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「Re-powering Markets – Market design and regulation during the transition to low-

carbon power systems」 の翻訳にあたって 

本書は「Re-powering Markets – Market Design and Regulation during the Transition to Low-Carbon 
Power Systems」日本語版翻訳にあたって、新エネルギー・産業技術総合開発機構スマートコミュ

ニティ部が作成したオリジナルの序文です。本序文に記載のすべての内容および見解については、

新エネルギー・産業技術総合開発機構が単独で責任を負います。

2015 年 12 月に合意された温暖化対策のための国際的枠組み「パリ協定」は、各国の批准によ

り 2016 年 11 月に発行されました。「パリ協定」の発効を受けて、低炭素化に向けた国際的な議

論が本格化しています。 

パリ協定を批准した我が国においても、低炭素化に向けた一層の取り組みが求められています。

現在、我が国においては電力システムの改革途上にあり、2016 年 4 月には電力小売市場が完全自

由化され、電力システムの変革が予見されています。 

このような状況の中、国際エネルギー機関（IEA）から、今後の低炭素化を推進する電力市場の

在り方について分析した『Re-Powering Markets』が 2016 年 2 月に出版されたことを受け、今後の

我が国における電力システム及び電力市場に関する議論にも大変参考になると考え、今般、国立

研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、『Re-Powering Markets』日本語

翻訳版を作成するに至りました。 

本書では、低炭素電力システムへの転換に不可欠な電力市場の設計に関して、再生可能エネル

ギーの大量導入で先行する欧米における課題分析や電力市場の再構築に関する提案などがまとめ

られています。本書で述べられているように、今後、再生可能エネルギーの導入を更に進めてい

くためには、長期投資や電力供給の安全性を高めるセーフティネットの構築といった視点も含め

た電力市場の再構築が鍵となると考えられます。 

本書は、欧米において広く議論されている電力市場の在り方に関する主要な論点を網羅してい

る点で貴重な文献であり、電力システムの改革途上にある日本においても有益な文献になるもの

と信じています。本書を再生可能エネルギーの導入に携わる全ての方々に是非お読みいただき、

低炭素化を可能とするための電力システムの改革に向けて、少しでもお役立ていただければ望外

の喜びです。 
なお、本書を翻訳するにあたっては、できるだけ原文を忠実に表現することに留意し、意訳は

極力排除するよう心がけています。ただ、この分野の専門知識をお持ちでない方々にとってはわ

かりにくい、あるいは誤解を生むおそれのある表現等（例えば、日本と海外の電力事情の違いに

よるもの）につきましては、これらの箇所には訳注を付し、読者の皆様の理解を助ける工夫をし

ました。 
 後になりましたが、本書の日本語訳作成を快くご承認いただいた貞森恵祐エネルギー市場・

安全保障局長、各種調整のサポートをいただいた佐久間康洋担当官ほかIEAの皆様には深く感謝を

申し上げます。 
また、翻訳の各章担当は以下の通りであり、監訳をご担当いただいた東京大学の荻本和彦特任

教授、占部千由特任助教、東京電力の岡本浩常務執行役、戸田直樹チーフエコノミスト、また 東
京大学の大橋 弘教授をはじめとする皆様には、膨大な時間と労力を割いて、翻訳内容の精査をい

ただきました。ここに厚く御礼を申し上げます。 

前書き、要旨 東京大学生産技術研究所 荻本和彦特任教授 
序章 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
第１章 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
第２章 東京大学生産技術研究所 占部千由特任助教
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第３章 株式会社構造計画研究所、東京大学生産技術研究所 宇田川佑介特任研究員 
第４章 東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 小林直樹課長 
第５章 東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 小林直樹課長 
第６章 株式会社構造計画研究所、東京大学生産技術研究所 宇田川佑介特任研究員 
第７章 東京大学生産技術研究所 荻本和彦特任教授 
第８章 東京大学生産技術研究所 今中政輝特任研究員 
第９章 東京大学生産技術研究所 今中政輝特任研究員 
第１０章 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 
平成29年3月 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
スマートコミュニティ部 
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前書き 
2015 年の IEA の閣僚会合では、IEA を地球規模のクリーンエネルギー技術のハブとするこ

とを参加各国が合意した。重要なことは、この新しいビジョンは、IEA の中核のミッショ

ンであるエネルギーの安定供給の維持と強化と強く関係しているということである。ク

リーンエネルギーとエネルギーの安定供給が も強い相互関係を持つのは電力規制と市

場設計の分野である。エネルギーの安定供給の問題の も強いイメージは、主要都市に

おける停電である。消費者の厚生が照明や家電で支えられているのと同様に、情報通信

と機械製品により相互連携した経済は、高品質の電力供給に頼るところが大きい。 

過去 100 年間、二酸化炭素排出量が多い集中型の電力システムにより明りを灯してきたが、

その代償は世界の二酸化炭素排出の 1/3 であった。このため、脱炭素化に対する社会的、

政治的な全面的な支援を得るために、社会が期待する安定供給の水準を妥協することはで

きない。ブラジル、フランスといった一部の国々は大規模の従来型の低炭素化技術で脱炭

素電力システムを作っている。現在 も適用の広い技術の進展は風力発電と太陽光発電に

見られ、近年の低炭素化技術の導入の大きな割合を占めている。しかし、これらの二つの

再生可能エネルギー源は、システム運用や規制の観点から、それらの特性は大きく異なる。

風力発電と太陽光発電はそもそも異なる場所と接続レベルで、負荷配分可能な電源を代替

しており、そこへの移行にはシステム運用と規制の改革が必要となる。 

これが移行を止めることになってはならない。先の IEA の分析である The Power of 
Transformation は、柔軟性資源を活用することにより、出力が変動する再生可能エネルギ

ー発電を安定かつコスト効率的に大きな割合で電力システムに統合することが技術的に可

能であることを示した。低炭素電源、デマンドレスポンス、エネルギー貯蔵における急速

な技術の改善は、よりスマートでより効率的かつより安定なシステムにつながるが、その

可能性を 大限実現するためには、政策と規制に新たな手法が必要である。技術が大きく

進歩する中、送配電網インフラの開発は遅れている。革新はスマートメーターだけではな

く、数百万の電力消費者を擁する新しく柔軟なビジネスモデルにも必要である。集中型の

システムから一方向に電力エネルギーを送り、メーターの値は一年に一度しか読むことは

ないことを前提に設計された古い規制枠組みは、新しい技術が実現し、新しい低炭素電力

システムが必要とするリアルタイムの柔軟性をその活用を解き放つことは難しい。もし、

規制枠組み、市場設計とシステム運用が技術導入に遅れるようなことがあれば、電力の安

定供給は損なわれ、 終的に低炭素排出への移行自体も失敗する可能性がある。 

電力市場のリパワリングは、低炭素電力システムのための電力市場の枠組みを分析した

IEA としては 初の公式な出版物である。本書では、電力市場設計のすべての重要な側面

について、政策決定者が、資本を低炭素資源の導入に向けつつ革新と競争を支援するた

めに採るべきバランスについて考察している。その内容には、低炭素排出電力への移行

に適した、すなわち適切な価格シグナルを送り柔軟性とアデカシーの競争的な提供が得

られる市場設計の特徴が含まれる。本書は、電力網という、社会にとって何よりも必須

でありながら改革を必要とする世界で 大かつ も複雑な技術体系に関係する政策と規

制の側面を詳細に述べる。電力市場のリパワリングは、IEA の Electricity Security Action 
Plan (ESAP)の も重要な報告書であるとともに、パリ協定後のエネルギー変革に対する

IEA の主要な貢献である。 

Fatih Birol 
Executive Director 
International Energy Agency 国際エネルギー機関 
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要旨 
競争的電力市場が、電力生産の脱炭素化の実現への大きなカギを握っている。2015 年 12
月の UNFCCC COP21 のパリ協定では、気候変動と低炭素エネルギーへの移行に関する政

策を新たに強化することが期待されている。しかし、その取り組みはかなりの困難を伴

う。OECD 加盟国向けの IEA の予測によれば、世界の気温上昇を 2℃以内にするためには、

電力の平均二酸化炭素排出原単位を 2015 年の 411 g/kWh から 2050 年には 15 g/kWh へ低

減することが求められる。また、多くの検討によれば、この低減は技術的そして経済的

に可能であるとされているが、そのためには新しい市場設計が必要とされる。 

本書では、電力市場の設計により、 小のコストで供給の安定性を確保しつつ、低炭素

電力システムへの移行がどのようにして可能となるかについて検討する。 

低炭素の電力システムに向けた市場設計に関する議論は、多くの場合、対照的な二つの

政策オプションを提示する：高い炭素価格を使った卸電力市場か、技術に重点を置いた

政策と規制である。しかし、市場と政策双方に失敗が見られる。二項対立は市場枠組み

を定義する上でもはや十分な状態ではないことがますます明らかになっている。 

低炭素電力システムへの移行には、炭素と支援政策を電力市場枠組みに入れることが必

要となる。競争市場は重要なツールであるが、 小の費用で低炭素電力に移行するため

には、規制によってそれらが補われるべきである。表 1.0 にそのような市場枠組みの高

いレベルの概観を示す。それらは、政府と規制機関によるルール設定と競争市場の関連

する役割である。 

表 1.0  脱炭素化のための市場枠組みの重要な特徴の概観 

 

低炭素投資 
 

炭素価格 o 炭素規制 
o 炭素価格（取引方式） 

o 長期の契約 

追加方針： 

支援方式 
o 低炭素長期支援 

o オークションセット 

サポート・レベル 

o 市場の統合 

運転効率/ 

信頼度、 

アデカシー 

短期kWh市場 

o 市場規則 

o 供給不足時価格 

o 信頼度基準 

o 高地理的分解能のkWh価格 

o 高時間分解能のkWh価格 

o ダイナミックプライシングの 

提供 

 
追加方針： 

容量市場 

o 容量要件 

o DRプロダクト定義 

o 容量価格 

o DRの参加 

送配電網 

効率 
規制 

o 地域計画 

o 送配電網費用配賦 

o 混雑収入 

o 送電線オークション 

消費 小売料金 
o 託送料金構造 

o 課税と賦課金 

o 競争的小売料金 

o 分散型資源 

c 
OE
CD

/I
E
A、

2
0
1
6
 

目的 方針 規制のタイプ 競争市場 
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長期的には、電力市場の設計は、利用可能な技術のポートフォリオに依存する。電力の

低炭素化を実現するための完全な市場設計に関する絶対的な答えはない。市場の改善は

進化的であり、技術と市場ルールの相互作用を反映する。 

電力市場のリパワリングでは、今日の欧州と米国を中心に行われる電力市場設計のベス

トプラクティスを集合し、OECD 加盟国の外部を含めすべての国々のプロセスの再構築に

適用できる実現可能な次の段階への洞察を提供する。以下、本書の主要な結果を提供す

る。 

低炭素化への投資：長期の継続的支援と市場価値の把握 

低炭素発電事業者は可能な限り電力市場に参加することが必要であり、そこからより多

くの収入を得るべきである。その参加により、重要なフィードバックループが形成され、

多様な低炭素化技術の価値を明らかにすることができる。低炭素化への支援が主要な収

入源である現状を改め、低炭素化技術への投資家をある程度の電力価格の不確実性に晒

す必要がある。運用の意思決定の歪みを避けるため、電力の価値がマイナスである時間

と場所においては、発電のインセンティブは与えられない。 

しかし、電力市場収入だけでは、必要な量の低炭素投資を、適時、低コストで誘引する

ことができない。今日の大半の国々の電力価格は、再生可能エネルギーおよび原子力発

電を含め様々な低炭素化技術の投資費用を回収するためには低すぎる。高くそして安定

した炭素価格が必要であるが、その導入あるいは既存の炭素価格の強化には時間がかか

り、社会的受容性についての問題が発生し、政治的に決着がつきにくく、これからの投

資のリスクとなる。さらに、2030 年までの低炭素目標の達成のためには、低炭素化技術

の導入を既設電源の想定される廃止より加速して導入することが必要と考えられ、この

状況はエネルギー移行期における価格の抑制につながる。 

このため、十分な量の低炭素電源を実現するためには、依然として政府の支援による長

期の施策が必要である。低炭素投資は、資本集約的であり、その費用構造は短期限界費

用による価格と整合させることが難しい。投資家のリスク低減と融資費用の低減のため

には、長期の見通しも必要となる。 

炭素価格と低炭素投資の支援を含む、新しい市場の枠組みが必要となる。例えば、市場

価格により支援の水準を調整し、特に、炭素価格や電力価格の上昇にともない支援を低

減するなど、投資家、消費者、政府の間でリスクを共有する仕組みが必要である。 

オークションにより、市場からの収入に加え、支援水準にそれぞれの競争力を取り入れ

ることができる。オークションプロセスは、導入容量をよりうまく制御し、低炭素発電

事業者の費用特性と市場価値に関する情報の非対称性を低減し、 も競争的な低炭素化

技術の発見することができる。 

短期市場：価格分解能の増加 

短期市場は極めて重要である。分散型資源、アグリゲータ、隣接市場の関与がシステム

のニーズに も良く応えるように誘引するためには、価格情報をリアルタイム運用の直

前数時間で更新することが必要である。風力発電と太陽光発電の導入率の増加に伴い、

これらの電源の出力の変化に対応し、より発生しやすくなる送電網の混雑を解決し、予

測誤差を管理することに市場参加者が対応できる必要性が増す。前日、当日、リアルタ

イムの需給、アンシラリーサービス市場は、価格によりシステムを短期的に 適化し、

電力の価値（そして、長期の投資の価値）が示される場である。 
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従って市場設計には、時間的および地理的な高い分解能が必要となる。システム運用者

は、安定供給を確保するために多数の運用の意思決定を行い、新設された風力発電と太

陽光発電を統合し、短期電力市場においてこれを電力価格に正確に反映する必要がある。

さらに、高分解能の価格により、いつどこを運用し、投資するかについて正しいインセ

ンティブを提供する透明性が求められる。 

米国の一部では、前日およびリアルタイム市場のノード価格により、高い地理的分解能

を持つ価格が実現されている。このノード価格はすべての ISO と RTO で採用されている。

しかし、欧州と異なり米国には、前日価格とリアルタイム価格の間に当日市場はない。

今後の変更としては、当日時間枠の間における地点別限界価格の利用可能性と透明性の

向上が考えられる。 

欧州では、前日市場においてはより高い地理的分解能を持つ価格は実現されていない。

これには様々な理由があるが、混雑が少なく地理的競争がないことや、さらに重要な理

由は、一国の中では卸電力価格が一様であってほしいという政治的な要望である。この

ことにより、すべての電力システムは同じ物理法則に従い、大部分の欧州バランシング

市場（ も近い例は米国のリアルタイム市場）は、すでにシステム運用者に運用の変動

を管理し、送電線混雑を解決し、安定供給を確保するための発電所別の情報を提供して

いる。短期市場設計の今後としては、地点別の価格を含め、リアルタイムの数時間前の

期間における限界費用の変化をより透明性をもって反映することが求められる。 

既存市場のベストプラクティスはこれらの一定の考え方を示しているが、一つの形がす

べてに当てはまるものではない。この発展の実現のためには、より踏み込んだ、詳細な

分析が必要となる。 

資源のアデカシー：消費者のための信頼度の価格 

OECD 各国における電力の安定供給の水準は極めて高く、これはデジタル経済において

必須の条件である。近年の大規模停電は送電線事故により引き起こされ、大部分の供給

途絶は、配電網レベルで発生している。風力発電と太陽光発電の導入は、既設電源の経

年化と合わせ、信頼度の新しい課題を提起している。各国政府は、これからのエネルギ

ー移行における高い信頼度基準の定義を継続する必要がある。 

供給不足時価格は、需要を含めたすべての資源を、それらが も求められるときに利用

できるように誘引するための基本である。しかし、この供給容量不足時間帯の価格は、

規制機関による介入が避けられない。システムの運用が困難な状況は稀ではあるが、市

場参加者がそれらを予測するのは難しい。さらに、発電事業者はこの時間帯に市場支配

力を行使し、政策担当者は通常は価格スパイクを容認しないため、高い信頼度基準に対

応するために必要な水準と比較して、多くの制度において電力市場価格にはかなり低い

プライスキャップが設定されている。 

一つの可能な選択肢は、規制機関が事前に供給不足時価格を設定することである。オー

ストラリアの電力市場と米国 ERCOT(the Electric Reliability Council of Texas：テキサス電力

信頼度理事会)では、規制機関が市場の枠組みを細かく定義している。供給不足時価格は、

一時間の停電の価値（10,000～20,000 US ドル/MWh）を上限とし、負荷遮断の増加する

価値と確率を反映している。規制機関は、一定年数における累積収入が一定値を超えな

いよう、市場支配力の低減ルールを事前に設定することもできる。 

容量市場：セーフティネットの構築 

短期市場における供給不足時価格に加え、大部分の再編された電力市場には、長期に資

源のアデカシーを確保するための何らかの種類の容量メカニズムが含まれる。容量メカ
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ニズムは、低炭素への移行期の政策の不確実性や不十分なデマンドレスポンスに直面し

た際に、セーフティネットを提供することができ、長期の信頼度目標を満たすためのツ

ールの一つと考えるべきである。 

戦略的予備力など、「目標を絞った」容量メカニズムは、短期の安定供給の課題に対す

る有用な手段である。新しい容量や、廃止されようとしている既設の電源を契約するこ

とで、戦略的予備力は、迅速かつ単純な解決となる。しかし、これでは投資リスクに対

応することはできず、むしろ将来の新しい容量の募集まで、投資を後倒しするインセン

ティブを与えてしまう。 

容量市場といったシステム全体での容量メカニズムは長期的な資源のアデカシー目標の

達成に有用であるが、広範な影響を持ち、非効率性を避けるために十分な設計を必要と

する。容量市場は技術について中立であり、供給側に加え需要側、双方の資源を含む必

要があるとともに、将来を見据えたものでなければならない。契約した容量を確保する

ためには、適切なペナルティーも必要である。 

これらのメカニズムにおいて、容量の越境参加は地域規模の市場統合のアデカシーの便

益を大きく高める。このためには、地域規模でのアデカシー予測が必要であり、容量プ

ロダクトの定義が相互に矛盾してはならない。越境容量（アベイラビリティと送電能

力）から決まる貢献の 大量と、不足時の効率的なエネルギーの潮流の解析が重要であ

る。複数の容量メカニズムの不整合は、越境取引を阻害し、競争を歪めることになる。 

デマンドレスポンス：ダイナミックプライシングの活用 

歴史的に形成された市場設計のもう一つの特徴は、電力消費者の極めて低い価格弾力性

である。現在まで、価格に対する反応は、主に、卸電力市場に直接参加する大口消費者

に限られてきた。この状況は脱炭素化と新技術の開発に伴い変化しつつある。 

新しい情報と自動化技術により、小口消費者が、卸電力価格の変動に反応することで、

より柔軟かつ低費用で電力システムに貢献することができるようになる。これにより、

発電をエネルギーサービスおよびエネルギー貯蔵とより良く結合することができ、出力

が変動する再生可能エネルギーを統合し、電力の安定供給を改善するためのシステム全

体の柔軟性を高める。小売事業者は、このデマンドレスポンスの能力を活用すること、

ダイナミックプライシングの選択肢を活用すること、その需要のポートフォリオに基づ

き卸電力市場に参加することが不可欠である。 

より進んだ考え方では、デマンドレスポンスを kWh 市場および容量市場において発電と

等価に扱う。これは、一部の管轄区域（例えば、米国の PJM）ではデマンドレスポンス

市場が開始された。しかし、デマンドレスポンスを発電機として負荷配分するためには、

複雑な市場ルールが必要となる。デマンドレスポンスは、ベースラインの需要水準によ

ってしか評価できず、定義が難しいことから隠れた補助金となる可能性がある。アグリ

ゲータに対して適切な報酬を設定することはかなり複雑な手続きとなることが分かって

いる。それに対し、スマートメーターといった新しい測定と自動化技術を用いたダイナ

ミックプライシングが促進されるべきである。 

送電線投資：地元の利害を超えて 

送電網は、電力市場の規模と競争の程度を決定する。分散型のエネルギー資源の増加に

かかわらず、送電網は、風力発電と太陽光発電の高い導入率を確保する、費用効率の高

い手段である。加えて、送電網は電力の安定供給のために不可欠であることに変わりは

ない。 
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多くの送電線プロジェクトはその費用以上の便益を持つが、地元の受容性の課題により

