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電力市場における段階的なリスク管理の考え方

 市場価格の高騰は小売電気事業者にとって、下落は発電事業者にとって、リスクとなる。

 需要家に対し、安定的な電力サービスを継続する観点から、電気事業者の経営の安
定は極めて重要であり、電気事業者が、それぞれの経営体力を上回るリスクを抱えながら
経営を行うことは望ましいとは言えない。

 例えば、諸外国では、電気の商品の特徴も踏まえ、時系列とともに、市場調達の必要量
をヘッジコリドーの中で段階的にヘッジしていくというリスク管理が行われている例がある。

 こうした事例も踏まえつつ、電気事業者は、それぞれリスクを可視化し、管理していくこと
が求められるのではないか。
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第32回 電力・ガス基本政策小委
（2021年3月26日）資料６より抜粋
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（参考）EaRの考え方
第32回 電力・ガス基本政策小委
（2021年3月26日）資料4より抜粋
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第55回 制度設計専門会合
（2021年2月5日）資料4抜粋・加筆
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ブローカー取引について

（出典）（株）アメレックス・エナジー・コムHPより

 日本では、（株）enechain、（株）アメレックス・エナジー・コム、（株）トラディション
日本などがブローカー取引を行っている。

第32回 電力・ガス基本政策小委
（2021年3月26日）資料４抜粋



各社の相対卸取引の窓口

事業者 確認結果

北海道
• 需給運用部 総合取引グループ：https://www1.hepco.co.jp/cgi-bin/inputform.cgi?id=wholesale

東北
• 発電・販売カンパニー事業戦略部：https://www.tohoku-epco.co.jp/callcenter_faq_n/other/index.html

東電グループ
• 東京電力エナジーパートナー 運用部電力取引グループ・販売本部新電力営業グループ：03-6373-1111（代表電話）
• 東京電力リニューアブルパワー 経営企画室 経営企画グループ：https://www.tepco.co.jp/rp/business/faq/

中部グループ
• 中部電力ミライズ 調達・需給本部 電力調達グループ：https://faq-miraiz-

chuden.dga.jp/faq_detail.html?id=8132&category=50079&page=50000

JERA
• 最適化本部 エネルギーソリューション第一営業部エネルギーソリューションユニット：https://www.jera.co.jp/electricity-

wholesale-transaction-contact

北陸
• 電力取引部 電力受給チーム：http://www.rikuden.co.jp/wholesale/

関西
• エネルギー需給本部：https://inquiry.kepco.co.jp/app/inquiry/index/21

中国
• 需給・トレーディング部門 電力契約グループ：https://www.energia.co.jp/faq/other/answer.html

四国
• 総合企画室 需給運用部 電力取引グループ：

https://www.yonden.co.jp/business/supply/wholesale_inquiry/index.html

九州
• エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部 卸供給担当窓口：http://www.kyuden.co.jp/business_wholesale-

inquiry.html

沖縄
• 企画本部 需給運用・卸取引担当：098-877-2341（代表電話）

https://www1.hepco.co.jp/cgi-bin/inputform.cgi?id=wholesale
https://www.tohoku-epco.co.jp/callcenter_faq_n/other/index.html
https://www.tepco.co.jp/rp/business/faq/
https://faq-miraiz-chuden.dga.jp/faq_detail.html?id=8132&category=50079&page=50000
https://www.jera.co.jp/electricity-wholesale-transaction-contact
http://www.rikuden.co.jp/wholesale/
https://inquiry.kepco.co.jp/app/inquiry/index/21
https://www.energia.co.jp/faq/other/answer.html
https://www.yonden.co.jp/business/supply/wholesale_inquiry/index.html
http://www.kyuden.co.jp/business_wholesale-inquiry.html
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適正な電力取引についての指針（抜粋）
第二部 適正な電力取引についての指針
Ⅱ 卸売分野等における適正な電力取引の在り方
１考え方
（１）小売電気事業者への卸供給等
独占禁止法上は、区域において一般電気事業者であった発電事業者が、他の小売電気
事業者に対して自己又はグループ内の小売部門との内部取引に比して不当に高い卸供給
料金を設定したり、区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が、発電事業
者による他の小売電気事業者に対する卸供給を不当に妨げたりすることは、他の小売電気
事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから、問題となりやすい。
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先物取引について

 EEXの先物カーブ（東京ベースロード）については、電気新聞にて毎週金曜日に公表
されている。

 TOCOMの東エリア・西エリアの日中ロード電力・ベースロード電力のマーケット情報につい
ても、TOCOMのHP上で前日帳入値段が公表されている。
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ディマンドレスポンス(DR)の普及

（出典）エナジープール・ジャパン社

 一般送配電事業者により調整力（電源Ⅰ’）として確保されていた一部のDRは、電力量
（kWh）不足の中、連日の需要抑制が要請された中でも、必要な需要抑制量(kWh)を確保。

 このことから、一般送配電事業者による調整力としてのDRの有効性および燃料制約等のない利
便性が確認できたと考えられ、 kWh逼迫時の対応として更に活用していくことが考えられる。

