経済学からみた電力システム改革の課題⑨
〜卸電力取引の活性化〜
本シリーズでは，わが国の電力システム改革の問題および課題などについて経
済学的視点から分析した結果を取りまとめている。
これまで，「Tirole 教授の研究業績と電気事業への示唆」「発送電分離後の
送電線投資問題」「競争的電力市場における供給力確保」「小売り全面自由化と
需要家行動」「海外における電力取引の状況」「再エネ大量導入政策が電気事業
に与える影響」「発送電分離が電気事業者に与える影響」「送配電料金制度およ
び配電固定費回収問題」を取り上げてきた。
第 9 回では，「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」で議論されてい
る施策のうち，グロスビディング，連系線利用ルールの見直しおよびベースロー
ド電源市場について考察する。

１．はじめに

図表 1 貫徹小委で議論されている施策

2017 年2 月に電力システム改革貫徹のため
の政策小委員会（以下，貫徹小委）の中間と
りまとめが示された。これは，2020 年の発送
電分離に向け競争の活性化を進展させること
を目的とし，新規参入者への支援措置も含め
た様々な施策の在り方を検討し，電力システ
ム改革を貫徹するという総意の下，総合的な
判断として取りまとめられたものである。
2016 年4 月に全面自由化が開始されて以降，
小売事業者間の競争は確実に進展している。
経済産業省の報告によると2017年1月末時点

資料：電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ

図表 2 各施策の導入予定時期

で，旧一般電気事業者から新規参入者への切
り替えが約 246 万件（全需要家の約 3.9％），
旧一般電気事業者の自社内切り替えが約 237
万件（同約 3.8％）で，これらを合わせると，
切替率は約 7.7％に達する。また，2016 年 12
月末時点で，新規参入者の販売電力量シェア
は，特高・高圧分野で約 11.7％，低圧分野で
約 3.3％，
全体で約 8.6％に達している。
一方，
新規参入者が供給力を確保するうえで重要な
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卸電力市場の取引量が販売電力量に占める割合は，

おり自社需要への供給分の少なくとも一部も，市場

2016 年 12 月末時点で約 3.3％に留まっており，
さら

を介して売買することになる。

なる市場活性化が求められている。これらの課題を

例えば，自社供給力を自社需要に充てる場合，一

解決するため，貫徹小委で様々な施策や市場整備等

旦電力を市場に売電し，再び市場から買電すること

が検討されている。貫徹小委で議論されている各施

になる。

策の関係を図表 1 に，
導入予定時期を図表 2 に示す。
貫徹小委で議論されている施策のうち，今回のレ
ポートでは，卸電力市場活性化を目的としたグロス

グロスビディングを導入することにより，市場取
引量の増加だけでなく，取引の透明性や流動性・価
格指標性の向上が期待されている。

ビディング，供給力調達の経済性向上を目的とした
連系線利用ルールの見直し，および新規参入者の供
給力確保支援策としてのベースロード電源市場につ

図表 4 グロスビディングのイメージ
【グロスビディング導入前】

いて考察する。
卸電力市場の活性化は，図表 3 に示すように，卸
電力市場の取引量の増加により価格の指標性が向上
し，市場価格の信頼性が向上することで，当該市場
の利用者が増加し，取引量が増加するという循環が
生じることで実現される。
このような効果がもたらされれば，価格指標性が

取引量

向上するため，
リスクヘッジ戦略も練りやすくなり，
新規参入者に限らず，既存事業者にもメリットがあ

【グロスビディング導入後】

る。

図表 3 卸電力市場活性化

資料：電力中央研究所にて作成

取引量

資料：電力中央研究所にて作成

２．グロスビディング
（１）施策の概要と効果
従来，旧一般電気事業者は，余剰電源を市場へ供
出（売電）する一方で，自社需要への供給分は，発
電部門から小売部門へと内部で取引してきた。これ
に対し，グロスビディング1では，図表 4 に示すと

1

グロスは「総量」，ビディングは「入札する」という意味。
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（２）海外事例

図表 6 欧州における取引市場別取引量(2016)

グロスビディングは，英国では 2011 年から，北
欧では 2006 年から導入されている。
図表 5 は英国および北欧における市場取引量が
電力消費量に占める割合を示したものであるが，こ
れをみると，グロスビディング導入後，市場取引量
が増加している。
従来，英国では，欧州の他国同様，価格変動リス
クの少ない相対取引が盛んで，グロスビディング導
入により，
相対取引量が減少することも想定された。
図表 6 は 2016 年における欧州各国の取引市場別取