実施は制約されている。風力発電と太陽光発電が、送電容量の建設よりも早く開発でき

ることが、より頻繁な送電網の混雑につながっている。政府は、新設送電線、特に越境

送電線の建設に高い優先度を置くことを継続すべきである。複数の管轄区域を含む越境

の地域の厚生を実現するためには適切なガバナンスが必要である。 

マーチャント送電線に関する間違いのない選択肢は、送電線建設のオークションである。

正の商業価値を持つと考えられる新設送電線の建設者と所有者を決定する競争的な手続

きは、有効な選択肢となる。これらの送電線は、それでも規制の対象となるが、オーク

ションを行うことで、イノベーションをもたらし、従来の送電網所有者を競争に晒す。 

配電網規制 2.0 

太陽光発電、エネルギー貯蔵、電気自動車、ヒートポンプ、マイクロガスタービン、デ

マンドレスポンスなどの分散型資源（DER）を導入するために、配電網の規制は近代化

する必要がある。新しい配電モデルでは、情報技術に大きな投資が必要となり、運用費

（OPEX）が増加するが、従来モデルと比較して配電線や変圧器に対する資本費

（CAPEX）を低減することができる。この意味では、規制は出力を基準にすることで、多

くの配電事業者が効率的な水準で投資できるようになる。 

規制枠組みは、地域小売および卸電力市場の双方に DER が参加できるようにする必要が

ある。現在複数のモデルが提案されている。従来モデルでは配電システム運用者が DER
を統合するのに対し、市場ベースモデルでは、（ニューヨークの「エネルギーの将来像

改革」のような）地方レベルでの分散型資源に対する市場枠組みに基づく。この進化に

は、配電網の規制枠組みの近代化が必要である。 

小売料金：消費者に正しいシグナルを送る 

小売料金は、もとになる費用の水準と構造をより反映したものに早急に変革する必要が

ある。時間により変わらない現状の料金と税制の構造は、非効率性につながる。分散型

資源への投資は、電気料金が電力システムに対する回避費用を適切に反映していないた

め、常に費用効率が高いわけではない。太陽光発電、小規模のエネルギー貯蔵の設置と

大規模な電力設備の建設の間の大きなスピードの違いは、この問題を悪化させる可能性

がある。 

小売競争は、新しい商取引とサービスを生む。競争的な小売料金は、消費者側の投資判

断と消費の市場価値を正しく反映することを目的に、卸電力価格を 終消費者に届ける。 

特に、託送料金は、費用をより適切に反映するように、固定と容量の要素に留意して再

設定することが必要である。小売料金の構造は、エネルギーの時間で変化する価格を提

供することに加え、分散型資源の投資と運用を効率的に行うよう正しいシグナルを消費

者側に送ることが必要である。
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序章 
将来のエネルギー部門全体は、かなりの程度電力部門の進化により形作られ、電力部門

の進化は、気候変動の脅威への対処を検討するほとんどの議論の中で中心的なテーマと

なっている。これは驚くことではない。2014 年において、経済協力開発機構（OECD）の

加盟国内で消費された一次エネルギーの 40%弱、エネルギー関連の CO2 排出量の 42%を、

電力部門が占めている。また、水力発電、原子力発電、風力発電、太陽光発電（PV）、

バイオマス発電、炭素回収貯留（CCS）などを含む非常に重要な低炭素エネルギー技術が、

電力の生産に関わっている。すでに実用化されている低炭素発電技術、運輸と熱分野の

電化の可能性のもと、OECD 諸国の電力部門は、2050 年の目標達成に向け、気候政策の

前線にある。2015 年 12 月に開催された UNFCCC2 COP21 の会議でパリ協定が締結され

たことは、今後の気候変動と低炭素エネルギーへの移行の政策シグナルの新たな力とな

り、投資家により明確なメッセージを出すことが期待されている。 

必要な変革には、化石燃料に基づいた多くの古い構造の廃止と、低炭素電力を前提とし

た新しい構造の創造が含まれる。このような創造的破壊は、その他の産業ではすでに経

験済みのプロセスである。運輸分野では、20 世紀初頭に蒸気エンジンが内燃機関によっ

て刷新され、通信分野では、インターネットや無線通信が古いシステムに取って代わり

つつある。 

現状の低炭素発電技術は、いくつかの側面で化石燃料発電を明らかに上回っているわけ

ではなく、このため電力の脱炭素化は複雑化している。継続的なコスト削減にもかかわ

らず、再生可能エネルギーは、炭素価格なしではガス火力発電や石炭火力発電よりもま

だ割高なことが多い。原子力発電は CO2 を排出しないものの、安全性への懸念から複数

の国がこの技術を段階的に廃止する方向にあり、再生可能エネルギーとは反対に価格が

上昇している。CCS については、大規模な商用化には至っていない。さらに、風力発電

や PV などの中核的な発電技術は、天候に依存して出力が「変動」し、電力システムの新

たな制約となる。これらの課題は多くの注目を集めており、国際エネルギー機関 （IEA）
（「Grid Integration of Variable Renewables [GIVAR]」、「世界エネルギー展望（World 
Energy Outlook [WEO]）」、「エネルギー技術展望（Energy Technology Perspectives 
[ETP]）」）がこの変革を分析している。今や低炭素電力への転換が、技術的に実現可能

であることに関して疑義はない。 

しかし、この変革が実施可能であるかどうかは、市場設計の適切性や規制の枠組みに大

きく依存する。 

電力システムは、多くの国々で、細分化され、自由競争が導入されている。大規模な電

力システムでは、通常、送配電網と数多くの発電事業者に分かれており、互いに競合し

ている。風力発電、PV、バイオマス発電は比較的規模が小さく、そのため小さなプロジ

ェクト開発者による投資も再生可能エネルギーへの開発投資のうち多くを占める。一般

家庭でも、ビハインド・ザ・メーター(Behind the meter)として自家用の発電を導入する

ことができる。 

これまでの歴史の中では、電力部門の市場設計においては、効率的な運用の確保や効率的

な投資の促進と 適な水準の信頼度の維持との同時達成を目的に導入してきた。市場設計

や電力料金は、このように細分化された産業構造の中で、意思決定の相互調整を確かなも

のとするための重要な役割を担っている。しかし、政策決定者は、第二、第三の目的（効

                                                                                 

2  訳注：United Nations Framework Convention on Climate Change。国連気候変動枠組条約。 
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率的な投資の促進と 適な水準の信頼度の維持）には、市場にその役割を担うことを許し

てはいない。第一に、供給の信頼度は依然として厳しく管理されている。第二に、炭素価

格は、欧州およびその他の地域で導入されたが、市場ベースでの低炭素投資を促進する成

果はみられていない。 

公平を期すために述べると、この認識の要因として、適切に機能する電力市場の導入に規

制機関自身が失敗していることが挙げられる。電力市場の構造は、依然として集中型で、

需給がひっ迫した条件下における効率的な価格設定を妨げてきた卸電力価格に対する強い

統制監督のもとにあることに加え、いまだ多くの管轄区域で小売料金の継続的な規制が続

いている。 

いずれの場合も、正しい方向への変革を推進する政策が必要である。炭素価格は、気候変

動の外部性を内部化する効率的な手段となり得る。炭素価格制度が国際規模で確実に実施

された場合、産業部門や国を跨ぎ 小コストで CO2 排出量を削減することになる。欧州連

合（EU）に続き、国際機関の努力によって、より多くの国や州が炭素価格を導入するこ

とが期待される。 

しかし、これまで講じた施策は、実際に効果をあげるには不十分であった。施策が行わ

れている国で、炭素価格は CO2 1 トン当たり 20 US ドルを下回り、相対的に低い傾向にあ

る。その原因として、2008 年に始まった経済危機や CO2 排出量を削減する他の気候政策

がある。高い炭素価格が引き起こす所得に対する影響と、その高い炭素価格が社会的受

容性を持つのかという点は、政策課題である。長期的に安定した炭素価格が確立される

見通しは未だない。しかしながら、排出量の削減は、電力の政策目標の一部にすぎない。

特に、電力の安定供給には、デジタル時代の現代経済の基盤として、非常に高い水準が

求められている。 

炭素価格の実現は必須である一方で、現在までの取り組みでは、必要なアクションを生

み出すに至っていない。また、既存の市場設計も、低炭素化技術に適正な投資を募るに

は不十分であろう。 

市場設計では、視点の転換が求められている。既存市場は、基本的に大規模な火力発電

所を中心とする従来型技術を 小コストで運用することができる。新しくコンバインド

サイクル・ガスタービン(CCGT)が導入された時には、非効率で古い石炭・ガス発電所に

比べて低コストで展開することができた。これに対し、今後の市場のルールは、この過

渡期において、新技術を効率的に展開できるように設計されなければならない：風力発

電や PV、デマンドレスポンス、エネルギー貯蔵、水力発電、バイオエネルギーやその他

の再生可能エネルギーだけでなく、国によっては原子力発電、そして将来的には CCS も

含まれる。 

「自由市場」対「電力会社の規制」、または「非集中的な意思決定」対「中央集権的な

計画」といった、通常の単純な選択肢を超えた視野に立つと、電力システムの脱炭素化

を達成するためには、複数の手段を組み合せる必要性があることが、次第に明らかにな

ってきている。 

それでも、電力市場が必要であることにほとんど疑いはない。第一に、市場価格は、分

散型資源を地方あるいは複数の制御区域に跨る広大な地理的範囲において調整する機能

を持つ。また、市場価格は、システムが資源を も評価するときに 小コストで運用を

行うインセンティブとなる。さらに、市場価格は、特に発電技術において、異なる資源

システムの相対的な価値について透明性をもたらし、全体としての決定を伝える。 

電力部門の変革を成功裏に進めるためには、市場の設計と規制の間の適切なバランスを

見出すことは依然として必要である。 
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電力部門は、これまでも常に厳しく規制され、今後もその規制は続くと考えられる。こ

れは、送配電網インフラのためだけでなく、発電ミックスの選択のためでもある。原子

力発電への投資は依然として政策決定に委ねられており、ほとんどの場合、再生可能エ

ネルギーも同様である。電力市場の地域統合もまた、市場の自発的な動きや業界の自然

な融合ではなく、政治的決定の結果であることが大きい。 

また、競争の激しい電力市場において、投資家が規制機関よりもずっとよい結果を得て

きたわけではない。「ダッシュ・フォー・ガス」の時期に、民間投資家は、電力需要の

成長率を過大評価し、再生可能エネルギーの普及スピードを過小評価した。そのコスト

を消費者や納税者が負担しているわけではないとはいえ、過剰設備、座礁資産、低い投

資回収率の要因となっている。 

本書の主題は、低炭素電力システムへの移行が、 小コストで効率的に推進されること

を狙いとし、規制という形をもって施行される政策と競争市場の成果との間における、

着地点を突き止めることである。 

OECD 諸国が 30 年の歴史から得た一つの重要な教訓は、競争の激しい電力市場の設計と

規制において、一つの方法で全ての問題を解決できるわけではないという事実である。

本書では、低炭素電力システムへの移行に取り組む政策立案者のために、ベンチマーク

となり得るベストプラクティスを明らかにする。その目的は、調和のとれた市場設計と

規制を目指し、実行可能な解決策を定義することである。 

本書について 

本書は、電力の安定供給と市場設計に関する IEA の準備作業にもとづく知見を集大成し

たものであり、2011 年に開催された IEA 加盟国の閣僚会議で 初に承認された活動の成

果である。2014 年と 2015 年には、IEA 電力安定供給アドバイザリーパネル（ESAP: 
Electricity Security Advisory Panel）の枠組みの中で、複数のワークショップが開催されて

いる（IEA ESAP の Web ページ参照3）。 

本書は、OECD 諸国において自由競争が行われている電力市場に関わる市場設計の課題に

焦点を当てたものである。また、電力自由化の全てを網羅してはいないが、OECD 諸国以

外でも、電力市場の自由競争を目指す国や市場の参考にもなるだろう。したがって、本

書は、電力部門の構成の知識を持つ読者を想定している。 

本書は、全電力システムの主要な要素について説明する。 

 

 第 1 章では、本書の背景と主要な課題を紹介する。 

 第 2 章では、低炭素発電への投資について考察する。 

 第 3 章では、電力システムの短期運用のための市場を検討する。 

 第 4 章では、信頼度、アデカシー及び供給不足時価格の規制を提示する。 

 第 5 章では、容量市場の設計について述べる。 

 第 6 章では、デマンドレスポンスを分析する。 

 第 7 章では、送電網と連系線への投資について議論する。 

 第 8 章では、配電網の規制を扱う。 
                                                                                 

3 訳注：https://www.iea.org/topics/electricity/electricitysecurityadvisorypanel/ 
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 第 9 章では、小売料金競争と小売料金改革を概説する。 

 終章では、結論と主要な提言をまとめる。 
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第 1 章 電力市場のリパワリング：背景と主要

な課題 

概要 

 発電は、CO2排出量削減の取組みにおける中核分野である。 
 多くの国では過去 30 年間で電力市場の改革をしており、そのほとんどにおい

て電力の脱炭素化を確実なものにするために、さらなる改革が必要である。 
 低炭素への移行はタイミングが肝心である。脱炭素化を加速するために、実

際は石炭火力発電による発電を減らす必要がある。低炭素発電への投資にお

いても、脱炭素化の推進が必要である。 
 安定供給が保証されなければ脱炭素化を行うことができない。主要な危機対

策が優先され、他の目的は遅れがちになる。 
 低炭素な電力システムへの移行には、効率的な市場が必要であり、低廉な電

気料金を維持し、省エネルギーを向上させる助けとなる。電力市場は、長期

的に今日我々が認識しているものとは全く異なるものになる可能性があるが

、市場の枠組みは、低炭素投資を可能にし、低炭素電力への移行に伴う本質

的な不確実性に対処するために必要であろう。 

 
本章では、低炭素電力システムへの移行に適した電力市場の設計に関する、重要な課題

を紹介しその概要を述べる。 

競争的な電力市場は 1980 年にチリ、1990 年には英国で導入され、その範囲は増加し、

多数のエリアに次第に広がってきた。日本とメキシコでは、まさに今、電力システムの

改革と競争的な電力市場の導入が進んでいる。これまで多くの教訓が得られ、他の地域

の電力市場の設計に役立つと考えられる。 

過去 10 年間、電力部門の脱炭素化の政策は、電力市場に大きな影響を与えてきた。今後

も、この状況は続くと考えられる。炭素価格は、欧州と米国の特定の地域で導入されて

いるが、 も重要な影響は、再生可能エネルギーの支援政策によるものである。具体的

には、風力発電や太陽光発電（PV）は、電力市場にとって必要不可欠な規模に達してい

る。脱炭素化が続く中、再生可能エネルギー、原子力発電、炭素回収貯留（CCS）は、成

長が見込まれている。 

本章では、第 1 節で、経済協力開発機構（OECD）加盟国及び非 OECD 加盟国や地域での

電力改革の重要性から説明を始める。第 2 節では、電力市場で生じる脱炭素化の重要な

問題を考察する。 終節では、異なる環境の電力市場が、脱炭素化によって生じた課題

解決における役割について説明する。 
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1.1. 電力改革 

電力市場の産業組織は、ほとんどの市場において再編された 

電力システムの産業組織については、過去 20 年間に OECD 諸国のみならず、非 OECD
加盟国や地域などの多くの国で改革がなされてきた（図 1.2）(Sioshansi, 2013）。本節

では、これまでに実施されてきたさまざまな改革の概要を説明する。 

歴史的に、電力システムは、規制下の独占である垂直統合型であり、1990 年代まで、

ほとんどの国がこの形式を採用しており、今なおこの形態は、ほとんどのアフリカ諸国

や電力の使用が限られている多くの小国でみられる。このような電力会社はほぼ国有あ

るいは省庁の一部である。国際エネルギー機関（IEA）の分析によると、この純粋独占

の枠組みは、2012 年における世界の電力消費のわずか 6%を占めているにすぎない。 

競争の も基礎的なレベルは、垂直統合型の電力会社と並んで独立発電事業者（IPP）
が存在する状況である。IPP は発電所を建設、所有、運営し、事前に設定された価格で

地方の電力会社にその出力を販売する。米国では、議会が 1978 年に可決した公益事業

規制政策法（PURPA）に基づき、IPP にシステムを開放し、この状況は、依然として米

国の多くの州で見られる。また、IPP は、インドネシアやタイなどのアジアの大部分の

国や、多くの中東の多くの国々でも普及している。 

垂直統合の分離は、市場改革の更なるステップである。アンバンドルされたシステムで

は、垂直統合されていた電力会社は複数の会社に分離され、各社は、発電資産もしくは

送電網と配電網を、所有もしくは運営し、関連サービスを提供する（図 1.1）。大規模

電力システムにおいて、この方法は、多くの場合、市場ベースの仕組みの導入に向けた

初のステップである。例えば、中国の 2002 年の改革では、旧国家電力公社は二つの

送配電網会社と五つの発電会社に分割された (Andrews-Speed, 2013）。2012 年に

4.326x103 TWh の総電力消費を記録した、世界 大のアンバンドルされた電力システム

である。その他の例としては、インドにおいて、電力部門は Power Grid Corporation of 
India を中心に構成され、同社は各州の電力システムと発電会社を相互接続する（Sen 
and Jamasb, 2013）。多くの場合、州がすべての企業を所有し、原則的には、これによ

り異なる分離された組織間の協調に関する問題を低減することができる。 
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図 1.1 電力部門の構成 
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キーポイント 従来の垂直統合され規制された電力会社は分離された。送配電分野は規制された
独占になり、発電会社間の競争が導入され、消費者は供給者を選択することもできる。 

再編の重要な目的の一つは、大きな地理的エリアを擁する競争的な卸電力市場へ電力シ

ステムを統合することである。しかし、大規模かつアンバンドルされた電力システムの

効率的な協調を確実に行うことは複雑な仕事である。これまでで 大規模の再編が、

OECD 加盟国で行われた。米国では、全部ではないがいくつかの州で、その電力部門が再

編された(Joskow, 2007; Borenstein, 2014)。さらに連邦議会は、1992 年にシステムへの競

争の導入する国家エネルギー政策法を制定し、これにより発電事業者は電力会社への電

力販売で競争できるようになった。 

米国のいくつかの管轄区域では、発電と需要とをバランスをとる責任を負う多数の小規

模主体（制御区域）を一つの大きな卸電力市場に統合することを目的に市場が創設され

た（IEA, 2014A）。独立システム運用者（ISO）や地域送電機関（RTO）は、入札に基づい

て、送電インフラの技術的な状況を考慮して発電所に給電する中央給電指令所としての

役割を担う。例えば、米国 PJM は、14 以上の州の全体で 150 GW の負荷に対する電力供

給を担っている。送配電網のアンバンドリングに加えて、発電資産は個別の企業に分割

され、電力の供給をめぐって競争する。PJM は、需要を満たすために必要な 後の発電

機の入札価格に基づき、セキュリティ制約下での経済負荷配分（ SCED: Security 
Constrained Economic Dispatch）アルゴリズムを用いて地点別限界価格（LMP）を算出し、

その地点別限界価格は市場で落札したすべての発電所に対し共通の報酬を形作る。ISO お

よび RTO は、米国の消費電力量の約 60%を占める（EIA, 2011）。 
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図 1.2 世界各国の自由化の状況 

 
Sources: IEA and Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) Policy Database 2012-2013. 
 