 加えて、小売電気事業者から自らの需要家に対する、契約に基づく節電要請など、多様な形でDR
が活用されるようになれば、多様なDRリソースから、従来の節電要請よりも確実性の高いkWhを
捻出し、今回のような事案において更なる役割を果たせるようになると考える。

電源Ⅰ´等で活用されたDRリソース（需要等）の動き 赤字：需要抑制量

電源Ⅰ´が発動される可能性が高いことを前日に需要家に事前通告し、連続発動でも効果を維持することに成功

第31回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年3月10日）資料5 一部修正
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BL市場の概要

 BL市場は、新電力によるベースロード電源へのアクセスを容易にすることを目的とし、日本全体の
供給力の約9割弱を占める大規模電事業者（旧一般電気事業者・電発）が保有するベース
ロード電源（石炭火力・大型水力・原子力・地熱）の電気の供出を制度的に求め※1、新電力
が年間固定価格で購入可能とする市場。 ※1 大規模電事業者以外も同市場で電気を販売可能（任意）

 BL市場で取引される商品は、主として長期断面で見た需要家のベース需要に対する供給力とし
て、実需給の数か月前の段階から確保することを小売事業者が志向するものであり、その点におい
ては、同市場は先渡市場の一種※2と考えられる。

※2 旧一般電気事業者等の供出義務者に対して、供出上限価格以下で一定量の市場供出を求める一方、新電力等に対しては、設定した購入枠
の範囲内で商品の購入可能とする点やシングルプライスオークション方式を採用している点等で、既存の先渡市場とは異なる。

先渡市場

相対契約

ベースロード市場

先物市場

スポット市場 時間前市場

【１年前以上】 【数か月～１日前】 【直前】

取
引
所

相
対

実需給と取引時期の関係

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋



ベースロード市場

特徴 新電力によるBL電源へのアクセスを容易にすることを目的とし、BL電源（石炭火力・大型水
力・原子力・地熱）の電気の供出を制度的に求め、新電力が年間固定価格で購入可能

市場管理者 日本卸電力取引所（JEPX）

取引商品 ・燃調等のオプションを具備しない受渡期間1年の商品（受渡し開始はオークションの翌年4
月）

取引方法 ・シングルプライスオークション
・受渡し年度の前年度に、年3回（7月、9月、11月）オークションを開催 （※）

受渡方法 スポット取引を通じて受渡し

市場範囲 ①北海道エリア、②東北・東京エリア、③西エリアの3市場

取引単位 100kW

取引手数料 ・売買ともに約定した入札1件あたり10,000円（税別）

預託金 受け渡しが完了していない商品の買い代金に0.03を乗じた額 （※）

2019年度
売買実績

46.8億kWh（需要量の0.56％）

（参考）BL市場について
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第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋・加筆

※市場開設時期と預託金水準については後述



 現在の市場開設時期（ 7月、9月、11月）は、BL電源を供出する旧一般電気事業者等が、BL市場での約
定結果も踏まえた次年度の発電計画や供給計画等の策定を行う時期（年末頃にかけて）を考慮し、日程を
組み立ててきた。

 他方、新電力を中心とする買手事業者は、公共入札や相対契約の交渉等の販売活動が1～2月に本格化
するため、現在の市場開設時期とは必ずしも一致しておらず、時期の見直しを求める声もある。

 BL市場の未約定分を先渡市場等へ供出することを制度的に求めてはどうかとの意見も寄せられているが、まずは、
BL市場での取引に厚みを持たせるべく、買手事業者の商流を踏まえて、年明け（例えば、１月下旬）にオー
クションをもう１回開催してはどうか。

 一方、追加するオークションについては、旧一般電気事業者等の供給計画策定等への影響を勘案し、旧一般
電気事業者等に対しては市場への供出を制度的に求めず、各社の判断による任意参加としてはどうか。

※任意参加の場合においても、事業者へのヒアリング結果より、現状の約定量以上の市場供出が見込まれる。

 なお、その際は、旧一般電気事業者等への供出上限価格の設定や、買手事業者の購入可能量の制限等を
追加オークションでも適用することとし、監視は、価格面についてのみ行うこととしてはどうか。

市場開設時期

14

売り手事業者

（旧一般事業者等）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

【2021年度】 【2022年度】

▲
第1回オークション

▲
第2回オークション

▲
第3回オークション

▲

第4回オークション
受渡し

5月 ～

供給計画、発電計画
および燃調調達計画の策定等

売り入札
（市場への供出）

売り入札
（市場への供出）

売り入札
（市場への供出）

売り入札（任意）

追加

オークション追加時の市場開設スケジュール（イメージ）

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋



 BL市場では、JEPXの取引規程上、買い代金に一律3％を乗じた額が、預託金とされている。ま
た、BL市場で取引された商品の受け渡しが完了するまで、JEPXへ預託する規定となっている。