ドイツ

英国

フランス

北欧

注：OTC（相対取引）は，売電量と買電量を別々に計上してい
ること，および複数回転売された場合は転売取引ごとに取
引量を計上していることから，取引量が見かけ上増える。
資料：European Commission(2016) Quarterly Report on
European Electricity Markets, Vol.9, Issue1, 4th

引量を示したグラフだが，これを見る限り，英国で
はグロスビディング導入後も相対取引は活発に行わ

（３）懸念事項
グロスビディングが導入されると，より多くの

れている。

取引が市場価格の変動リスクに晒されることに
図表 5 市場取引量が電力消費量に占める割合
【英国】

なるため，リスクヘッジ手段の整備が必要である。
また，取引の透明性を高めるという観点からは，
発電部門（売電部門）と小売部門（買電部門）と
の情報遮断の確立も必要である。

３．連系線利用ルールの見直し
（１）施策の概要と必要性
従来の連系線利用ルールは，「空おさえの禁止」
を前提とした「先着優先」であった。このルール下
では，連系線利用申し込みの際，他事業者よりも早
【北欧】

く連系線容量を確保するために一分一秒を争う不
毛な競争が起こるうえ，先着者は，経済性にかかわ
らず連系線を利用できるため，広域的視点での最も
経済的な電源運用とはならないおそれがある。今回
の貫徹小委の議論を受け，連系線設備の効率的利用
および広域的かつ効率的な電源活用（広域メリット
オーダーの実現）を目的として，連系線利用ルール

資料：Ofgem（英国データ），Nord Pool（北欧データ）を参
考に電力中央研究所にて一部追記

が「間接オークション」に見直される。
間接オークションは，スポット市場を介して取引
され，図表 7 に示すとおり，空容量確保の優先順位

3
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として，先着優先ではなく，最も経済的な電源を優

図表 8 欧州における間接オークションの効果

先するというものである。間接オークションの導入

【ドイツ】

により，市場取引量の増加も期待されている。

図表 7 連系線利用ルールの見直し

資料：電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりま
とめ

【北欧】

（２）海外事例
従来，欧州でも，送電容量の確保の考え方は先着
優先であったが，1990 年代以降は，国際連系線の効
率的な利用を促すため，間接オークションの仕組み
を利用した市場統合が進められてきた。
図表 8 は欧州における市場取引量が電力消費量
資料：BNetzA/Bundeskartellamt（ドイツデータ），
Nord Pool（北欧データ）を参考に電力中央研究所にて
一部追記

に占める割合を示したグラフであるが，これをみる
と，欧州においては間接オークション後，市場取引
量が増加している2。

（３）懸念事項
間接オークションの導入により，発電単価の安い
電源が広域で利用されるようになれば，地域間電力
取引が活性化することが期待される。しかし，当該
取引が地域間連系線の空容量を超える場合には，市
場分断が発生するため，各エリア内で売買が成立す
ることになる。その結果，分断されたエリア間で値
差が生じるが，値差の影響は，間接オークション導
入に伴う取引量の増加に伴い，より多くの事業者に
及ぶことになる。そのため，エリア間値差リスクを
ヘッジする仕組みについても検討が必要である。

エリア間値差リスクヘッジ手段の一例として図表
9で金融的送電権3を紹介する。
発電と小売が10円/kWhでの売買契約を締結し
たと仮定する。①の市場分断が生じていない場合は，
仮に市場取引価格が8円/kWhであれば，契約との
差額である2円/kWhを小売から発電へ支払う。
次に②のように市場分断が生じた場合は，仮に発
電エリアの市場価格が5円/kWh，小売エリアの市
場価格が12円/kWhとすると，発電側の売電単価を
契約に合わせるべく，小売から発電に5円/kWh支
払うと，発電は契約通りの単価で売電できるが，小
売は17円/kWhで買電することになり，契約より7
3

2

ドイツでは，2010 年以降，FIT 電源の市場投入への移行が進
んだことも取引量増加の原因である。

FTR（Financial Transmission Right）ともいう。米国の例
では，取引所が発行し，小売事業者は取引所が運営するオー
クション市場から調達する。
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円/kWhの支出増になる。
一方，②と同じ前提で，小売が金融的送電権を保
有していると，③の流れになる。具体的には，取引