キーポイント 電力市場は、導入されている競合の様々な度合で、ほとんどの管轄区域において
再編されている 

同様の組織は、ニュージーランド、ポーランドにも見られ、そしてメキシコで導入され

つつある。オーストラリアでは、それまでの州別の組織を統合し、（4,000 km に及ぶ）

地理的に世界 大の市場である National Electricity Market（NEM）が設立された

（Glachant and Lévêque, 2009）。欧州は国境を跨ぐ市場の統合に、異なる手法を採用した。

欧州連合（EU）は、すべての加盟国に再編を義務付ける複数の欧州指令を出した。電力

市場における 初の指令が 1996 年、第二の指令が 2003 年、その後、もう一つが 2009 年

に出された（IEA, 2014b）。しかし、欧州の一部の国々では、国営電力会社を複数の発電

会社に分割・解体しないことを決定したため、競争は主に国境を跨いで行われている。 

欧州では、市場結合は、さまざまなエリアの電力市場を統合するための方法として使用

されてきた（Glachant, 2010）。市場結合のプロセスは、2010 年にフランス、ドイツ、ベ

ネルクスにおいて開始された。本手法では、卸市場の電力価格は、越境の送電容量を考

慮しつつ、各国の電力市場枠組み（または電力取引所と呼ばれる）で同時に計算される。

欧州の域内電力市場は、17 の欧州諸国からの送電網運用者と電力取引所との間の強い協

力関係の上に構築されている。 2014 年、南西ヨーロッパ（SWE）と北西ヨーロッパ

（NWE）の前日市場の完全な価格結合が達成された。 

卸電力市場に小売競争を加えることは、市場の自由化の 終的な段階である。大部分の

OECD 諸国で導入されてきたが、業務革新と新規参入者の市場シェアの両面で、これまで

の進展は限定的である（第 9 章参照）。 

競争の程度が異なることは、電力システムと目標は国によって異なるという事実を反映

しており、それにより現在の市場の組織が形作られている。一部の市場では、自由化の

歩みを後退させ、システムのアデカシーと信頼性を確保するために既存の卸電力市場と

並んで容量に特化した調達を行っている。これは 2001 年のカリフォルニア電力危機後の

場合である（Joskow, 2001）。規制の枠組みの失敗によりエンロン社が電力市場を操作す
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る事態を招き、それにより 終的に強制的な負荷遮断を引き起こし、消費者に高いコス

トを課すこととなった。 

同様に、ブラジルでは 1990 年代に電力部門を自由化したが、新市場は十分な投資の誘因

にならなかった。干ばつの中で 2001 年～2002 年に歴史上 も深刻なエネルギー危機の

一つに直面していたブラジルは、電力部門の統合された長期計画の開発に頼った

（Pinguelli et al., 2013）。この危機は、乾水年の水力発電の不足、新設電源の運開の遅れ

と送電線の問題に起因するものであった。 

後に、英国では、 近の電力市場改革もまた規制の増加に向かっている（Newbery, 
2012）。容量市場が信頼できる十分な容量を確保するために導入されたが、差金決済取

引（CFD: Contracts for Difference）が、より市場ベースのグリーン証書スキームを置き換

え、原子力発電への投資を支援するために導入された。 

これらの経緯にもかかわらず、新たな国が今もなお電力システムの改革を進めている。

近年では、日本とメキシコが、自国の電力システムを改革し、競争を導入することを決

定した。 

競争的電力市場のパフォーマンス 

規制緩和と構造改革は、より大きな市場を創造し、電力の取引を促進し、電力システム

の全体的な費用を削減するという当初の目標を達成した。北米と欧州のいずれにおいて

も電力取引が増加していることには明らかな実証的裏付けがある。加えて、再編は、設

備運用の効率向上をもたらしており（Davis and Wolfram, 2012）、これらは主に電源の事

故停止の頻度と時間数の低減によって達成される。 

競争的電力市場もまた、比較的短い工期、ガスの卸価格の下落や地域の電力会社の電源

多様化の要求などの要因に影響され、ガス火力発電所への投資の波も引き起こした。た

とえば、英国で名づけられた「ダッシュ・フォー・ガス」は、新たに民営化された電力

会社による 1990 年代のガス火力発電所建設への方針転換を象徴している。その要因は、

北海ガスの開発であった。1990 年には、ガスタービン発電所の発電量は、英国の電源容

量のわずか 4.5%であったが、 2002 年までに、新たなコンバインドサイクル・ガスター

ビン（CCGT）発電所は、英国の電源容量の 30.9%を占めるまでとなった。 

気候変動対策の要請から、今日の政策立案者の電力分野の課題は、脱炭素化に大きくシ

フトしており、この課題は電力市場の役割の見方を大きく変えている。市場では、主に

ガス火力発電へ投資が行われているが（図 1.3）、市場ベースの投資では低炭素発電所へ

の投資はごくわずかであった。2000 年のドイツにおける再生可能エネルギー法（EEG）
採択、2005 年の京都議定書の実施により、政府は電力市場に重大な影響を及ぼす排出削

減政策を導入し始めた。欧州では、炭素価格が 2006 年に導入され、2009 年に EU の 20-
20-20 気候およびエネルギーパッケージで強化された。 
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図 1.3  欧州 OECD 各国における電源増設の技術別推移 1960 年～2014 年 
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キーポイント•市場ベースの投資は主にガス火力発電所を産み出しており、石炭火力発電や原子力
発電が規制枠組みの下で建設されている一方で、再生可能エネルギーは、支援持スキームで導入

されている。 
 

以上の状況において、過去十年間の再生可能エネルギーへの投資の大部分は、支援制度

や補助金など、政府主導で行われてきた。多くの国では、再生可能エネルギーの展開は、

産業政策、すなわちこの産業のチャンピオンを創り、その技術を輸出することを志向し

てきた。 

IEA の「世界エネルギー展望（WEO）特別報告書 エネルギーおよび気候変動 2015 年」

（IEA, 2015a）によれば、「移行」の時期は、電力市場における再生可能エネルギー発電

の容量の増加が示唆されている。多くの OECD 諸国で電力需要は減少あるいは低迷して

おり、過剰設備の状況は今後十年は続くと考えられる。その結果、石炭火力発電所とよ

り新しいガス火力発電所は淘汰され、座礁資産の高い割合はよりクリーンな電力推進の

ために支払われる価格に跳ね返るであろう。この想定は、化石燃料発電資産の廃止の速

さとその内容に関する疑問を生じさせる。 

1.2. エネルギー転換にあたり電力部門が直面する課題 

本節では、持続可能性、安定供給、経済性というエネルギーシステムが直面する三つの

本質的な課題を検討する。まず、電力システムは大幅に CO2 排出量を削減しなければな

らない4。第二に、電力の安定供給を確保する必要がある。そして、第三に、脱炭素の費

用をできるだけ安く維持するために効率性を確保しなければならない。 

CO2 排出の削減 

第一の目的である電力部門の低炭素への変革は、主として政策主導型のプロセスである。

原則的に、炭素価格による気候政策は、高い価格によるエネルギー需要の低下、新しい

高炭素排出につながる投資の抑止、低炭素発電のためのインセンティブと支援、および

高炭素排出資産の継続的な運用の低減などにより、望ましい結果をもたらす。しかし、
                                                                                 

4 訳注：本書の直接の範囲ではないが、電化の推進によるエネルギー部門全体での低炭素排出とど

う組み合わせるかは、重要なテーマである。 
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欧州連合域内排出量取引制度（EU Emissions Trading System：EU ETS）でそうであるように、

ほとんどの管轄区域で、炭素価格は意味のある効果を得るには低すぎる状態である。 

図 1.4  6°C シナリオから 2°C シナリオに至る年間 CO2 排出量削減の要因別内訳 
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キーポイント -エネルギーの脱炭素化は、発電や電力を消費する技術に本質的に依存している。 

 

一方、さまざまな具体的な施策は、高い炭素価格が理論的にもたらす効果を再現すべく

採用されつつある。このような技術別に固有の政策は、（2030 年に向けた EU の目標な

ど）目標に依存する。この手法は、市場ベースの手法とうまく適合しない場合があり、

基礎にある電力市場の機能を損なう可能性がある。一般に、気候政策は、政策としての

不確実性があり、投資家は規制のリスクの高まりを懸念している。OECD 諸国の管轄区域

において、これらの政策は、運用または投資のいずれに対しても十分な長期的予見性を

与えられなかったことを強く批判されている。 

電力需要の予測: 減るか増えるか？ 

電力需要は、2008 年の景気悪化以降、多くの OECD 諸国で減少している。OECD 諸国にお

ける 2014 年の総発電電力量（揚水発電所からの発電を含む）は 10,773 TWh であり5、

2013 年の水準から 0.8%、2010 年からは 1.4%減少した（IEA, 2015c）。これは、一部には、

建設部門の新たな機器の技術基準および電力を使う産業技術に関連した省エネルギーを

反映している。今後、電力需要の伸び率と国内総生産の成長率の乖離が、多くの OECD
諸国で予想される。 

逆に、運輸部門および/または建物の冷暖房の電化による大規模な将来の排出削減に伴い、

この新しい推進力は、需要の増加を引き起こす可能性がある。しかし、2015 年の EV の

普及率は 0.1%未満であり（Cobb, 2015）、将来の需要の成長見通しは不確かなままであ

る（IEA, 2013）。WEO は、電力需要は新政策シナリオ（IEA, 2015b）に基づき、欧州

OECD 諸国で年間 0.4%の需要の増加が期待できるとしたが、450 シナリオ6に基づく年間

                                                                                 

5 訳注: 日本の年間発電電力量はおおまかに 1,000 TWh（1 兆 kWh）であり、その約 10 倍。 
6 IEA WEO の 450 ppm シナリオは、大気中の温室効果ガスを約 450 ppm CO2に制約することにより世

界の温度上昇を 2℃に制約する目標と整合したエネルギーの今後の推移を提示している。 
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成長率は 0.2%であり7、これは 大需要電力が年間平均で 25 GW、新政策シナリオを下回

ることを意味する（図 1.5）。 

図 1.5  脱炭素化が発電メリットオーダーにもたらす影響（450 シナリオ、EU 2015 年～2040 年） 
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ガスタービン 

 

キーポイント 電力システムの脱炭素化は電力市場価格を構成するメリットオーダーの大きな変
化につながる。 

 

将来の需要の成長や減少に影響する様々な要因はまだよく解明されていない。米国エネ

ルギー情報局の参照ケースによると、米国の総電力需要量は 2012 年から 2040 年まで毎

年、平均 1%以下の成長が予測されている（EIA, 2014）。これに対し低電力需要ケースの

場合は、2040 年における米国の年間電力需要量は 2012 年に比べてわずかに上回る程度

と予測されている。この場合、既存の計画された容量の追加が完了した後、電力部門で

は新しい容量の追加はほぼない。 

電力需要の成長率に関する不確実性は、投資の必要量に大きく影響する。需要減少のシ

ナリオは、停滞している電力システムには新たな投資はほぼ不要であることを意味する。

過剰設備が 1、2 年しか続かない急成長市場とは異なり、この過剰設備を再吸収するには、

少なくとも十年以上かかり、その結果高い経済的コスト及び座礁資産が必要となる。 

需要が予想より高く、投資が不足する場合は、容量不足と安定供給のリスクはもちろん

のこと、電力価格は上昇し、消費者に莫大な経済的負担がのしかかる。政府は、本質的

に保守的であり、過剰投資をする傾向がある。確かに、1980 年代に電力部門を悩ませた

「金メッキ」と過剰設備のコストを回避することが市場自由化の主要な牽引役であった。

しかし、過去十年の経験によれば、市場参加者が政府よりも需要をうまく予測できるか

どうかは明らかではない。 

                                                                                 

7 訳注：経済成長率（＝GDP の伸び）が 0.2%/年であるが、電力需要の伸びとは乖離しているので、

電力需要の伸びは-25 GW/年と逆に減少するという意味と思われる。 
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石炭火力発電の削減 

高炭素排出から低炭素排出への電源ミックスの転換は、需要動向よりもはるかに詳しく分

析されてきた。2050 年までに 80%から 95%の排出量削減の目標を掲げた EU のような政策

綱領は、低炭素投資シナリオの基礎となる。今日の電力ポートフォリオに明確な出発点が

あるのに対し、多大な不確実性もある。 

今日の OECD 諸国において、高炭素排出発電の 大の源は、石炭火力発電であり、その設

備は経年化しつつある。WEO 450 シナリオでは、OECD 欧州で石炭火力発電の容量の正味

廃止量は 140 GW で、2013 年設備容量の 73%である。電力部門の投資家は、石炭火力発電

に適用される段階的廃止や改修のための政策措置の進展度合いが、気候変動の対策目標と

確実な脱炭素電力システムへの移行とどの程度整合しているかを知る必要がある。政策に

不整合がある場合、改訂が行われそうかどうかが問題となる。 

米国では、環境保護庁（EPA: Environment Protection Agency）がクリーンパワープラン

（CPP: Clean Power Plan8）によって、各州の電力部門の発電ポートフォリオ全体の総排出

量を制限する性能基準を課しており、高炭素排出発電所の市場シェアを減少させた9。英

国では、新発電所の排出性能基準としてベースロード運転時の発電所で 450 gCO2/kWh の

レベルが導入されており（DECC, 2014）、事実上、CCS を備えない石炭火力発電所の建設

を阻んでいる。同様に、オランダでは、排出性能基準は 360 gCO2/kWh に設定されている。

ドイツでは、2015 年 7 月に Climate Reserve10の創設と、2.7 GW の石炭火力発電所の閉鎖に

ついて合意に達した（German Energy Blog,11 2015）。 

石炭火力発電の将来は、電力市場の機能に関するいくつかの課題を提起する。石炭火力発

電所の閉鎖時期が不確実であることは、将来の投資ニーズを把握する際の不確実性に影響

する。CCS 技術は脱炭素化に資すると期待されているが、この技術は、他の低炭素化技術

とは異なり、商業規模ではまだ利用できない。また、CCS は電力システムにおいて再生可

能エネルギーと併用するのに十分な柔軟性をもつかどうかが明らかではない。 後に、高

CO2 排出量にもかかわらず、石炭は多くの国で国産の燃料であり、燃料の安定供給に貢献

し、炭素価格を考えなければ他の技術よりも低コストである。ベースロード電源としての

石炭火力発電は、送電網の慣性、安定性、および必要なときには柔軟性を供給するという

意味で依然として重要である。石炭火力発電を削減する際は、市場がこれらの目的を達成

できることを政府が確かなものとする必要がある。 

低炭素発電への投資の誘引 

大の課題は、エネルギー転換時の低炭素発電に対する大規模な投資資金を確保するこ

とである。例えば、WEO によれば、欧州において 450 シナリオに基づき、2015～2040 年

の間に、再生可能エネルギーは 731 GW、原子力発電は 66 GW 新設されると想定してい

る。風力発電や PV の限界費用（図 1.5）は非常に低いため、風や日射がある限り出力が

                                                                                 

8  訳注： https://www.epa.gov/cleanpowerplan 
9  訳注：シェールガスによる天然ガス価格の低下も石炭火力による発電の低下の原因である。 
10 訳注：ドイツの連邦経済省（BMWi）は、ドイツの気候目標を達成するため、亜炭発電所を所有

する Mibrag、RWE、Vattenfall との間で、2.7 GW の亜炭発電所について当初の四年間は特別な

予備力として位置づけ（各社は容量維持のための費用を受け取る）、その後に発電所を閉鎖

するという合意に達した。この特別な予備力のことを Climate Reserve と称す。 
11 訳注：German Energy Blog, Energy in Germany – Legal Issues, Facts and Opinions  

http://www.germanenergyblog.de/ 
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変動する再生可能エネルギー技術が発電を行う12。予測されている新設容量は、卸電力価

格を低減すると考えられる13。 

エネルギー市場での低炭素投資は可能なのか？理論上、MWh を販売する市場（kWh のみ

市場[EOM]）と適正な範囲内の高い炭素価格とを組み合わせることで、長期的には脱炭素

化を保証しうる。ただし、通常の経済理論にある通り、外部性の完全な是正、効率性と

資本および分配目標の分離、費用関数の凸性と完全競争など、一群の仮定を満たさなけ

ればならない。しかし実際には、これらの仮定はすべてが満たされることはなく、その

結果、市場ベースの低炭素投資は、多くの課題に直面している。 

第一の課題は、現在の電力の市場価格が低すぎることである。米国では、価格が 30～40 
US ドル/MWh、欧州では 30～50 ユーロ/MWh であり、低炭素を含む投資を誘引する上で