 BL市場では一年間の受け渡し商品のみを扱っているが、複数年度をまたがって購入した場合、現
状の預託金体系では、預託金の支払い自体が、買手の事業者の負担となっている。また、その
預託金の拘束期間が最長21ヶ月となることもあり、その事が買手の応札行動の足かせになっ
ていることが、事業者の意見として挙げられている。

 BL市場の利便性向上に向けた預託金水準については、JEPXにて、取引規定や市場の運用状
況を確認の上、具体的な検討を進めていただくこととしてはどうか。
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（参考）預託金水準

【商品①】
 3MWを10円/kWhで約定した場合、

買い代金：3,000kW×24h×365日×10円/kWh = 262.8百万円

【2021年度】

▲
第1回オークション

▲
第2回オークション

商品①の預託金

7月 8月 9月 5月4月 9月8月 5月6月 7月 3月 4月

▲
第1回オークション

▲
第2回オークション

商品②の預託金

3月

商品受渡期間

商品受渡期間

【2022年度】 【2023年度】

【商品②】
 6MWを7円/kWhで約定した場合、

買い代金：6,000kW×24h×365日×7円/kWh =367.9百万円

【預託金3％の場合】

商品①：262.8×0.03 = 7,884千円
商品②：367.9×0.03 = 11,037千円
合計 ：18,921千円

預託金が最大21か月
拘束されている

【預託金1％の場合】

商品①：262.8×0.01 = 2,628千円（▲5,256千円）
商品②：367.9×0.01 = 3,679千円（▲7,358千円）
合計 ：6,307千円（▲12,614千円）

例：預託金を買い代金の1%とした場合の事業者支払額（イメージ）

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋
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（参考）直近の取引結果

 2019年度は、売り入札量1,863.4億kＷhに対し、買い入札量は647.1億kWhと、
約34.7%の入札割合であった。そのうち約定量は46.8億kＷhと買い入札量の約7.２%で
あった。

 他方、2020年度は、売り入札量2,017.9億kＷhに対し、買い入札量は559.0億KWhと、
約27.7%の入札割合であった。そのうち約定量は29.1億kＷhと買い入札量の約5.2%であり、
前年度と比較して低下している。

 約定価格については、両年度の全エリアにて、取引前年度のエリアプライスを下回っているにも関わ
らず、約定は一部にとどまっている。加えて、2020年度の約定価格は前年度と比較しても安値で
取引されている。

エリア

2019年度取引（2020年度受渡し） 2020年度取引（2021年度受渡し）

売り入札量
(億kWh)

買い入札量
(億kWh)

約定量
(億kWh)

約定価格※

(円/kWh)
売り入札量
(億kWh)

買い入札量
(億kWh)

約定量
(億kWh)

約定価格※

(円/kWh)

北海道 62.3 26.2 2.4 12.43 80.8 20.4 1.0 8.92

東日本 898.9 358.7 27.0 9.71 944.9 318.6 9.4 7.50

西日本 902.1 262.2 17.3 8.62 992.2 220.0 18.6 6.22

総計 1,863.4 647.1 46.8 － 2,017.9 559.0 29.1 －

オークション実績

 (参考) 年間平均スポット価格
※約定価格は、各回の約定量と約定価格から、年間の加重平均価格を算出

エリア 基準エリアの2018年度エリアプライス(円/kWh） 基準エリアの2019年度エリアプライス(円/kWh）

北海道 15.03 10.73

東日本 10.68 9.12

西日本 8.88 7.17

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋・加筆
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（参考）入札量および約定量

 2020年度オークションは、売り入札量2,017.9億kWhと、前年度比で約8.２％増加に対し、
買い入札量は559.0億kWhと前年度比で約1３.6％減少している。

 他方、2020年度の約定量は29.1億kWh（買い入札量の約5.2%）と、前年度の46.8億
kWh（買い入札量の約7.2%）と低調な結果であった。

取引結果 2019年度 2020年度

買い入札量 647.1 559.0

約定量 46.8 29.1

 買い入札量、約定量（単位：億kWh）

取引結果 2019年度 2020年度

売り入札量 1,863.4 2,017.9

 売り入札量 （単位：億kWh）

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋



（参考）入札価格

 2019年度、2020年度の札価格は、両年度ともに、比較的分散した価格帯にて入札されており、
回数を重ねるにつれ、売り/買いの価格水準の乖離が縮小する傾向が見られる。

 このため、今後、この価格差をいかに縮めていくかが課題となる。

 その点、2020年度取引の価格差が回数を重ねると縮小する傾向を踏まえると、仮に第4回オーク
ションを開催した場合、この価格差がさらに縮小し、一定程度の約定量が期待できるとも考えら
れる。

<< BL市場における入札価格の分布イメージ >>
 2019年度取引  2020年度取引

出所：「 ベースロード市場の監視結果について」(令和元年12月9日 電力・ガス取引監視等委員会)より(一部更新)
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出所：「2021年度分ベースロード取引市場(第3回オークション)に係る監視結果について」
(令和2年12月21日 電力・ガス取引監視等委員会)より（一部更新)

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料５抜粋・加筆