４．ベースロード電源市場
（１）施策の概要と必要性
ベースロード電源市場とは，原子力や大型水力な

所が収入として得た両エリアの値差7円/kWhを小

どのベース電源を有さない新規参入者が，これらの

売に支払うことで，小売も契約どおりの単価で買電

電源からの供給力を旧一般電気事業者と同レベル

できる。

で確保できる環境を整備することで，公平な競争環

そのほか，長期固定電源（原子力，揚水式を除く
水力，地熱）は技術的課題や規制上の制約等から，

境を実現するための施策である。
従来，旧一般電気事業者は，新規参入者が安定的

出力抑制や他の電源への差し替えが困難な可能性

な供給力を確保できるよう，余剰電源の市場投入や

があり，長期固定電源が確実に発電し続けることが

常時バックアップ等の取り組みを実施してきたが，

できる措置についても検討が必要である。

依然としてベースロード電源の大部分を旧一般電
気事業者が保有または長期契約で調達しているた

図表 9 エリア間値差リスクヘッジの方法
（金融的送電権）

① 市場分断が生じていない場合
例：10 円/kWh で相対契約

め，新規参入者のアクセスが限定的である。このた
め，新規参入者はミドル電源でその不足分を代替し
ており，負荷変動の小さい産業用等の分野において，
十分な競争力を有していないとされている。
ベースロード電源へのアクセスについては，公平
性の観点から，オークション方式が志向されており，
年間複数回実施することも視野に，今後さらなる検

② 市場分断が生じた場合

討を進めることとされている。また，市場に供出す
る電源種を限定すると，その電源の特性（立地の偏

例：10 円/kWh で相対契約

在性，電源脱落リスク等）が供出量や価格に大きく
影響を及ぼすため，事業者が適切にリスクを評価・
平準化できるように，同市場に供出することができ
③ 市場分断が生じる場合に備え，
小売が金融的送電
権を保有していた場合
例：10 円/kWh で相対契約

る電源種は基本的には限定しないこととされてい
る。そのほか，貫徹小委の中間とりまとめによると，
以下の方向性が示されている。
電源開発（J-Power）については，同社が保有す
る電源からの供出を確実に実施するため，これ
まで旧一般電気事業者と締結した受給契約等を

資料：電力広域的運営推進機関『地域間連系線の利用ルール等に
関する検討会』資料等を参考に電力中央研究所にて作成

見直すことを求めることとし，その基本的な考
え方等を，これまでの類似の制度措置・変更等
も踏まえつつ，指針等として政府等が示すこと
で，実効性を確保する。
ベースロード電源市場の創設趣旨に鑑み，新規

5
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参入者が優先的に同電源にアクセスできるよう

として供出することを求めることとする。

に配慮する。他方で，旧一般電気事業者も，他
エリアでは新規参入者と同等の競争条件である

なお，ベースロード電源市場は施策上，民間事業

ことには留意する必要がある。

者（旧一般電気事業者）の財産権上の問題が懸念さ

全体の市場供出量は，新規参入者と旧一般電気

れるが，本施策は電源設備の資産譲渡を強制するも

事業者のベースロード電源へのアクセス環境の

のではなく，旧一般電気事業者に所有権を残したま

イコールフッティングを図る観点から，常時バ

ま，電源設備を利用する権利を適切な対価で競争者

ックアップの量との整合性にも留意しつつ，新

に提供するものであるため，財産権の侵害はないと

規参入者の需要の3割程度のアクセスを目安と

考えられている。

して検討を進めることとする。また，旧一般電
気事業者グループ及び電源開発（J-Power）の
個別の供出量については，その供給能力や全国
及びエリアにおける新規参入者の需要及びシェ

（２）海外事例
類似の施策として，欧米の VPP4（図表 10）とフ
ランスの ARENH5（図表 11）がある。

ア，電発電源の切り出し量等に鑑み，市場が実
図表 10 VPP の概要

効的なものになるよう，今後決定することとす
る。
他方，前述の考え方に基づき供出されることに
なれば，新規参入者のシェアが増えるにしたが
って，全体の市場供出量は増加することになる
が，本措置が非対称規制の側面を有することも
念頭に置きつつ，単純比例的に量を増加させる
のではなく，産業分野を含む新規参入者のシェ
アや卸電力市場の活性化の状況，産業用の需要