十分な水準ではない。効率性が増して低炭素発電が普及することで電力システムの脱炭

素化が順調に進めば、価格は今後数年間低いままと予想される。移行期に長期的に投資

を引き出すには、2008 年～2009 年の価格（およそ 80 ユーロ/MWh）まで引き上げるこ

とが必要であるが、それは短中期的には予想されない。 

第二の課題は、電力市場は短期の限界費用に基づいて価格を設定することである。限界

費用による価格は価格変動につながり、再生可能エネルギー、原子力発電、CCS などの

先行投資された高い固定費の回収を保証しない。CO21 トン当たり 100 US ドルを超える

非常に高い炭素価格を設定すれば、原則的には固定費を回収可能な高価格を回復できる

と考えられるが、多くの政府は、このような高価格のシナリオの信頼性を損なう棚ぼた

利益、経済性、競争性といった問題等を懸念している。また、大半の再生可能エネルギ

ーなどの短期的コストが低い技術の急速な普及は、卸電力価格をさらに押し下げ、再生

可能エネルギーが大量導入されれば、市場価格がゼロになる時間もでてくる。この課題

については、第 2 章で詳しく分析する。 

後に、政府は個別の技術の普及のための個別の目標を掲げている。政府の目的が CO2

排出量削減のみである場合は、市場と炭素価格に脱炭素化の水準やエネルギーミックス

の決定を任せること自体は問題ではない。しかし、政府は通常複数の目標を持っており、

CO2 排出量より踏み込んだ再生可能エネルギーや原子力発電などを選択する。 

政府の政策では、多くの国での原子力発電への拒絶や段階的な廃止も検討されている。

一部の国では、長期のガス価格の変動リスクに消費者を晒すことになる輸入ガスへの依

存の低減を選択する場合もある。他の国は、PV を好むだろう。電源ミックスに関する

主要な決定は、国レベルのエネルギー政策の課題であることは認識する必要がある。 

これまで、既設の低炭素電源は、規制の枠組みの下で構築されてきた。OECD 加盟国で

低炭素電源の 80%を占めている原子力発電や水力発電はともに競争力のある電力市場の

導入前に建設された。残りの 20%は再生可能エネルギー支援制度により助成を受けてき

た。市場ベース、助成制度のない低炭素電源への投資は無視できる程度であった。 

低炭素再生可能エネルギーの支援が、 初に導入されたのは 2000 年以降である。それ

は、普及当初から離陸に至るまでの過渡的政策であり、その期間中にコスト競争力を完

                                                                                 

12 訳注：出力が変動する再生可能エネルギー発電による発電余剰の場合は、電力システムの柔軟

性を確保して余剰分が抑制されることは IEA 「The “Power of Transformation（電力の変革）」

でも述べられている通りである。 
13 訳注：2016 年 5 月 12 日のドイツ市場では、PV と風力発電の発電割合が 80%を記録し、同時に

市場価格（EPEX spot intraday continuous power prices）は -178.01 ユーロ/MWh まで低下したこ

とは記憶に新しい。 
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全に有するかそれに近い状態になるとの見通しのものであった（IEA, 2011）。各国政府

は、大量導入が必要になった際に低コストの便益を受けるため、普及の初期段階で、再

生可能エネルギーに補助金を与える必要性を受け入れた。 

複数の欧州諸国では、陸上風力発電や PV が、高いコストをかけて急速に導入されてき

た。この政策は、関連する投資コストの削減に成功した。陸上風力発電や PV はいまや

成熟した技術であり、OECD 加盟国では風力発電や PV が毎年 50 GW 以上導入されてい

る。しかし、スペイン、イタリア、英国を含む複数の政府では支援を取りやめ、費用が

十分に低下していないため新規導入が止まっている。この例は、技術を特定した支援ス

キームに関わるリスクを示している。 

電力の安定供給 

OECD 諸国における電力システムは、高い信頼性で必要に応じて手頃な価格で電力を供給

する。脱炭素では、この基本的な電力サービスの品質を改善することが期待されている

わけではなく、むしろ、害のある結果の危険性を低減することを目的とするとされてい

る。電力部門の変革には、経年化した従来電源の廃止、その容量を補完するための出力

が変動する再生可能エネルギーやその他の資源の導入が含まれる。変革が大規模かつ急

速に進むことで、これまで注意深く維持されてきた高い信頼度を維持する必要性もあい

まって、新たな課題が明らかになってきている。 

実際に、電力の安定供給は、転換を進める上での第一の制約である。OECD 経済では、安

定供給の水準が非常に高く、現代のデジタル化経済の基盤である。電力の安定供給の大

きな危機は、脱炭素化の実現を難しくする可能性がある。信頼度を軽視してはならない。 

電力の安定供給は、燃料やシステムのセキュリティおよびアデカシーなど複数の側面を

持つ。 

燃料のセキュリティ 

燃料供給のセキュリティは も直感的に理解できる側面であり、この視点から再生可能

エネルギーといった低炭素発電は、欧州の各国、日本、韓国での特に天然ガスによる輸

入燃料への依存度の低減に寄与しうる。原子力発電もまたウランの貯蔵が容易であるこ

とから燃料供給のセキュリティを高めることができる。 

電力システムのセキュリティ 

システムのセキュリティは、電力システムの安定性の維持に不可欠である。風力発電や

PV の統合には、それらの出力が天候に影響され、変化しやすく予測しにくいため、多く

の課題がある（図 1.6）。前回の IEA の作業（2014c）では、風力発電や PV の導入率を高

くすることが技術的に可能であるとの結論が得られた。風力発電はすでにデンマークの

発電ミックスの 40%を構成し、スペインでは、風力発電と PV を合わせて 2014 年時点で

の発電ミックスの 1/3 を構成している。このことはすでに 2050 年までに風力発電や PV
の構成を 31.5%にするという脱炭素化のシナリオに匹敵する14。 

                                                                                 

14 訳注：国境を越えて地理的に広い連系された電力システムを構成している状態で技術的な知見

を得る場合、国別の値がどのような意味を持つかは個別に吟味する必要がある。 
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図 1.6  変動する再生可能エネルギーの導入率の増加に伴う正味電力需要の変化 
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注：電力需要のデータおよび風力発電データは、2010 年 11 月 10 日～16 日のドイツものである。図の発電データはスケ

ーリングされている。実際の年間の風力発電の導入率は 7.3%であり風力発電出力は比例で拡大されているため、変動

の影響を過大評価している可能性がある。例示にとどまる。 

 

キーポイント•風力発電や PV の変動性のため、電力の安定供給の確保には、電力システムの変革
が必要である。 

天候に左右されやすい出力の変動に対応するために、柔軟性の向上が課題となっている。

技術的な柔軟性は、需要、送配電網、エネルギー貯蔵、従来の発電や風力発電や PV な

どを組み合わせたシステムのすべての要素に由来する。一方、実際に取引される柔軟性

は、コスト構造と市場から得られる収入によるインセンティブに依存する。風力発電や

PV などの限界費用が非常に低い技術は、商業的に柔軟性が低い傾向にある。システム

のセキュリティを維持しながら、柔軟性の可能性を方向づけるためには、短期の電力市

場の制度改善が必要と考えられる（第 3 章を参照）。 

柔軟性の増加には、電力システムのより根本的な変革が不可欠である（IEA, 2014c）。長

期的に、電力システムを再 適化する必要がある。システムに風力や PV が増えるに従

い、ベースロード発電の量は少なくなる。長期的には、従来のガス火力発電所は必要と

されるものの、風力発電や PV の不足時以外は停止しているか低出力での稼働となると

考えられる。IEA WEO 450 シナリオの下では、EU に導入されるガス火力容量は 2040 年

までに合計 315 GW（うち 128 GW は、図 1.5 の正味容量を追加）、その場合の年間稼働

時間は 1,081 時間であり、平均負荷率は 12%となる（IEA, 2014a）。 

アデカシー（供給信頼度） 

低炭素電力への転換の中で、利用可能な電源の容量が予測されるシステム需要を満たせ

るかという課題が残る。電力システムが信頼度基準を満たすためには、十分な発電容量

と価格に反応する消費者を必要とする。今後 25 年間で、設備容量の約 40%が廃止される

見通しであり、全原子炉の半数は、技術的な耐用年数を終える。「World Energy Outlook 
Investment Report 2015」（IEA, 2015a）によると、環境上の理由から、約 610 GW の石炭

火力発電が段階的に廃止される。また、近年の電力産業では、非効率なガス火力発電所

を長期停止、廃止することによって容量を調整している。過剰設備は、常に利用できる

とは限らない。 

風力発電や PV を補完する従来型の発電所は、今後、発電量、稼働頻度ともに減少が予測

される。これまでの事例では、市場に基づくコンバインドサイクル・ガスタービン発電

所への投資としては、主にベースロード電源としてであった。電力市場が、ミドルロー
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ド電源とピークロード電源への投資のインセンティブを与えることができるかどうか、

電力市場の設計（「第 4 章の信頼度、アデカシーと供給不足時価格」と、「第 5 章の容

量市場」を参照）に関する活発な議論が行われている。 

効率性 

競争的電力市場の主要な目的は、電力システムの効率向上である。将来を見通し、 小

の費用での移行には、ますます複雑化し、アンバンドルされ、大きく多様化の進んだ電

力システムの効率的な協調が求められる。市場は、分散型資源を統合できる地方レベル

で、また、運用や投資が適切な場所で実施されることが確保されるように設計する必要

がある（図 1.7）。加えて、風力発電や PV の資源の変動性に対応するために、大陸規模

での電力市場の統合も不可欠である。 

図 1.7  大陸、地域、地方の電力市場 
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キーポイント：地方レベルから大陸規模まで、効率的な相互調整が必要 

これらすべての地理的規模にも共通するものは、送配電網である。送配電網は、分散型

電源が普及してもなくなることはなく、逆に、電力システムの骨組みとして残る。送配

電網の費用は、総費用の 30～50%を占めるため、送配電網に対する規制に大きな注目が

集まる。 

分散型技術の統合 

電力システムにおいて、小規模技術の重要性が増しつつある。ガス火力発電所、石炭火

力発電所および原子力発電所は送電網に接続され、PV や風力発電は配電網に接続されて

いる15。例えばドイツでは、風力発電や PV の発電容量の 90%が、中・低電圧網に接続さ

れている。情報技術（IT）の進歩によって、風力発電や PV の統合に不可欠な柔軟性を向

上させる、小規模な電化製品や貯蔵装置の遠隔操作が可能になる。 

分散型技術の進歩に伴い、市場設計には大規模な変革が求められている。電力消費者は、

従来は受け身であり、再生可能エネルギー政策のコスト負担に限らず重い税金を含む電

気料金の支払者として見られていた。分散型技術によって、消費者が電力の小売料金の

差に反応できるようになると、一方で積極的な消費者が、電気料金の低減のために高額

な分散型設備に投資し、システム全体の費用低減にならないというリスクが発生する。

電力の小売料金には、市場価格の要素だけでなく、政策コスト回収や税金などの規制に

基づく調整費用が含まれている。 

                                                                                 

15 訳注：欧米の配電網の電圧は日本の 66 kV 級を含んでいる場合が多い。 
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基幹電力システムと配電システムの双方にとって、高い割合となった分散型資源のシス

テムと市場運営における重要性が高まっている。地方レベルの市場で、分散型電源が市

場により普及し、調整される潜在的な可能性は未知であり、欧州と日本で多くの実証試

験が行われ、ニューヨーク、カリフォルニア、ハワイで分析中である。いずれにしても、

配電レベルに接続される小規模電源もデマンドレスポンス（DR）も貯蔵技術も卸電力市

場に統合する必要がある。 

地点別シグナル 

配電網、送電網、その他のいずれに接続されるかを問わず、電力システム内での新しい

発電の接続場所は重要である。新しい低炭素電源は更地に建設されることが多く、その

場合は歴史的には中央集中型の電源のために開発されてきた既設の送配電網に接続する

必要がある。このような場合のネットワークの費用は、2～3 US ドル/MWh から約 10 US
ドル/MWh（IEA/NEA, 2015）の範囲と高額になることがある。効率的な低炭素化を目指す

には、発電と送配電網の両方の費用の管理が重要である。 

新規の電源の立地は、市場の設計と規制された事項の双方に基づいて決まる。 

 再生可能エネルギーと送配電網は、両方ともまだ規制対象であるため、投資決定

の詳細な統合された計画は意味がある。規制機関は、接続料金や新たな再生可能

エネルギーの承認といった、立地の選定に影響するパラメータを決定しなければ

ならない。 

 地点別の電力価格は、立地によって異なる電力の価値を示し、投資や運用の判断

を導く透明性を与える。 

その結果、統合資源計画16と、地点別の価格シグナルに基づく市場ベースの投資判断の間

で適切なバランスをとる必要がある。必要な変革の規模を前提とすると、アンバンドル

された送配電網と発電の間の調整が必要になる。しかし、統合資源計画は、中央の機関

が責任を持つことを意味するわけではなく、むしろ情報に基づく、市場ベースの意思決

定を確保できる、透明性をもたらす重要なツールと見るべきである。 

制御区域を越えた広範な市場統合 

低炭素への転換には、複数の地域を跨ぐ市場統合を推進する必要があり、これは、風力

発電や PV の大規模な展開の場合には特に重要である。電力市場の発展は、地域の統合と

不可分である（IEA, 2014c）。例えば、米国の PJM と MISO、オーストラリアの NEM など

の大型の RTO は、多くの小さな制御区域を一つの大きな市場に統合することを狙いとし

て創設されている。同様に欧州の電力市場は、主に電力の越境取引を実現する目的で設

計されてきた。2014 年の 12 か国の市場連系の実施は、大きな成果である。 

再生可能エネルギーに伴う変動と予測誤差を平滑化するためには、市場統合を進める必

要がある。制御区域の拡大を必要とする地域もある。例えば、エネルギー・インバラン

ス市場（EIM）により、カリフォルニアは隣接区域との間で、インバランスのための資源

                                                                                 

16 訳注：電力分野においては、1990 年前後に米国を中心として始められた需給計画の考え方に

Demand Side Management や外部費用の取り扱い、いわゆる電力会社以外の電源などを取り込

んだ総合的な中長期の需給計画。 
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の共有が実現するだろう17。他の場合では、前日市場の統合に一定の進展が見られるが、

さらに短期の当日市場、リアルタイム、バランシング市場の統合も必要である。これは

ほとんどの欧州市場に当てはまる。広範地域にわたる市場の効率化に向け、強固な協調

体制と制御区域の統合が求められる。 

電力市場の地域規模の統合に向けては、まだ多くの障壁がある。市場統合の効率改善が

重要であるとすれば、大きな配分への影響も重要である。例えば、いくつかの市場では、

電力価格が上昇しており、統合の効率化を上回っている。市場統合のために、新しい連

系線への投資を決定する際に、規制機関は国内消費者の利益だけでなく、統合市場の広

範な影響を検討しなければならない（第 7 章）。地域の市場は、地域による統制が必要

である。 

効率的な送配電網投資 

電力システムの転換は、送配電網に関わる活動の課題も提起する。いくつかのマーチャン

ト送電線は例外として、送配電網は広く自然独占と見なされ、規制が必要とされる。1990
年代、欧州では、規制の刷新が行われ、独立経済規制機関が設立され、市場の統制を再現

することを目的としたインセンティブに基づく規制が導入された18。それでも、規制機関

と政府は、規制の枠組みを必ずしも脱炭素化に適応させているとはいえない。 

前述のように、電力市場の地域統合によるメリットを完全に享受するためには、国境を越

えた規制が必要であるが、まだ実現されてはいない。 

また、規制は技術の進歩と同調する必要がある。分散型資源とスマートグリッドがもたら

す新たな可能性を、効率的に展開し、統合していく必要がある。例えば、配電網に接続さ

れた再生可能資源を積極的に管理することにより、配電網への投資を削減し、遅らせるこ

とができる。これがうまく働かないと効率が下がり、再生可能エネルギーを供給する配電

網の容量拡大が必要となる一方、消費電力量、料金収入の低下につながる。オーストラリ

アが経験したように、新たな配電網への投資が電気料金の大幅上昇につながる場合もある

（第 8 章）。 

経済性 

低炭素電力への移行期においても、手頃な電気料金の維持は 優先されるべきである。

一部の国では、2005 年～2014 年にかけて、家庭用電力の料金が大幅に値上がりしており、

例えば、米国の約 150 US ドル/MWh に比べ、デンマーク、ドイツでは 300 ユーロ/MWh
に達する（第 9 章）。低炭素政策に注力する国においても、価格問題は深刻である。 

重要な問題のひとつは、エネルギー転換の費用を納税者の負担とするか、完全に電力消

費者に課すべきかの判断である。米国では、再生可能エネルギーは税額控除の形の補助

金で展開されており、財政収入を減少させている。一方、欧州では、再生可能エネルギ

ー政策のコストは完全に電力消費者が支払っている。欧州の方法では、電力消費者が電

力コストを全て負担するが、これには、産業政策のコストや再生可能エネルギーに関連
                                                                                 

17 訳注：カリフォルニア ISO が、再生可能エネルギー導入と安定供給を目的に、隣接する西地域

の電力会社と 2014 年に開始し、その後参加者を増やしているリアルタイム市場。 
https://www.caiso.com/informed/Pages/EIMOverview/Default.aspx 

18 訳注：監督官庁から独立した規制機関（例えばドイツの BnetzA など）が設立され、いわゆる

「インセンティブ規制」と呼ばれる規制（送配電事業者が効率化を達成した場合、そのメリ

ットが全て託送費等の値下げに回されるわけではなく、一部は送配電事象者の利益として還

元される）が導入されている。 
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した燃料の安定供給政策の費用も含まれる。しかし、電気料金を上げることは、エネル

