 931

原子力 0 0 0 0 0

火 力 733 733 733 733 733

水 力 36 36 36 36 36
［時台］1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230

水 力 36 36 36 36 36 

揚 水 162 162 162 162 162

地熱・太陽光 2 2 2 2 2

他社受電 296 296 296 296 296

融通

（再掲）

○○電力 ▲37 ▲37 ▲37 ▲37 ▲37

○○電力 ▲12 ▲12 ▲12 ▲12 ▲12



（参考）関連ウェブサイト

節電対策全般（経済産業省HP）
http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html

節電ポータルサイト「節電.go.jp」
http://setsuden.go.jp

電力需給対策（電力需給に関する検討会合）電力需給対策（電力需給に関する検討会合）
http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html

エネルギー・環境会議
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive01.html
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（参考）今夏の電力需要実績

○経済産業省ホームページにて、各電力管内の日々の電力需要実績を公開中。○経済産業省ホ ムペ ジにて、各電力管内の日々の電力需要実績を公開中。

URL： http://www.meti.go.jp/setsuden/electricity.html
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