資料：電力中央研究にて作成

家等の受益状況，ベースロード電

図表 11 ARENH の概要

源の開発動向に与える影響等を踏
まえつつ，必要に応じて供出量や
新規参入者の購入可能量等につい
て設定・見直しを行うこととする。
電源供出を求める事業者について
は，適正な価格でベースロード電
源市場に電気を供出することを担
保すべく，各事業者が保有するベ
ースロード電源の固定費を含む平

資料：電力中央研究にて作成

均コストに，資源価格の変動等を
加味した価格を，入札価格の上限

4

Virtual Power Plant の略。

5

アレンアッシュと読む。
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VPP は，所有権を第三者に売却せずに，利用権を

①切り出し量

売却する発電設備のことで，多くの供給力を保有す

切り出し量については，本施策の目的が，新規参

る事業者の影響力緩和を目的として，欧州の多くの

入者や小規模事業者への支援策であることから，こ

国や米国で導入されている。VPP は大規模事業者と

れらの事業者の販売電力量が全事業者の販売電力量

小規模事業者が公平に競争できることも目的とした

に占める割合や，大規模事業者が市場支配力を行使

非対称規制であることから，期限を区切って，ある

できないと考えられる量，または大規模事業者の所

いは競争が進展するまでの措置とされることが多い。

有設備が市場全体の設備に占める割合などを考慮し

一方の ARENH はフランスの大手エネルギー会

て決定される。ARENH では，フランス政府が自由

社 EDF が原子力で発電した電力の一部を，新規参

化進展後の将来シナリオを想定し，当該想定から必

入の小売事業者が政府により定められた価格で調達

要な切り出し量を算定し，供出元電源種（原子力発

できるようにする施策で 2011 年から 2025 年までの

電）の切り出し量が算出された。

15 年間の限定措置とされている。
もともと，ARENH は 2007 年 7 月のフランスで

②切り出し価格

の小売全面自由化後も安価な規制料金が残り競争が

切り出し価格については，供出元電源種にかかる

進展しなかったことに対し，欧州委員会が懸念を示

費用とするケースや政策的に設定されるケースがあ

したため，フランス政府が競争促進策として施行し

る。VPP は競争入札で kW に対する価格を決定する

たものである。したがって，ARENH で切り出され

のに対し，ARENH は規制で kWh に対する価格を

た電気はフランス国内の需要家のみに販売される。

決定する。ARENH の価格は，「廃炉を含めた投下

また，ARENH のそのほかの特徴として，低負荷期

資本に対する報酬」「発電所の運転費用」「運転延

の顧客のピーク需要に基づいて購入可能量が決定さ

長に必要な維持費」「放射性廃棄物管理などの長期

れること，購入量が需要を 10％以上超過するとペナ

的費用の見積もり」を考慮して設定することが法律

ルティが課せられること，購入期間は季節性を排除

で決まっていたが，施策施行時に政府によって，規

できる１年間を基本とすることなどがある。

制料金の水準や安全投資費用等も追加で考慮するこ

また供出元の EDF は，2016 年秋以降に，部品の

ととなった。

強度不足が原因で原子力を相次いで停止させるトラ

VPP の価格決定には「競り上げ時計方式」という

ブルにあったが，ARENH の切り出しは継続させら

手法がとられることが多い。これは，切り出し量を

れた。法律上は，例外的な事情がある場合は，エネ

先に決めておき，その切り出し量に応じた価格を決

ルギー担当大臣と経済担当大臣が政令によって

定するというもので，約定しない量が大量に発生し

ARENH を通じた販売を免除することも可能とさ

ないメリットがある。具体的に，図表 12 で説明す

れているが，2016 年秋のケースでは例外的な事情と

る。

認められなかった。EDF はこういった施策上のリス
クも負っているといえる。

まず，切り出し量を決めた後，市場運用者が，落
札価格として P1 を設定する。P1 は安いので，落札

これらの電源切り出し施策において，重要な論点

希望者が多く需要が切り出し量を超えたとする。そ

となるのが，切り出し量，切り出し価格，切り出し

うすると市場運用者は落札価格を P2，P3 と徐々に

期間および施策の継続期間の考え方である。

上げていき，需要と切り出し量が一致した時点で価

7
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図表 12 競り上げ時計方式