ギー部門全体からの CO2 排出量を削減するために必要とされる運輸と熱の電化を妨げる。 

後に、政策立案者は、効率だけでなく社会的公平性に敏感である。原則的には、高い

CO2 排出量や電気料金によって引き起こされる所得分配の歪みは、一般課税や再分配によ

って補正されるべきであり、価格をさらに歪めることがあってはならない。しかし、実

際には、政策立案者は、電力などの公共サービスでは特に、安い手頃な価格を維持する

ことを重視する傾向がある。 

競争市場における発電事業者の未来 

多くの OECD 諸国の電力会社は、経営環境の浮沈を経験している。2000 年代には、健全

で、高い収益性と低い投資リスクと見られていたのに対し、現在では金融機関からは高

い投資リスクと不採算な部門と評価されている。欧州の電力部門は「投資不適格」とさ

れ（Financial Times, 2014）、5,000 億ユーロを失った（Economist, 2013）。2000 年代に新

たな発電所建設や買収に数十億ユーロを投資し、多くの電力会社は今後投資を追加すれ

ば、信用格付機関の評価はさらに下がることになる。 

この状況は、経済危機、需要低減や、送電網など規制対象の資産の売却など様々な要因

に起因する。また、再生可能エネルギー、分散型資源の台頭といった脱炭素化も関与し

ている。さらに、市場設計の議論にも影響がある。大規模で多様な電力会社の従来の役

目は、電力市場関連のリスク管理である。もし、今後その役目を果たせなくなる場合は、

異なったリスク選好を持つ他の投資家からの低炭素への投資が必要となるだろう。 

1.3. 電力市場のリパワリング 

卸電力市場の重要性 

低炭素電力システムのための将来の市場設計についての議論は、概ね二つの相対する陣

営に分かれる。「市場純粋主義者」は、市場価格を歪める政策介入をすべて排除し、気

候がもたらす影響を、炭素価格制度によって吸収したいと考えている。「気候変動プラ

ンナー」は、投資リスクを軽減するため、低炭素発電プロジェクトのための電力購入契

約に調達オークションを導入することにより、低炭素発電への投資リスクを 小限に抑

えたいと考えている。この論理を突き詰めると市場競争の放棄につながる。 

炭素価格制度だけでなく、電力の競争市場自体に問題があるだろうか？kWh のみの電力

市場が、2050 年の脱炭素電力システムの目標を達成できない場合は、限界費用価格に基

づく市場設計を見直すべきだろうか？この問題への注目度がますます高まっている。 

電力市場は本質的に変動しやすいのに対し、低炭素化技術は多額な先行投資による固定

費を必要とする。しかし、高い安定な炭素価格があっても、低炭素を目指す事業者には、

長期的に不安定なガス価格の下で、投資コストを回収できる保証はない。その結果、市

場リスクにより資本コストが大幅に増える。風力発電と PV の導入率が高い市場では、そ

れらの発電量が過剰なときに卸価格が低下するため、この問題はさらに深刻になる。従

って、kWh のみ市場での脱炭素化のコストは高額となり、脱炭素化の目標が達成されな

いリスクがある。 

これらの投資問題にもかかわらず、参入者数の増加に伴って大規模で複雑な電力システ

ムを 適に機能させるための卸電力市場がこれまで以上に必要とされていることは間違

いない。卸電力市場は次のことが可能である。 
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 地域内や複数地域を横断して点在する数百万もの分散型資源（DR、および貯蔵を

含む）の調整を確実に行う。 

 運用インセンティブを提供、つまり運用コストを 小限に抑え、システムが資源

をもっとも必要とする際に利用可能にする。 

 再生可能エネルギー発電技術をはじめとする異なる資源のシステムに対する相対

的な価値に関して透明性を与え、全体の意思決定を助ける。 

 電力システムの革新を促進する。 

これらについて、以下順番に議論する。 

市場が必要な第一の理由は、多くの資源の間で協調を行う必要があるためである。脱

炭素化に伴い技術の多様化が進み、資源は分散化し、消費地からの地理的な距離が遠

くなる。この状況は、送配電網の混雑の頻度を増加させる。電力市場取引をより動的

に行うことは、低炭素電力システムの運用効率化と費用削減の 大の近道となる。 

市場の仕組みによる資源の負荷配分調整のない段階では、垂直統合型の独占企業が、

比較的効率的にこの役割を担ってきたが、そこでは制御区域にある数十の発電所のみ

が対象となっていた。現在は、分散型資源の導入率の増加とともに、数千、あるいは

何百万もの分散型資源（DR、非常用電源など）の負荷配分を行う必要がある。 

また、電力システムの規模の利益を亨受するためには、相当広範囲の地域規模の市場

が必要である。非常に断片化されていた制御地域の間での電力取引の実現は、北米の

ISO や RTO の主要な目的であった。同様に欧州では、電力の越境取引に関連した利益を

得ることを唯一 重要の目的として、域内電力市場が創設された。大規模な市場は、

再生可能エネルギーの変動や予測の難しさを吸収し、風量と日照に恵まれた地域の可

能性を引き出し、 小費用の負荷配分を保証し、脱炭素化のコストを可能な限り削減

する。毎時または 15 分ごとに変化する取引スケジュールに都度合意していくためには、

透明性のある市場が不可欠である。 

電力市場が必要な第二の理由は、発電所の運転の効率化である。多くの実証研究により、

市場が効率性を高めることがわかっている。市場参加者を電気料金に晒すことは、それは

発電所と DR の資源が、それらの市場価値が も高い時に利用可能となること確かにする

効果的な方法であることから、効率化の効果的な手段である。もし、電気料金が高いとき

に発電所が運転できなければ、発電所の所有者は収入を大幅に失うことになる。しかし、

規制下の総括原価制度の下では、どのような状況でも収入が保証される19。 

電力市場が必要な第三の理由は、電力市場は投資のシグナルを送ることである。理由は第

2 章で詳しく述べられているが、現状の市場は、低炭素投資に十分なインセンティブを与

えない。それは、電力市場に影響する炭素価格等の政策に不確実性があるためである。し

かし、低炭素投資の価値を明らかにするために、市場は必要である。風力発電や PV の導

入割合が高い場合でも、市場における収入は投資コスト回収に必要な総収入の大きな割合

を占め、市場での収入が大きい程、投資効率は高い。 

例えば、新しい風力発電機の平均の市場収入は非常に低く、20 US ドル/MWh を下回るが、

平均卸売市場価格は 50 US ドル/MWh である。これは、新しい風力発電が追加されてもそ

の価値が低いことを示し、さらには異なる発電パターンをもつ他の低炭素化技術の方が適

切であるというシグナルと考えることができる。たとえば、均等化発電原価は風力発電よ

                                                                                 

19 訳注：これは規制が効果的に働かない状態に対応する。市場制度のもとでも規制が効果的に働

かなければ別の問題が生じる。 
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りも高くても、PV の市場での収入は 50 US ドル/MWh である。この収入ではコストを完全

には回収できないとしても、このような価値の違いは、投資判断の際に適切に考慮される

べきである。 

後に、電力市場には、電力部門における革新を促進する機能もある。新規参入者は、新

しい低炭素化技術や需要側技術を選択できる。また、市場がなければ、業界を独占する垂

直統合型独占企業は、脱炭素化のスピードを遅らせて、保有資産を守ろうとする可能性が

ある。 

市場は、革新技術を 大限に形成するよう、技術革新の動機付けを行う。革新によって

2050 年までに電力市場のあり方が変わる可能性がある。貯蔵技術と DR は、従来の電力市

場を変革する可能性がある。電池が電力を貯蔵し、消費者の DR が供給量に応じて負荷を

増減することにより、価格は安定し、単純な市場の仕組みでも十分に機能する可能性があ

る。また、現在注目されている風力発電や PV に代わって、バイオエネルギーが多くのシ

ナリオで重要な役割を果たすことも考えられる。 

卸電力市場を定義する 

これまでに述べた課題に対処するために、電力市場は短期、中期、長期の三つの期間で

構成されている(Cramton, 2015)。 

短期市場（分単位から時間単位） 

短期市場は、すべての電力市場の基盤であり、ほとんどの場合、前日取引とリアルタイム

取引という、二つの主要な市場で構成される。前日取引では、参加者が kWh の売買のため

に入札し、市場は翌日の毎時間の価格を設定し、公開する。発電ユニットは、これらの価

格に応じて調整される。その後、日中、変動し続ける需給バランスをとるための調整が必

要になり、その調整は、システム運用者または発電事業者が行う。欧州では、システム運

用者がバランシング市場でバランシングエネルギーの価格（図 1.8）を設定する前に、参

加者が当日市場のプラットフォーム上での電力ブロックを交換することができる。北米で

は、システム運用者がリアルタイムの価格を五分ごとに計算する。 

図 1.8  電力市場の各種構成要素の概観 

 
 

キーポイント：一連の相互に関連する市場が短期、中期、長期の需給バランスをとる。 

システム運用者はまた、発電所や送電線の事故停止の場合でも永続的にシステムのバラ

ンスをとるため、十分な柔軟性を必要とする。システム運用者は、周波数を回復するた

めに、運転予備力を含む多くの種類のアンシラリーサービスを調達する。名称は市場に

よりごとに異なるが、運転予備力は一般的に、周波数応答予備力またはプライマリリザ
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ーブ、瞬動および待機予備力が含まれる。これらの予備力は、システムに事故が発生す

ると、秒単位で調整を提供する。予備力は通常、総コストに占める割合は小さい（図 1.9
を参照）。バランスを調整するサービスの正確な定義は複雑であり、国ごとに異なる。 

短期価格は地点別の側面を持ち、送配電網における発電ユニットや需要の位置によって

変化する。米国は地点別限界価格を採用し、欧州では、電力価格は大きなゾーン内で均

一であり、多くの場合ゾーンは国境で設定されている。混雑やエネルギー損失のないシ

ステムでは、異なる場所でも同じ価格の場合があるが、送電線の混雑や損失を考慮する

と価格は場所により異なる。価格の場所による特性は、送配電網の異なるノードでの限

界費用の需要と供給のためのシグナルを送る。 

短期市場は、電力システムの柔軟性において重要な役割を果たし、その設計の詳細は再

生可能エネルギーの統合レベルに影響を与える。これらの市場はまた、地理的に広範囲

な市場での電力システムの統合に不可欠である。短期市場の価格は、中長期的な価格設

定の参照値となり、短期的にも長期的にも市場参加者への動機付けとなる。 

電圧調整、ブラックスタート設備と一次周波数制御予備力などを含む特定の技術的なア

ンシラリーサービスについては、量の面から比較的重要度が低いこと、その複雑さと多

様性を考慮し、本書では扱わないこととする。 

中期市場（月単位から三年） 

中期市場では、消費者が価格リスクをよりよく管理できる。うまく機能している市場で

は、短期的な市場に出る数か月から三、四年前に、ほとんどの kWh が取引される。中期

的な市場では、正式に組織化された市場で先物や先渡しの標準化されたプロダクトが相

対で取引される場合と、非正式にトレーダーや小売事業者の間で様々な量が取引される

場合がある。欧州の流動的な市場では、エネルギーの約 90%はこれらの中期市場で取引

されている。短期スポット市場は、中期市場で契約したものの消費されないエネルギー

と事前に契約していないエネルギーの買いの間の変動を解消するために基本的な役割を

果たす。 

長期投資市場（3 年から 25 年） 
長期投資には、三年を超えて運用する長期資産に関する意思決定が含まれる。これらの

対象期間を越えて、投資家は、長期的な需要の成長、発電量ポートフォリオや燃料価格

など、電気料金に影響しうるすべての要素についての長期の想定を行う必要がある。 

その結果として、二種類の長期市場がある。第一は容量のための市場であり、第二は事

前に設定された価格での kWh を取引する長期供給契約のための市場である。  

容量市場は、代表的には、三年～四年前に、システム運用者が必要な容量を（MW で）

調達したり、小売事業者に義務を課したりするメカニズムである。容量の入札では、発

電機や DR、ときには貯蔵や連系線など、さまざまな容量の資源が利用可能な発電容量の

価格を入札する。 PJM では、容量市場は、発電事業者の収入（図 1.9）の約 20～30%を占

める。容量は、実際に電力を生産しなくても、必要な場合に利用できるようにすること

が求められる。 

電力の長期供給契約には、電力購入契約（PPA: Power Purchase Agreement）または固定価

格買取料金が含まれる。契約期間は、原子力発電所等の長期にわたる投資に対しては、

10～35 年と幅広い。電力会社と独立発電事業者（IPP: Independent Power Producer）の間

でこの相対契約を結ぶことができる。しかし、何らかの義務や規制価格を通じて、新た

な投資促進を目的とした政府の介入がある場合が多い。これらの長期契約は、入札など

の調達メカニズムにより結ぶことができる。 
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図 1.9  PJM における電力供給コストの内訳 

 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

送電線

発電収入

サービスに対する請求額 (百万USドル)

kWh市場

アンシラリーサービス

容量市場

混雑と金融的送電権 (FTR)

送電サービスと送電網強化

 
Source : PJM (2015) 
 

キーポイント: 発電事業者の収入は、主に kWh 市場と、ある場合は容量市場から得られる. 
 

規制 

規制行為には、第一に送配電網が含まれる。発電事業者や消費者が支払う送配電網の使

用料金は経済規制の対象であり、投資利益率を含む資金コストなどコスト回収が保証さ

れる。また、規制価格には、接続料金、計画や送配電網への投資が含まれる。 

規制機関は通常、特に短期的および長期的な市場のために、市場ルールを承認する必要

がある。需給調整とアンシラリーサービスのための詳細な技術ルールは、規制対象の事

業コストを増加させる可能性があり、規制上の承認が必要である。容量市場は、自発的

に導入されるわけではなく、法律や指示・命令に基づいて政府や規制機関が決定する。

規制機関はまた、様々な市場における市場支配力を軽減する。 

長期契約の価格は、通常新たな投資を生み出すために規制され、開発技術の投資コスト

に応じて設定される。現在まで、再生可能エネルギーの要件を満たすために契約された

このような固定価格買取制度や電力購入契約などの長期的な価格は、市場価格より高く

設定されてきた。追加費用は規制機関によって計算され、賦課金の形で 終消費者にそ

のまま転嫁される。 

小売市場 

小売市場では、消費者が支払う料金は、それまでの市場と規制活動から生じるすべての

費用を賄う。この料金は、エネルギー費用、容量費用、送配電網費用、様々な各要件に

伴う費用、そして、特に再生可能エネルギーについて、税金などを含む。大規模な産業

需要家を除いて、一般消費者は電力市場への直接参加に積極的でなく、小売事業者から

必要な電力を購入する。短期市場の変動を直接経験する一般消費者はほとんどいない。

小売事業者は、通常は、単純な価格構成の小売料金体系を提示する。 

欧州、オーストラリア、米国の一部の州では、小売市場の自由競争が導入されている。

この制度では、小売事業者は、競合しながら電力を販売し、 終消費者が選択できる販

売提案を行う。提案内容は、提供する電力の性質（例えば、グリーンエネルギーかそう

でないかなど）、平均価格、料金構造や時間による差などの点で異なる。一部の小売事

業者はまた、提案内容にエネルギー消費、さらにはビハインド・ザ・メーターの発電や

貯蔵の管理サービスを組み込む場合もある。 



電力市場のリパワリング 第 1 章 考え方と主要な課題 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  
 

 

Page |43 

低炭素化政策と電力市場の相互作用 

市場の設計や規制の枠組みにおいて、低炭素電力への移行は主要な課題である。炭素市

場が導入されれば、短期および中期の市場価格に、そしてある程度は長期契約価格に反

映される。しかし、政府は同時に省エネルギー、再生可能エネルギー、そして場合によ

っては原子力発電や CCS も推進しており、政策の多角化は、すでに複雑な一連の市場を

一層複雑化する。 

低炭素政策と電力市場の設計の相互関係は、意図しない結果をもたらすことがある。炭

素価格が電力市場での価格を上昇させる一方で、再生可能エネルギー政策や省エネルギ

ー政策が電力の卸価格を低下させるという、逆の効果を招いている。この状況は、原子

力発電や CCS、さらに再生可能エネルギーまでを含む低炭素投資の市場における動機づ

けをより難しくしている。 

同様に、再生可能エネルギーの導入は低炭素発電を増加し、欧州での排出量上限の達成

を容易にし、炭素価格を低下させる可能性がある。そこで、電力市場は、安価な石炭火

力発電所に負荷を配分し、炭素排出は少ないもののより高価なガス火力発電所を淘汰す

る可能性がある。この事態は、再生可能エネルギーが成長しても、CO2 排出量が削減され

ないという逆説的な状況を生み出す。EU の排出権取引制度における炭素価格の崩壊過程

は、経済危機や国際炭素信用取引の流入といった複数のその他の要因の反映である。炭

素市場設計は、これらのリスクへの対処が可能であり、EU の ETS 内に新たに設置された

市場安定化リザーブ制度は、外因性の出来事と政策との相互作用によるリスクに対処し、

炭素市場を安定化させることを目指している。 

再生可能エネルギー支援政策は、再生可能エネルギーの導入には成功しているが、複数

の国で再生可能エネルギーは電気料金を大幅に増加させた。風力発電や PV の急速な普及

は、ピーク需要を満たすには十分とはいえない状況で、従来の火力発電を淘汰しつつあ

る。第 2 章と第 4 章で説明しているように、この事実は、容量市場の導入を正当化する

理由の一つとなっている。 

逆に、容量市場は、異なる政策手段の間の不整合を示す別の例といえる。石炭火力によ

る発電の低減が求められている一方で、容量市場の導入により、石炭火力発電所を利用

可能な状態に維持する追加の収入を与えることになると、多くのアナリストが考えてい

る。利用可能であるだけに、石炭火力発電所の稼働時間が長くなり CO2 排出量が増える

か、将来的により高い炭素価格が必要となる可能性がある。容量に報酬を与えるメカニ

ズムは、CO2 の排出量の削減を意図するものではないが、複数の目的を果たすために用い

られてきた政治的な構成物である。 

多様な政策が、ときに電力部門が目指す変革と必ずしも整合しない意図せぬ内容で相互

に関連していることは明らかである（OECD, 2015）。 
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第 2 章 低炭素発電への投資 

概要 

 低炭素発電への新規投資を呼び込むために、高い炭素価格の導入が必要であり、

これは気候変動の外部性を内部化する効率的な方策である。しかし、この取り組

みは長い時間を要する可能性が高く、将来の投資家の市場リスクに対する意識を

高めることを、政府は認識しなければならない。 

 2050 年までに、炭素価格を含むエネルギー（kWh）価格に基づく市場（kWh の

み市場）により、複数のシナリオの下で低炭素電力システムへの移行が推進でき

るとされている。このシナリオでは、デマンドレスポンス（DR）の利用が進展

しエネルギー貯蔵コストが下がる場合、または、炭素価格とガス価格が、報酬を

含む低炭素投資の費用を回収できる十分高い水準まで卸売価格を上昇させる場合

などが考えられる。 

 より根本的に kWh のみ市場の設計を試みるシナリオもある。例えば、風力発電

や太陽光発電（PV）の導入率が非常に高いという特徴を持つシナリオの場合、卸

電力価格が低下し、高い先行投資費用の回収が滞る可能性がある。同様に、分散

型電源が新たな投資の大半を占める場合、小売料金の役割がより重要になると考

えられる。 

 いずれの場合も、市場価格によって、異なる低炭素化技術の相対的な価値に対

し、市場は非常に重要なフィードバックループを提供できる。低炭素発電は、そ

の収入の相当な部分を市場から得ることができる。低炭素発電を市場に完全に統

合することで、低炭素プロジェクトの市場価値を 大化するインセンティブを与

えることができる。 

 しかし、電力市場からの収入だけでは必要な速度と規模での低炭素投資が実現さ

れない可能性がある。現時点では、欧州と北米の卸電力価格は、30～50 US ドル

/MWh の範囲にある。現在の卸電力価格は、この投資コストの回収にはあまりに

も低く、もし急激な低炭素投資が長期にわたり需要を大幅に上回る過剰設備を牽

引する場合、移行期間のほとんどで低いままになると考えられる。 

 低炭素発電への移行期には、政府は長期の仕組みを推進すべく介入を行う必要が

ある。低炭素投資は、資本集約的であり、その費用構造は、炭素の価格リスクと

化石燃料の価格リスクが存在するため、短期的な限界費用とはうまく適合しない

。これに対し、長期的な仕組みは将来への予見性を与え、投資家のリスクを軽減

し、資金調達コストを低く維持することができる。これらの仕組みは、技術固有

であり続けると考えられる。 

 例えば、炭素価格を上昇させながら調整する市場プレミアムという形で支援を提

供する場合、市場価格のリスクを軽減しながら、低炭素投資の市場への統合に貢

献すると考えられる。 

 市場収入に加えて、オークションにより、（低炭素電源の市場への統合に）必要

な支援水準の決定に競争を導入することができる。オークションにより、コスト

と市場予想に関する情報の非対称性を低減することができる。 

 

低炭素発電所の建設に資本を呼び込む場合、投資家は低炭素エネルギーへの転換の政策

と技術に「賭ける」ことになる。低炭素発電所への投資の一部は、炭素排出削減目標と

は関係なく、純粋なコスト競争に基づいて行われる。しかし、コスト競争では投資が不
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十分である場合には、政策立案者や規制機関は現在、低炭素投資を奨励するために、こ

の「賭け」の費用を負担するための二つの方策を採る。第一の方策は、化石燃料発電に

対して炭素排出に規制を課すことであり、その方法は炭素価格に限らない。第二の方策

は、長期の電力購入契約（PPA: power purchase agreement）を含む、様々な形態の特恵的

な取り決めを提供することである。 

電力部門を脱炭素化するための政策の開始当初、多くの政策立案者は、脱炭素化を確実

にするために高い炭素価格の導入に焦点を当てた。この価格方策は、気候変動の外部性

を補正する標準的な展望に対応するもので、炭素税やキャップ＆トレード方式の排出市

場の形態がある。この種の方策は、2003 年に欧州連合（EU）、2008 年から米国の一部

とカナダ、2015 年 1 月から韓国に導入され、2016 年から 2020 年の第 13 次五カ年計画の

一環として、国営炭素市場が中国にも導入される（World Bank, 2015）。理論的には、炭

素価格の強化とそのシグナルの到達範囲を拡大することで、将来の低炭素発電への投資

を奨励し 2050 年の目標達成を十分可能にすると考えられる。しかし、これらの方策は卸

電力価格を非常に高くかつ不安定にする可能性があり、炭素価格が政治的に難しいこと

が多くの国で証明されている。 

実際には、炭素価格に加え、（風力発電、PV、バイオマス発電などの）新しい低炭素化

技術への 近の投資は、通常、固定価格買取による特恵的な長期の PPA の形で、低炭素

化技術の導入を推進するための追加措置による恩恵を受けている。このような長期契約

の大半は、何らかの形で政府によって支えられている。このような契約は、多くの場合、

低炭素投資に補助金を出すだけでなく、電力市場のリスクから投資家を保護する。 2014
年までに、水力発電以外の再生可能エネルギーは、OECD 諸国の発電電力量の 6.3%に達

した。 

このモデルは、原子発電所や水力発電所の多くが垂直統合された独占体制の電力会社が

直接資金を調達し、建設した旧来の低炭素発電所とはかなり異なっている。これらの発

電所も 終的には廃止されるので、新たな低炭素電源導入のニーズが生じることになる。

特に経年化した原子力発電所を別の電源にリプレイスしたり、耐用年数前に廃止したり

することを選択していない国において、そのニーズが生じる。近年では、原子力発電と

水力発電は、OECD 諸国の総発電量の約 1/3 を占めており（2014 年時点で 31.9%）、原子

力発電だけで 2014 年にはおよそ 18.4%で（2005 年の 22.4%から低下）、水力発電を除く

再生可能エネルギーの三倍の発電量である。 

また、過去十年間の欧州では、気候政策を取り巻く不確実性が組み込まれたエネルギー

政策と経済全般の相互作用から生じる予想外の結果が数多くみられた。欧州において、

伝統的な電力会社の経営者らは、「電力部門は『投資不適格』になっており(Magritte 
Group, 2015)、現在の政策枠組みは、EU のロードマップのシナリオの下での想定される

規模での新しい低炭素投資を実現する十分なインセンティブを提供しそうではない」と、

述べている。 

その結果、炭素価格政策と長期 PPA 方策の間で目に見えて緊張が高まっている。一部の

利害関係者は、特恵的な長期の PPA による低炭素投資のインセンティブに依存すると、

低炭素発電のための規制市場と従来の電力のための競争的市場という形で、市場の分断

につながる可能性があると主張する。また、既存の政策の目的は気候目標の達成だけで

はないこと、高い炭素価格を実現することは政治的に困難をともなうことにより、炭素

価格「一本槍」の気候変動政策では、不十分であるという主張もある。 

本章では、この状況の中で、脱炭素発電の投資ニーズに関連した市場設計に関する短い

議論を行う。まず始めに第 2.1 節では、 終目標、すなわち 2040 年または 2050 年に脱

炭素化した電力部門を構成する技術群と、これらのそれぞれが市場の機能に対して持つ
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意味を考える。次の第 2.2 節では、移行期間中の低炭素発電への投資の減少といった

様々な市場や規制の失敗について議論する。 後の第 2.3 節では、野心的な脱炭素化を、

非効率な「ハイハイの後に全力疾走」というやり方ではなく、着実な「歩みのペース」

で達成するためには（何らかの）介入が必要であり、一定範囲の実現可能な手法と、そ

こに含まれる代表的な得失について説明する。 

2.1. 電力市場設計と低炭素電力を結び付ける：何を目指す

か？ 

脱炭素化への投資を促進できる電力市場設計は多面的な課題である。中心となる目標に

は、外部性への価格設定、資本集約的な技術への投資を可能とする報酬の提供、既存の

高炭素発電への束縛の克服に加えて、柔軟性資源への十分な投資を確保する中での運用

効率の確保がある。 

脱炭素電力システムを作り出すことができる電力市場を設計する際には、これらの課題

の二つの要素を区別する必要がある。 

 第一は、将来の完全な脱炭素システムの電源ミックスの姿に関する問いである。こ

れは、低炭素電力システムでどの技術が利用できるかを中心に展開し、再生可能エ

ネルギー、原子力発電、炭素回収貯留(CCS: carbon capture and sequestration)、電力貯

蔵や DR などの相対的な可能性と費用の問題であり、それぞれの技術はまだ開発中で

ある。 

 第二の要素は、第一の要素と関係し、電力市場の設計の現在の枠組みがこれらの状

況下でどこまで適用可能かという問題である。 

この点に関して、度々議論される問題は、短期的な限界費用に基づく価格では、技術に

関するコストが必要とする高い水準の資本支出を賄えないということである。これは、

脱炭素の程度に関係なくすべてのシナリオの特徴である。これは本当の問題なのかまた

は間違いなのか？ 

低炭素市場の設計と技術の選択肢 

電力には他のコモディティとは異なり、既存のシステムの設計を形作ってきた三つの顕

著な特徴がある。まず、電力需要は非常に変動しやすく短期的には価格弾力性が小さい。

第二に、需給システムを技術的に健全に保つ（すなわち、50 Hz あるいは 60 Hz といった

目標水準にシステム周波数に維持する）ために、需給がリアルタイムで均衡した送配電

網を介してのみ、電力を輸送することができる。第三に、電力エネルギーは現在、合理

的な費用で大量に貯蔵することはできない20。これらの結果、卸電力市場の価格は非常に

変動しやすく、電力取引は送配電網の物理的な要件によって制約される。 

2050 年までには、これらの多くの制約は技術の進歩によって克服されている可能性があ

る。第一に、蓄電技術は、数秒から数時間の短期的な利用と、（PV の導入に重要な）日

中から夜間にわたる利用の両方において、進歩している。数日の気象パターンや季節の

周期に対応する長期のエネルギー貯蔵を提供する技術も研究されている。短期的な蓄電

池への莫大な投資は、電気自動車（EV）への投資と、PV とモバイル情報技術（IT）アプ

リケーションとの相乗効果によって推進されている。これはリアルタイムで電力供給と
                                                                                 

20 揚水発電以外のバッテリー、キャパシタ、圧縮空気貯蔵などのエネルギー貯蔵量あたりの費用

は高価な状況である。 
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需要のバランスをとる必要性を排除するものではないが、貯蔵技術はピークロード電源

およびミドルロード電源を大きく削減し、資本集約的なベースロード電源をより有効に

活用できる可能性がある。より大胆なシナリオでは、貯蔵技術が発電ミックスに大きな

影響を与え、出力が変動する資源のはるかに高い導入率を実現する可能性もある。 

第二に、DR の技術は成熟した手法であり、大規模な産業の消費にある程度の柔軟性を与

える。業務および家庭部門の遥かに大規模だが非常に細分された潜在力の活用が、コス

トが減少し続け急成長する IT の能力により可能となりつつある。貯蔵に関しては、DR は

ピークロードとミドルロードの発電所の必要性の低減に貢献し、低コストの電力が利用

可能であるときに需要を増加させることによって発電余剰を軽減する。ピークロード電

源とミドルロード電源の技術は、数十年の間、電力部門の「聖杯」であり、技術の進歩

はそれらが不要となる世界の実現の可能性を示している。 

供給面では、さまざまな低炭素発電技術が利用できる。低炭素への移行や現在の技術開

発は、大量の発電が、出力が変動する再生可能エネルギー（VRE）により行われる未来を

強く示している。しかし、VRE 発電を補う原子力発電と CCS の相対的な役割の予測は難

しい。これらすべての代替案は、少なくとも費用面を含めて技術開発の不確実性があり、

社会的受容性および/または消費者の理解についての疑問もある。 

利用可能な技術の数を制限すると、市場設計についての疑問における合理的な仮定の設

定は急激に複雑になる。原子力発電を許容できない場合、および、CCS の実施による CO2

貯蔵ができない場合や、持続可能なバイオマス発電を使用する可能性に制約がある場合

には、他の代替案が排除され、風力発電や PV が解決策となる可能性がある。複数の研究

が、再生可能エネルギーで電力需要を 100%賄うことが技術的に可能であると結論付けて

いるが、これらのシナリオは、DR とエネルギー貯蔵なしでの VRE を想定していない21。

発電出力を先送りするオプションのない限界費用の低い発電（たとえば、供給側にエネ

ルギー貯蔵のない VRE）だけが短期のスポット市場の入札の参加者というシナリオのも

とでは、競争市場という環境下でコストを補うための十分な収入を得ることは難しいと

考えられる。 

長期的な市場設計の議論は、技術の将来の利用可能性と受容性に関する不確実性のため、

かなり難しい。さまざまな可能性に基づく将来は、図 2.1 に示す二つの軸による四つの

技術的な帰結のマトリクスで表される。横軸は利用可能な低炭素発電技術の数であり、

水力発電、風力発電、PV だけでなく、バイオマス発電、原子力発電、CCS も含まれる。

縦軸は、需要と貯蔵技術による柔軟性の開発を可能にする程度を表す。現在のこれらの

技術レベルは比較的低く、今後数十年をかけた改善が期待される。 

                                                                                 

21 訳注：PV、風力発電を主体とした再生可能エネルギー発電の導入を主体で考えた場合、それら

の我が国での利用率がそれぞれ 12～15%、20～40%であることを考えると、再生可能エネルギ

ーの導入率を 100%に近づける領域では、DR の大きな効果は限定的であり、本書の少し先で水

力発電の例で述べられる複数年のおける再生可能エネルギー発電の出力変動への対応以前で

も、莫大な量のエネルギー貯蔵が必要となる。 
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図 2.1 市場と技術のマトリクス 

 
 

このマトリクスは、市場設計のための四つの起こり得る将来を示している。 

 「多様化した供給」は、利用可能な低炭素化技術が異なるコスト構造を持つ状況に

対応する。資本集約度は、より広い範囲で今日のシステムより高くなるが、原理的

には、既存の市場設計が高値で安定した炭素価格との組み合わせでうまく機能する

ことも期待される。そのためには、低炭素排出に関する一定の技術を衰えさせず維

持する必要があり、これによりゼロではないが非常に低い CO2 排出につながる。 

 「限られた技術」では、風力発電と PV（VRE 発電）が大きく支配的になり、いくつ

かの国は原子力発電からの撤退を決定し、商用規模の CCS は準備ができていない。

一方、DR と貯蔵技術による柔軟性は限定的なままというシナリオである。このシナ

リオ下での脱炭素化は、ピーク需要を大きく上回る設備容量（の PV と風力）が必要

になり、ほとんどすべての時間において低い限界費用での発電が電力価格を決める

状況になる。限界費用による kWh 価格の設定では、先行投資の費用回収が確実に行

われる水準になることはほぼない。しかしながら、この場合には、他の負荷配分可

能でベースロード電源となる再生可能エネルギー、すなわち水力発電、地熱発電、

バイオマス発電等の革新や投資への圧力を結果的に生み出すことが期待される。 

 「VRE プラス柔軟性」は、VRE と非常に柔軟な貯蔵技術と反応のよい需要との組み合

わせを表している。これにより、電力を比較的長期間にわたり貯蔵することができ

る。このシナリオでは、高い柔軟性が電力価格の変動を平滑化するが、時間毎の価

格差は、貯蔵技術と DR への投資を推進する上で依然として重要と考えられる。22 

 「コモディティ」は、多様な技術が利用可能で、電力を貯蔵し、需要を電力の利用

可能量によって調整できるようになる将来を意味する。出力が変動する電源もベー

スロード電源も、 大限のフル出力で使うことができる。これにより、電力市場は

、他のコモディティ市場（ガスなど）とより同等なものとなり、その市場における

価格は、数日または数ヶ月の期間ではほとんど変動しないことになる。 

これらの可能性の考えられる未来の中で、「限られた技術」から「VRE プラス柔軟性」

または「多様化した供給」への移行による利用可能な技術のポートフォリオを増加させ

ることの利点は明らかである。その選択は、エネルギー貯蔵や DR を増加させる可能性に

決定的に依存する。貯蔵技術のコストが著しく低く、需要が価格に対してより反応すれ

ば、「コモディティ」シナリオの実現可能性はより高くなる。もし風力発電や PV の発電

出力を経済的に貯蔵できれば、CCS 付き発電や原子力発電など 24 時間いつでも発電でき

る電源の出力を貯蔵することもまた容易になる。この「コモディティ」シナリオにおい

                                                                                 

22 訳注：究極の低炭素化状況における市場の想定として重要である。 
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て、電力の需要と供給の変動を一致させるためのコストは、電気料金の変動が滑らかに

なるために十分低くなるはずである。 

今日、水力発電が支配的な電力システムは、「コモディティ」シナリオの電力システム

がどの程度の機能を有しているかという興味深い洞察を与える。例えば、ブラジルでは、

水力発電によって一週間から二週間の電気料金を非常に安定な状態に維持できている。

貯水池の水量が十分でない場合、ガス火力発電を行う必要があるが、それにより水力発

電の機会費用が決まる。このため、短期の電気料金の変動は、完全にはなくならないま

でも、大幅に低減される。しかし、近年ブラジルでは、継続した渇水状況のため、この

モデルでの運用は厳しい状況になった。この状況は、2℃シナリオの下でさえ、深刻化す

る気候変動の結果として世界の一定の地域では頻繁に起きるようになると考えられる。

水力発電が支配的な電力システムの他の例は、カナダやノルウェーに見られる。それら

のすべての電力システムで、季節や年を跨ぐ供給側の変動の重要性が注目されている。

年を跨ぐ変動は、風や日射の資源よりも水の方が大きい。 

要約すると、2050 年における低炭素電力市場の設計は、重要な技術が使えるかどうかに

依存する。より多くの VRE 資源が電力システムに統合されるに伴い、新規投資のコスト

を回収するための限界費用による価格設定に基づく市場の機能はますます重要な課題と

なり、この機能の実現は DR とエネルギー貯蔵の技術進歩に依存すると考えられる。 

資本集約的な投資：インフラへのファイナンスをめぐる難問 

今日の低炭素発電技術の一つの特徴は、設備容量の kW あたりの先行投資コストが、ガ

ス火力発電所よりも通常 2～5 倍高いことである（図 2.2）。稼働時間が大きければ、高

い資本コストは、風力発電、PV、原子力発電の低い燃料費によりある程度相殺されるが、

風が吹いているか、太陽が照っているときにのみ VRE は発電するため、PV や風力発電の

設備利用率（又は、負荷率）は相対的に低く、PV は 9%～30%、風力発電は 20%～50%の

範囲にある23。後述するように、高い先行投資コストは、市場の仕組みはどうであれ、低

炭素投資に関わる大きなリスクである。 

低炭素投資プロジェクトの規模と成熟度は様々である。大規模な水力発電と原子力発電

所は、多くの電力会社によって大規模プロジェクトとしてよく理解されている。PV と陸

上風力発電はより 近の技術であるが、現在はより多くの市場において成熟している。

洋上風力発電と CCS は、成熟度が低く、依然として技術リスクのある大規模プロジェク

トである。大規模なコスト削減にもかかわらず、ほとんどの低炭素化技術はまだ比較的

設備費が高く、その一部は低炭素電力システムへの移行期を通して高価なままである可

能性がある（IEA, 2015 参照）。 

その結果、政策立案者は一般的に、低炭素投資プロジェクトの資金調達の促進に関心を

持っている。 

                                                                                 

23 訳注：利用率は、地球上の様々な場所における風や日射の強度と変動特性で決まるものである

が、近年、風力発電のミルの発電特性の向上や太陽光発電モジュールの価格低下に伴い、こ

れらを連系容量に対し大きな容量での設置など、システムとしての利用率を上げる試みが行

われている。 
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図 2.2 英国における 2020 年までの各電源の均等化発電原価の内訳（割引率 7%） 
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注：CCGT=コンバインドサイクル・ガスタービン 
Source: IEA/NEA, 2015. 