格を決定する。

③切り出し期間
切り出し期間については，例えば，フランスの
VPP では数カ月から数年と商品は多様であるが，ニ

ーズは 3 カ月物から 1 年物に集中している。（図表
13）
日本国内の議論においても，初期段階からの施策
資料：電力中央研究にて作成

の複雑化を避け，システム構築などを正確に進める
目的で，施策開始初期は 1 年物商品だけとするよう
検討が進められている。

図表 13 フランス VPP の契約期間別切り出し量
（2010〜2011 年）

④施策の継続期間
施策の継続期間については，本施策が競争進展の
ための新規参入者向け支援措置であることを考えれ
ば，
競争が充分進展すれば終了するのが妥当である。
図表 14 に示すとおり，欧米の VPP は長くても
10 年程度で終了している。
米国テキサス州の場合は離脱需要が 40％を超え
るか 5 年経過するかいずれかの早い方とされている。
ARENH は，政策当局が新規参入者への支援期間と

資料：電力中央研究所にて作成

して充分と考えた 15 年間とされている。

図表 14 欧米の VPP

資料：電力中央研究にて作成
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（３）懸念事項
ベースロード電源市場の創設にあたっては，政策

により対応するのではなく，約定量低下の原因を究
明したうえで適切に対応することが重要である。

目的が重複する既存施策（常時バックアップ及び部
分供給）を即時廃止することは志向しないものの，

図表 15 フランスにおける ARENH の利用実績

小規模事業者に配慮しつつ，一連の卸電力市場活性
化策を通じて，新規参入者が卸電力市場からの電源
調達に移行することを促すとされている。
また，本施策が競争環境整備を目的とするもので
あることから，競争が進展しない場合，永続的に施
策が終了しないといった可能性もある。ARENHの
場合，施策施行時に措置期間が15年と決められてい
るため，延々と継続することはないが，ARENHが
導入された後も，政策的に安価に抑えられた規制料

資料：フランス CRE（エネルギー規制当局）のデータに
基づき電力中央研究所にて作成

金が残されたため，ARENH導入による新規参入者
のシェア増加や電気料金の低減効果は限定的であ
った。

５．おわりに
今回のレポートでは，貫徹小委で議論されてい

日本国内では切り出し量の考え方について「新電

る施策のうち，卸電力市場活性化を目的としたグ

力の需要の3割」といった議論が進められているが，

ロスビディング，供給力調達の経済性向上を目的

本来，競争が進展し，新電力の需要が増えれば，非

とした連系線利用ルールの見直し，および新規参

対称規制であるベースロード電源の切り出し量は

入者の供給力確保支援策としてのベースロード

縮小すべきであるにもかかわらず，現状の算定方法

電源市場について考察した。

では，新電力の需要が増えるほど，切り出し量も増
えることになる。

それぞれの施策の目的は，市場の取引量の増大，
電源の広域経済運用の実現，新規参入者の競争支

また，供出量は充分でも約定量が充分でない場合

援等であるが，いずれも最終的には適切な競争進

は，市場として機能していないと判断され，供出価

展による電気料金の低減で，需要家がメリットを

格を低く抑えられることや，供出量を無尽蔵に増加

享受できることを目的としている。海外の先行事

させる政策判断が働く可能性もある。

例から効果や課題を学びつつも，海外の施策をそ

約定量は，供出量の多寡によらず，他市場の価格

のまま国内へ導入するのではなく，海外と国内の

の影響で低下することもある。実際，フランスでは，

環境や需要者マインドの違い等を充分吟味し，海

ドイツにおける再エネ大量導入の影響で，卸電力市

外の施策を国内にマッチするようにカスタマイ

場価格が低下し，新規参入者がARENHから市場へ

ズして導入することが重要である。また，一度に

と供給力確保策を切り替えたため，ARENHの利用

複数の施策を施行していくことになるため，施策

量が急減するといった事態も発生している（図表

それぞれが効果を相殺し合うのではなく，全体的

15）。

に整合を取ることが求められる。

約定量が低下した場合には，短絡的に供出量増加

9
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から，旧一般電気事業者には，市場支配力を行使
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