 

再生可能エネルギーへの投資は、主に電力会社とプロジェクト開発者のバランスシート

を介したコーポレートファイナンスを通じて行われ、今後も同様と考えられる。このよ

うなプロジェクトは、開発者のバランスシートに基づいて融資を受けるため、開発者の

負債と資産を購入する投資家の意欲、ひいては開発者の信用価値とバランスシートの健

全性に依存する。特に、資本が安定した国有企業は、多くの場合、そのバランスシート

上でプロジェクトへの融資をうまく位置づけることができる。しかし、開発者のバラン

スシートに制約がある場合は、プロジェクト・ファイナンスが、資金調達メカニズムの

選択肢となる24。 

資本集約的投資の資金を低い費用で調達するには、収入の確実性が求められる。例えば、

陸上風力発電は、ブラジルと米国では約 50 US ドル/MWh、エジプトでは 41 US ドル

/MWh での入札がすでに報告されている。PV プロジェクトについては、ドバイでは 58.4 
US ドル/MWh、南アフリカでは 63 US ドル/MWh で入札されている（IEA, 2015）。 

資本集約的投資の資金調達は、収入が不確実でも可能であるが、その場合、資本コスト

が高くなる。長期的な不確実性のもとで、可能な限り低い資本コストでの資本集約的な

プロジェクトの資金の調達は、非常に難しい問題である。低炭素エネルギーへの転換の

実現には、新たな解決策が必要となる。 

高い固定費の存在自体は市場の欠陥ではないため、それが規制の介入を正当化する理由

にはならない。多くの場合、「高い固定費を伴う産業は、限界費用価格に基づく市場設

計で、そのコストを回収することはできない」と言われている。例えば、風力発電機の

固定の資本コストが高く、発電の限界費用が低いことは事実である。しかし、これは、

再生可能エネルギーが自然独占であることを意味するものではない。ほとんどの低炭素

電源はモジュラー構造を持つので、投資家のリスク負担をおさえつつ新しい発電所への

投資費用を十分回収できる発電収益があれば、風力発電や PV の発電所の建設は可能であ

る。 

インフラ融資についての難問は、資本投資に対する報酬を含む投資コストの回収のため

に必要なキャッシュ・フローに関連するリスクに大きく起因する。代表的なプロジェク

トのキャッシュ・フローを、図 2.3 に示す。 

 

                                                                                 

24 訳注：ここでは、開発企業の財務構造による、コーポレートファイナンスと、プロジェクト・

ファイナンスの違いについて述べている。 
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ここで注意すべきことは以下の点である。 

 初の電力価格 20 US ドル/MWh で、運用・管理コストは回収できる。 

 80 US ドル/MWh の価格が十分なものと仮定すると、これは投資コストの 75%に相当

するプロジェクト債務の元本と利息を返済するための資金源となる。おそらく貸し

手は、各四半期で保証される収入が返済可能な額を超える融資をすることを拒否す

ると考えられる。 

 その場合、残りは株式で資金を調達しなければならず、株式投資家は、投資利益率

が合理的な収益を確保できるように、市場価格が 100 US ドル/MWh のあたりに十分

な頻度で到達することを確認できる必要がある。電力価格が 80 US ドル/MWh より低

い場合は、株式投資家が投資資金を回収できない。電力価格が 80 US ドル/MWh を下

回る場合は、キャッシュ・フローは、債務の返済には不十分となり、これは、プロ

ジェクト・ファイナンスにおける債務不履行につながる。 

図 2.3 風力発電プロジェクトのキャッシュ・フロー 

運転維持費 債務返済 *
（元利）

株式のための
キャッシュフロー

*債務についてプロジェクト・ファイナンス 75％と金利 5％を仮定した 20年間平均

120 USドル/
MWh

80 USドル/
MWh

株式配当= 12%

負債を返済

電力価格範囲

20年間の運転維持と

債務返済に

必要な価格レベル

 

 

石油のような市場価格リスクの高い産業では、投資家は通常、高い収益性をもつプロジェ

クトを選択するという選択肢を持つ。たとえば、新規の石油のプロジェクトは、80～100 
US ドル/バレルという市場環境のもとでも、通常、40～50 US ドル/バレルの基準損益分岐

価格で開発された。低炭素投資の場合には、（低い資本コストの場合でさえ）コストを回

収し、市場価格リスクに見合った報酬を確保するほどには、市場価格は十分高くはない。 

理論的には、市場価格に炭素価格を加えることで問題は解決できる。しかし、炭素価格

の水準について完璧な確実性を仮定しても（価格帯[上限価格と価格下限で決まる]がなけ

れば、キャップ＆トレード制のもとでは実現しにくい）、化石燃料価格と連動した不確

定な電力価格を補償できるように、炭素価格は十分高い水準にしなければならない。リ

スクの高い投資を誘引し報酬を与えるために必要な炭素価格の水準は、これまでのどの

炭素市場の価格よりもはるかに高い可能性がある。脱炭素化に向けた一つの重要な成功

のための要素は、脱炭素化にかかる費用を可能な限り低く維持することである。この難

問の解決方策として、高リスクの投資の資金を調達するために、低コストの資本を誘引

することが含まれる。 
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分散型発電と小売料金の設計 

再生可能エネルギー発電は、概して送電網より配電網に接続される傾向がある25。風力発

電や PV やバイオマス発電により配電網の運用方法が変化しても、伝統的な規制の枠組み

はかなり強固に残っている。発電された電力は、公共の送配電網に注入され、他の顧客に

供給される。この発電電力は、計測・課金され、重要なことに、課税の対象でもある。 

ボックス 2.1 2050 年の電力価格のモデリングから何が分かるか？ 

価格の問題を検討するための一次近似として簡略化された給電モデルの説明の具体例とし

て、欧州の冬の 2 月についての国際エネルギー機関（IEA）のエネルギー技術展望（ETP）モ

デルのデータを使用する。シナリオは、前頁（図 2.1）で示したマトリクスの「供給の多様

化」シナリオに対応し、多様な発電技術と比較的少ない DR と貯蔵容量からなる。 

ETP 2014 の IEA 2℃シナリオ（2DS）では、2050 年までに電力はほぼ完全に脱炭素化され

る。従来型の化石燃料発電は、欧州ではほぼなくなっている。電力の 60%以上は、原子力発

電（21.5%）、風力発電（31%）、PV（11%）といった、全て低い限界費用の技術の組み合わ

せとなっている。図 2.4 に示すように、風力発電や PV の出力の変動により、60 分コマ価格

は高い価格の時間の間に深い峡谷のある「峡谷の風景」の様相である。ガス火力発電や石炭

火力発電（10%）はほとんどの場合は CCS と組み合わされ、これらが必要な時間帯での価格

は高い。一方で、風力発電と PV の出力が大きい時間帯では、価格はゼロまたは非常に低い

値となる。供給が需要を超えたときにある程度の出力抑制がしばしば適用され、送配電網の

安定性の制約が問題になったときは安定供給のための出力抑制が行われる。 

図 2.4 2050 年の電力価格（3 週間の抽出） 
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ETP2014 において提示された IEA 2℃のシナリオ（2DS）では、電力は 2050 年までにほぼ完

全に脱炭素化されている。 

風力発電や PV の出力は、天候に依存するために、各タイプの全ての発電所は同時に運転す

る傾向がある（これは時に、自己相関効果または共食い（cannibalisation）効果と呼ばれ

る）。風力発電や PV の出力が高い場合、システムの柔軟性の水準に応じて、低いまたはゼ

ロといった電力価格につながる。 

                                                                                 

25 訳注：欧米では、日本における 66 kV 級の送電線を配電と分類することが多いため、この表現

となる。 
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ボックス 2.1 2050 年の電力価格のモデリングから何が分かるか？（続き） 

図 2.5 に示すように、60 分コマの卸市場価格は、一年間 8,760 時間分を価格の高い順に並べ

た価格の持続曲線で表すことができる。システムの安定性の維持のために従来の同期発電機

容量の 20%の運転が必要と仮定すると、2050 年の卸売価格は、年間約 1,000 時間でゼロ、ま

た、全時間の 1/3 の時間、年間約 3,000 時間で 0～20 US ドル/MWh という非常に低い価格と

なり、風力発電と PV が発電全体の 43%を占める。 

この「価格抑制」効果により、発電事業者が期待できる市場収入が減少する。2050 年まで

は、平均卸価格は 78 US ドル/MWh と比較的高い水準を維持すると試算されている。限界費

用ゼロでの発電時間の増加は、100 US ドル/t-CO2 という高い炭素価格で相殺され、3,500 時

間以上で 60 分コマ価格を 100 US ドル/MWh 以上に引き上げている。価格は乱高下するが、

平均としては持続可能な範囲にとどまっている。平均価格は VRE の増加に伴って低下する

が、ほとんどの従来技術と原子力発電は、多様な供給シナリオにおいて完全に脱炭素電力シ

ステムに近い場合でも大きな収入を期待できる。 

図 2.5 ETP シナリオに基づくモデルによる 2050 年の価格持続曲線 
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風力発電や PV が多く発電し、電力価格がゼロまたは低くなる結果、VRE が市場から得る収

入も平均市場価格を下回るまでに急速に下落する。 

2050 年までに風力発電が発電電力量全体の 31%を占めるまでになり、その市場からの収入

は平均 40 US ドル/MWh または平均市場価格の 50%となる。これは、2050 年までに 60 US ド

ル/MWh 程度になると考えられる陸上風力発電の均等化発電原価（LCOE）の 2/3 である。こ

のモデルでは既存の風力発電出力の時系列を比例拡大したものを使用しているため26、高い

導入率においては、新しい風力発電機のモデルよりも市場価値を低く見積もる傾向があるこ

とに注意が必要である。 

PV は 2050 年までに電力の 11%を占めるにとどまり、その市場からの収入は平均 70 US ドル/ 
MWh あるいは平均市場価格の 90%となる。PV の市場収入は、2050 年までに電力会社規模

の PV の LCOE に近づく。 

                                                                                 

26  訳注：ならし効果が反映されていないということを述べている。 
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ボックス 2.1 2050 年の電力価格のモデリングから何が分かるか？（続き） 

これらの状況と照らし合わせると、2050 年において、低炭素電源の収入に電力市場収入が

占める割合は比較的高い。このモデルの結果は理解しやすいが、それは様々な面での多くの

単純化された仮定の上に成り立っている。一方で、これらの結果を導き出したモデルでは、

出力増加と起動停止の高い費用の原因となる従来電源の技術的制約を完全に取り込んでおら

ず、また、代表的なある一年のみに基づく考察である。また、このモデルは、より高い電力

価格につながる需要の極端な増加を取り入れておらず、平均電力価格の上昇につながるエネ

ルギー貯蔵やデマンドシフト容量に関するより楽観的な仮定を入れれば、（電力の）ゼロ価

格時間が減る。全体として、このモデルはほぼ確実に間違うことになるが、不確実性は様々

な方向に働く。 

更に決定的なことは、このモデルでは、外生的に容量ミックスを与えていることである。風

力発電や PV の導入率が非常に高いシナリオでは、平均電力価格の低下を引き起こし、風力

発電と PV の市場収入の低下につながる可能性がある。これとは対照的に、すべての低炭素

化技術に対し「kWh 市場からの収入でそのコストを賄う」という要求を課せば、2050 年ま

での電源ミックスは大きく変わる可能性がある。たとえば、Lion Hirth（2013）は、様々な仮

定の下で風力発電の 適導入率を計算している。風力発電の変動が計算結果に大きな影響を

与えることから、多くの詳細条件をモデルに織り込む必要がある。 

注：モデルの主要な仮定は、www.iea.org/media/topics/electricity/repoweringmarkets/annexes.pdf に記載されている。

この単純化されたモデルは、従来容量は 低でも電力システムの安定性を確保し、迅速に立ち上げることができる

ように動作できることを仮定しているが、発電所特有の起動コストや出力上昇率については価格形成の中で考慮さ

れていない。 

 

対照的に、小規模分散型発電の台頭は、電力部門にとってより破壊的である可能性があ

る。具体的には、ルーフトップ PV や小型発電機は需要家のビハインド・ザ・メーター

(Behind the meter)に設置することができ、直接公共配電網に接続されない（図 2.6）。分

散型の蓄電池、EV、スマート温水器や分散設置される他の機器と連携して、分散型電源

は家庭で使う電気を発電することができる。一部の消費者はすでに、より「自給自足」

を目指し投資しようとしている。より将来のことを考えると、ビハインド・ザ・メータ

ーとして設置された莫大な数の発電機、多くのマイクログリッド、小規模電力会社、小

さい協同組合により、電力システムが断片化される可能性がある。 

この傾向は、多くの場合、様々に定義される「グリッドパリティ」の概念に関係する。

それは、ある場合は PV（または他の技術）が代替の選択肢に対抗できる競争力を有する

ことを意味する。他の「パリティ」の使い方としては、小売料金に関連するものがある。

混乱を避けるために、IEA は、所与の技術（たとえば PV）の LCOE が、電力システムから

供給される 1 kWh あたりの小売料金（つまり消費者の電気料金の従量単価）以下に下が

る点を「ソケットパリティ」という用語で表す。ソケットパリティは多くの市場で見ら

れる。しかし、PV 発電量と顧客需要の間の時間的な不一致のため、直接自家消費できる

電力量は大きく制限される（IEA, 2014A）。 

エネルギーサービス企業の発展により、特に PV について革新的な金融ソリューションの

展開のさらなる促進が期待されている。たとえば、米国のソーラーシティは、ルーフト

ップ PV の初期費用を賄うため 2～4%の利率の「ソーラーボンド」の形で数億 US ドルの

資本を調達した(Greentech Media, 2014)。ビハインド・ザ・メーターの発電の場合は、発

電所の所有者にとっての"自家"発電の経済的価値が不確かなため、経済分析はより難

しくなる。 
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送配電網に直接接続された発電機とは異なり、ビハインド・ザ・メーターの発電の普及

は卸電力価格ではなく小売料金に依存する。この観点から、1）発電量と消費量の把握

（ネットメータリング）、2）料金構造（固定料金、容量料金、従量料金）、3）エネル

ギー政策費用を賄うための賦課金、4）電力への課税を含めた小売料金設定が重要となる。

特に重要な要素は、集中型と分散型の資源の寄与のバランスをとるための、小売市場と

卸売市場の間の価格シグナル（リアルタイムの価格、ダイナミックプライシング）の調

整である（第 8 章・第 9 章）。 

図 2.6  正しい電力価格と分散型資源を 適化する構造の発見 
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効率的な脱炭素化への道筋を確実なものとするために、ビハインド・ザ・メーターの発

電と貯蔵技術の導入へのインセンティブは、電力システムにとっての費用と便益に基い

て調整する必要がある（図 2.6）。PV のシステム全体での価値27は、燃料費の回避、送配

電の費用の増減、容量価値（すなわち、PV の導入により他の発電機による容量の追加の

必要性の低減の価値）、送配電損失の減少、外部性（CO2 やその他の排出等）の価格設定

を含め、多くの要素に依存する。また、電力価格はメーターに正しい投資シグナルを送

る必要がある。 

結論：強力な炭素価格シグナルを有する kWh のみ市場の下で、2050
年までに低炭素電力システムに向けた投資は可能か？ 

本節では、kWh のみ市場に炭素価格を加えたものに基づく電力市場設計の現在の枠組み

について、脱炭素の資本集約的なシステムにおける機能の可否について議論した。この

分析により、市場は脱炭素化に対して利用可能な技術とそれに付随するエネルギーミッ

クスに基づいて設計すべきであることが結論づけられた。 

 長期の IEA の仮定のもとで、高い炭素価格と、DR やエネルギー貯蔵だけでなく、再

生可能エネルギー・原子力発電・CCS・ガス火力発電などの電源ミックスにおいて、

低炭素資源の固定費回収に必要とされる収入の大きな割合は、電力市場からの収入

で賄うことができるとしている。この結果は、2050 年までの 2℃シナリオの場合で

も同様である。kWh のみ市場は、十分に高い炭素価格があれば、これらの条件下で

低炭素投資の誘引に対して適切に機能する。 

                                                                                 

27 訳注：System-wide Value（または system value）は、本書より後での国際エネルギー機関の出

版物である”Next Generation Wind-and Solar-Power などで、重要な概念として議論が展開されて

いる。 
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 他のシナリオの下では、脱炭素電力システムにおいて、炭素価格を備えた kWh のみ

市場だけに頼って低炭素化へ移行できることを当てにはできない。第一の課題は、

技術的制約のあるシナリオで投資コスト回収の確保、および/または小売レベルでの

正しい投資シグナルの提供のいずれかとなる。 

 原子力発電、CCS、持続可能なバイオマス発電が著しく制限される場合、脱炭素

化は、風力発電と PV を中心とせざるをえない。エネルギー貯蔵のコストの大幅

な削減がなければ、負荷を利用可能な発電に適応させる必要がある。そして、低

炭素電力には非常に大規模な導入容量が必要とされ、低い限界費用の発電が非常

に頻繁に価格を設定することになる。このシナリオでは、エネルギーの限界費用

による価格が先行投資の費用を確実に回収することはほとんど見込めない。この

シナリオでは、より根本的に現在の市場設計の見直しが課題となる。 

 ビハインド・ザ・メーターの発電が急速に普及すれば、まだそうなってはいない

が、問題はもはや卸電力市場の設計だけではなくなる。つまり、小売料金の設計

のより基本的な問題となり、その卸電力市場への結びつきがより重要となる（第

9 章参照）。 

上記の分析は、長期の市場設計の議論は、技術の将来の実現可能性や受容性についての

不確実性に左右されることを示している。到達点の異なる技術シナリオは、市場設計に

ついて著しく異なる意味を持つ。2050 年に起こりうる一つのシナリオでは、現在の市場

に安定な炭素制約を加えることで、長期の低炭素投資の実現の可能性があるが、他のシ

ナリオでは、現在の枠組みはもはや適用できず、投資枠組みのより基本的な再設計が求

められる。 

この不確実性を考えると、市場設計に対するより適切な方策は、進化プロセスとしてそ

れを扱うことである。現在の段階では、短期的な効率改善のためだけであれば、kWh の

み市場と炭素価格があれば良いが、長期的には低炭素化を支援するさらなる政策がなけ

れば、不十分であるとの広い共通認識がある。 

さらに、脱炭素化の実現は、市場設計のルールによって、今後の 15 年間にわたる移行期

と現在の市場の実態のもとで、低炭素発電への新たな投資を誘引する必要性を意味する。

結果として、市場の調整の必要性に結論を出す前に、低炭素投資への現在の課題を検討

する必要がある。 

2.2. 市場と炭素価格の不確実性は低炭素投資を妨げる 

低炭素プロジェクトについての市場ベースの投資を検討する投資家は、現在の低すぎる

卸電力市場価格、高い炭素価格実現の不明確な見込み、不確実な化石燃料の価格、そし

て、資本市場は投資リスクを取ることやそのリスク分散についての準備ができていない

ことという、四つの重要な問題に直面している。 

卸電力価格は移行期間を通じて低く抑えることが可能である 

VRE をはじめとする限界費用の低い電力供給の増加によって、電力取引の価格が低下し

ている（メリットオーダー効果）。多くの低炭素化技術は、一旦建設されれば低コスト

での発電が可能であり、つまり、メリットオーダーで常に一番に確保される電源となる。

その結果、低炭素化技術が発電する時間においては、卸電力市場価格が下落し、すべて

の電源は、より少ない収入しか得ることができなくなる。 

自由化市場においては、新規の低炭素電源が、需要の増加や経年化したインフラのリプ

レイスに対応するための新規投資の必要性より早いスピードで追加されれば、すべての
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電源の収入に悪影響を及ぼす。その結果、燃料費が比較的高い既存資産は、より高い需

要成長や電源の市場におけるより少ない新規電源の状況での予想と比較すると、運転時

間が低下することになる。さらに、過剰設備によって、卸電力市場での供給不足時価格

を低下させることにもなる（第 4 章参照）。 

この卸市場価格の低下は、需要の伸びが緩慢でありながら、インセンティブにより風力

発電や PV の急速な成長を促す市場で見られる経済的課題となっている。この状況は、既

設資源と新設発電の双方の価値を低下させ、低炭素電源と従来電源を含む投資環境全体

を悪化させる。その結果、より多くの発電機、特にガスタービン28は、運用継続のための

経済的な問題や長期停止のリスクに直面し、信頼性やアデカシーの問題が引き起こされ

る（第 4 章）。 

図 2.7 ドイツ、フランス及びオランダにおける一年前先渡市場価格の推移、2008 年～2015 年 
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Source: Bloomberg. 

 

欧州（図 2.7）と北米における現在の（卸電力市場における）電力価格は低下しており、

これは主にガス、石炭、CO2 の低い価格と過剰設備が要因である。この分析では、卸価格

が低迷し、経年化した発電機が徐々に廃止されるまで過剰設備の状況が続くことが示唆

されている(Green and Léautier, 2015)。低炭素発電に適した市場設計の向上の追求におい

ては、効率的な低炭素発電への投資を誘引するために、過渡的な過剰設備の問題を解決

することが重要である。 

炭素価格の信頼性 

195 カ国の政府が国連パリ協定を採択し、地球の平均気温を産業革命前の水準から 2℃よ

り十分下回る範囲の上昇に押さえることを約束した。この多国間の枠組みは、投資家に

新たに明確な長期的なシグナルを与える。それでもなお、各国政府はこの約束を対策や

行動へ変換するために、炭素価格に関連した政策的リスクという難しい課題への取り組

みが必要である。 

欧州では、2003 年に EU 排出量取引制度（EU ETS）により排出量キャップ（上限）が導

入されたが、排出量の抑制にはあまりにも基準が緩いことが明らかとなっている。また、

EU ETS の供給メカニズム29はこれまで経済状況や需要と独立に運用されているが、炭素

価格は運用と投資の意思決定のいずれに対しても影響を与えるにはあまりに低い状況で

ある。新しい市場安定化準備制度（MST: Market Stability Reserve）の導入により、スキー

                                                                                 

28 訳注：欧州で実際に長期停止が大きな問題とされているのは天然ガスを燃料とするコンバイン

ドサイクル・ガスタービンである。 
29 訳注：排出権を割り当て、価格形成を促すメカニズム。 
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ムの強化を目指しているが、炭素価格はまだ 10 ユーロ/t-CO2 を下回っている。EU 首脳は

また、2030 年およびそれ以降の長期的な予見性を投資家に提供するため、EU ETS キャッ

プの毎年の線形削減係数を大幅に引き締めるという主要な目標に合意した。 

ボックス 2.2 炭素価格、ガス価格に対する電力価格の感度 

炭素価格やガス価格に関係する電力価格の不確実性を定量化するために、先のボックス 2.1
に示した簡略化された給電モデルによる、2020 年、2030 年、2040 年、2050 年の価格想定の

範囲について分析が行われた。 

図 2.8 炭素価格、ガス価格に対する電力価格の感度分析, 2020 年～2050 年 

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

2020 2030 2040 2050

U
S
ド

ル
/
/
M

W
h

■ 低ガス価格

（9 USドル/MBTU)
■ 高ガス価格

（14 USドル/MBTU)
－中ガス価格

（12.5 USドル/MBTU)

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

2020 2030 2040 2050

U
S
ド

ル
/
/
M

W
h

■ 低炭素価格

（5 USドル/t-CO2)
■ 高炭素価格

（100 USドル/t-CO2)
－中炭素価格

（25 USドル/t-CO2)
 

注：MBtu=百万英国熱量単位(million British thermal units) 

卸市場の平均価格は、2030 年までに炭素価格に応じて、55～117 US ドル/MWh の幅の中にあ

ると計算された。2050 年までに、発電のさらなる低炭素化に伴いその影響は多少減るが、炭

素価格は、卸電力価格に重大な影響を及ぼし続ける。これにより、発電事業者は、通常の市

場リスクに加えて、エネルギー転換期間において非常に高い政策リスクに晒されることにな

る。 

長期のガス価格の仮定に基づくと、低いガス価格と高いガス価格のシナリオの間の卸電力価

格差は 2030 年までに 20 US ドル/MWh に達する可能性がある。2030 年以降、エネルギーミッ

クスにおけるガスの重要性の低下に伴い、この幅は小さくなる。 

 

英国やオーストラリアでは、炭素価格も投資家にとっての不確実性の原因となっている。

英国では、政府が 2011 年に ETS に追加税として炭素価格の下限を導入し、これは、2030
年までに 70 英ポンド/t-CO2に達すると思われた。導入の 2013 年の一年後、政府は下限価

格の導入を 2020 年まで延期することを決定した。オーストラリアでは、EU ETS との協調

の観点から 23 豪ドル/t-CO2の初期固定価格での排出量取引制度が 2012 年に導入された。

その後、2013 年に選出された新政府は、その政策を中止した。 

米国では、2010 年に連邦レベルで炭素価格の導入が試みられたが、そのワックスマン・

マーキー法案は上院を通過できなかった。州レベルでは、地域温室効果ガスイニシアティ

ブ（RGGI: Regional Greenhouse Gas Initiative）やカリフォルニア ETS のような複数の地域イ

ニシアティブが開発されてきたが、得られた炭素価格は 5～15 US ドル/t-CO2の幅の中であ

り、かなり低いままである。 
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炭素価格導入から十年以上経過し、この政策は、現時点では、2℃シナリオへの移行に見

合う水準の実現には失敗していると言わざるを得ない。予測可能で高い炭素価格によって

気候の外部性を修正することについての政府の失敗には、深い根本的な原因がある。炭素

価格は勝者（既存の低炭素生産者）と潜在的な敗者（低炭素プロセスを開発しない高排出

産業）を作り出す。激しいロビー活動により、情報公開に基づく政策立案が繰り返し脱線

させられたことは重大な問題である。 

高い炭素価格は大きな分配効果と競争効果の可能性を有する。たとえば、炭素価格が 50 
US ドル/t-CO2より高い場合は、平均卸電力価格は約 20～40 US ドル/ MWh 程度増加するこ

とになり、原子力発電や水力発電などの既存の低炭素発電機に大きな収入を生むと考えら

れる。例えば、50 US ドル/t-CO2の炭素価格で電力価格が 20 US ドル/MWh 上昇すると仮定

すれば、一つの原子炉の収入は一年あたり約 1.5 億 US ドル増加する。 

現時点で、政府は、CO2 排出の社会的コストが投資判断で適切に内部化されることを保証

することに失敗している。進んでは止まる政策の実績も多少は炭素価格の信頼性を損なっ

ている。全体的に、高く、安定した炭素価格が、多くの管轄区域の想像可能な将来におい

て、高炭素発電の廃止や低炭素発電への投資の唯一または重要な推進力となると想像する

ことは難しい状況である。現在の状況では、炭素価格だけでは、低炭素投資へのインセン

ティブを与えるには不十分である。 

それでも、炭素価格は重要な役割を果たすべきであり、政府は炭素価格の導入と強化のた

めの努力を継続する必要がある。国際的な気候協定をサポートするために炭素市場の世界

規模の連繋の可能性にとどまらず、排出権のオークションから得られる収入により、国内

利用や国際的な気候ファイナンスのために、低炭素化融資の資金源を提供できる可能性が

ある。 

炭素価格に関連する困難に直面したため、いくつかの政府では直接的な規制により炭素排

出量を制限する代替措置をとっている。これは 2℃シナリオへの移行に向けた触媒として

は有用であるが、低炭素発電事業者に十分な収入を確保するものではなく、電力市場にお

ける投資家の規制リスクを生むことになると考えられる。 

直接的な規制の一例として、米国でオバマ政権は、環境保護庁(EPA)による Clean Power 
Plan (CPP)を通して電力部門の CO2排出量を制限する規制を実行している。CPP は発電所か

らの炭素排出についての国内基準を策定し、EPA は州レベルの排出原単位の目標値を設定

し30、州はそれに見合う排出量削減を開発・実行する個別計画を、機器の改良や運用制限、

省エネルギーまたは再生可能エネルギー投資などの技術的な視点、および炭素排出の価格

設定、炭素税、州や州を跨ぐ排出権取引事業を含む市場の視点により開発、実施する。 

化石燃料価格の不確実性 

炭素価格に加え、化石燃料価格も、電力価格の長期的な不確実性の大きな発生源となる。

特に、天然ガスは、完全な脱炭素化シナリオに向けた動きの中で多くの時間帯で限界燃

料となり、電力の市場価格を決定すると予想され、そのため、今後のガス価格と CCS 費

用は、卸電力市場が低炭素発電の固定投資費用の回収限度を決定するとされている

(Newberry, 2012)。ただし、ガス価格の不確実性は地域によってある程度異なる。 

米国では、2000 年以来の天然ガス価格の下落傾向が、天然ガス産業自体を含めた発電投

資の収益性にまで影響を及ぼしている。天然ガス価格は、2008 年に 12.7 US ドル/MBtu
                                                                                 

30 訳注：Clean Power Plan では、段階的に削減目標の設定、削減計画策定が求められる。 
https://www.epa.gov/cleanpowerplan/fact-sheet-overview-clean-power-plan 
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のピークに達した後、2013 年に 3 US ドル/MBtu に低下した。現在では、シェールガスの

豊富な資源量により、今後数十年にわたって天然ガスの価格が 3～7.5 US ドル/MBtu とい

った比較的低い範囲にあると予想されるが、今後 30 年間において天然ガス価格がその範

囲より高くまたは低くなる可能性を排除することはできない。 

アジアの液化天然ガス（LNG）の価格は、長期契約を通して原油価格に連動しており、

そのため、原油価格の変動に伴って変動する。原油価格が 100 US ドル/バレルの水準に

あった数年間、天然ガス価格も約 12 US ドル/MBtu に達したがその後、2015 年には半額

になった。アジアにおける新たな取引ハブの出現（IEA, 2012）により原油価格指標によ

る方式の利用を減らす可能性があるが、そのような取り組みによって長期の天然ガス価

格の不確実性が減ることは期待できない。 

欧州でも、ガス価格は、主要供給国（ロシア、オランダ、ノルウェー、アルジェリア）

との長期契約の場合には原油価格に部分的に連動している。天然ガス価格は、米国より

高いが価格の変動は小さく安定的である傾向がある。言うまでもなく、世界市場におけ

る LNG の利用可能性とロシアからの天然ガスパイプラインによる輸入への依存といった

他の課題も、欧州の電源ミックスにおけるガス火力発電の役割に関連する問題となる。 

長期ガス価格の前提は、通常、CO2 排出シナリオと整合して動く。ほとんどのエネル

ギー市場のモデル解析者によれば、CO2 排出量の低下に伴いガス使用量も低下し、そ

の結果ガス価格も低下するはずである。この相関は、 IEA の世界エネルギー展望

（WEO: World Energy Outlook）のシナリオが捉えており、ガス価格の前提は現行政

策シナリオに比べ 450 ppm 新政策シナリオにおいて 3 US ドル/MBtu 低い。脱炭素化

シナリオは Busines-as-usual シナリオよりも低コストであるという結論に至るために

は、このような負の相関の仮定がしばしば重要となる。しかし、低炭素経済への移

行期には、天然ガスの使用は、政策によって増加することがある。例えば、米国で

は、CPP が中期的に天然ガスの需要を促す可能性がある。 

しかし、気候政策シナリオは、ガス探鉱費用曲線（シェールガス革命に見られるよう

に）、15 年間以上に亘る投資サイクル、石油指標による（価格設定）方式の存続、アル

ジェリア、カタール、ロシアといったガス輸出国における地政学的状況と並ぶ、ガスに

関わる不確実性の一側面にすぎない。 

この背景に対して、低炭素投資が天然ガス価格変動リスクに晒される機会について激し

い議論が行われている。投資家は、基本的に化石燃料の価格変動リスクに晒されている。

実際、設備投資は、石油・ガス事業自体、鉱業、電気通信業界などの他産業でも行われ

ており、それらは長期的に価格に不確実性があるが、通常利益が期待されている。期待

される報酬が十分に高ければ、化石燃料の価格リスクを進んで取る投資家を見つけるこ

とが可能である。ここでの問題は、ガス価格の変動に晒されていても低炭素プロジェク

トへの投資を促進するには、高い炭素価格が必要だと言うことである。 

資本市場の制約 

過去、金融機関は大規模で多様化した電力会社への投資を低リスクと考えていたため、

大きな電力会社は、必要とする多額の資金を借り入れて大規模投資を賄うことができた。

伝統的な規制市場では、有力な電力会社のバランスシートは、電力部門の成長に融資を

行うための標準的な方法となってきた。このような伝統的な規制のもとにある（公益事

業としての）電力会社は、料金を引き上げて消費者に課金することで、新しい発電のた

めの投資コストを賄うことができる。一般的に、報酬率が競争的である範囲で料金の引

き上げが行われ、財務投資が奨励される。また、電力会社は、プロジェクトや地域のポ

ートフォリオ全体でそのリスクを分散できるため、そのプロジェクト固有のリスクを吸
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収することができる。しかし、このモデルは、現在（市場化の流れの中で）負担がかか

っている。 

一つには、多くの市場における規制緩和によって、電力会社の投資戦略が変化し、バラ

ンスシート上の資金調達よりプロジェクト・ファイナンス活用の志向が高まってきた。

他方、低炭素発電への投資は、金融規制の変更（ も顕著なのは、自己資本比率規制を

より強化したバーゼル III）の中で行わなければならない。それは、信用割当につながり、

リスクの高い投資の資金調達に困難な環境を作り出している。バランスシートに計上さ

れるいかなる新規投資も、大きな電力会社はもとより、 大規模の電力会社でさえ、そ

の信用格付けに影響するため、現在は貸し手により慎重に審査される。その結果、今後

の新規発電所は、それ自体の価値に基づいて、プロジェクト・ファイナンスと同様に評

価される傾向がある。 

資本市場には情報の不完全性のために困難が生じる。通常、貸し手は、借り手に比べる

とプロジェクトのリスクや電力市場の機能に関する情報が少ない。また、ほとんどの機

関投資家は、当然リスクを回避する。これは電力部門特有のことではないが、通常、貸

し手は、PPA や市場リスクが少ないまたは全くない、低リスクでわかりやすいプロジェ

クトを好む。 

株式市場を通じた参加以外に、今のところ機関投資家のエネルギーインフラへの投資は

あまり活発でない。しかし、機関投資家は、本来長期的な投資を志向し、これはエネル

ギーインフラへの融資と一致するため、その資金供給源たり得る。投資機会を探してい

る機関投資家の保有資産は、2013 年に 926 兆 US ドルとなり（OECD, 2015b）、これは

450 ppm シナリオで持続可能なエネルギーに対して必要とされている投資額 88 兆 US ド

ル（IEA, 2014b）の十倍である。しかし、年金基金や政府系投資ファンドは、長期債務を

履行する必要があり、通常リスクヘッジを望んでおり、彼らは保証価格付きの長期契約

からの利潤が得られることを前提にインフラに投資する。 

この傾向は、OECD 加盟国における現在の国債金利が非常に低い現実からより強くなって

いる。欧州では、一部の国々で実質金利がマイナスでさえあり、機関投資家はより高い

リターンを達成してその債務を履行するため、投資ポートフォリオを多様化してその義

務を満たそうとしている。 

株式投資家は株式の持ち分に対してより高い報酬を追求する。株式は、債務（元本およ

び利息）が完済された後にのみ報酬が払われるため、プロジェクトのキャッシュフロー

リスクのほとんどが株式投資家に集中する。株式が 30～40%を占める典型的なプロジェ

クトでは、株式投資家はリスクのない場合の利益率より 6～8%以上高い報酬を期待して

いる。また、投資家がプロジェクトの複雑さを完全には理解していない場合には、資本

コストにリスクプレミアムを追加するという、一般的で便利な方法がある。こういった

ことは、より大きなリスクに晒される特徴を持つプロジェクトへの投資不足につながる。

終的には、高いリスクは低炭素投資の資本コストの問題だけではなく、資本の有無の

問題である。プロジェクトや技術のリスクが高過ぎると投資家によって判断された場合、

資金源を得ることができない。 

低炭素政策の設計において、将来の基金や融資元の理解を高めることは も重要である。

金融部門の役割は、プロジェクト間や経済全体でリスクを分散することで、資金源と投

資ニーズの間で金融的な仲介役を果たすことである。現在の状況では、金融部門はこの

役割を十分果たせていない。低炭素投資を誘引するためには、様々な資金源と関連する

資本コストを慎重に評価する必要がある。 
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結論：低炭素発電投資を動機づける政策は複数の重要な課題への対処
が求められる 

低炭素発電への投資を促進するためには、いくつかの重要な問題への対処が求められる。

第一に、卸電力価格は、現在低く、そして低炭素化への移行中も低いままである可能性

がある。低炭素発電への投資を効果的に推進する方法を検討する際には、この課題を認

識することが必要である。第二に、多くの政府が炭素価格を導入しているが、低炭素電

力への移行を推進する十分高い炭素価格が実現するとはあまり信じられていない。第三

に、化石燃料価格は変動し、その予測は困難であるため、低炭素発電の投資家は、化石

燃料の価格リスクに晒される可能性がある。第四に、低炭素発電への投資状況は流動的

であり、政策立案者は、政策によって様々な投資家をいかに誘引できるかを検討する必

要がある。 

2.3. 規制の移行：低炭素投資の支援手段 

前節で説明したように、不確実性のもとで資金調達コストを低く維持しながら低炭素投資

を誘引するには（つまり、前述のインフラ融資の難問）、エネルギー転換の期間における

継続的な政策介入が必要となる。卸電力価格は、現時点ではかなり低く、エネルギー転換

の期間に更なる容量が追加されれば低いままに留まることが予想される。ガス価格は長期

的に上昇すると予想されるが、この見通しは依然として不透明であり、資本市場がこのよ

うなリスクを取る能力は限られている。多くの政府は、炭素価格の導入や、既存のスキー

ムの強化に注力し続けているが、炭素価格の信頼性を回復するには時間がかかることを認

識する必要がある。これは、投資家の観点からは規制リスクが持ち込まれることとなる。

要約すると、低炭素投資を停滞させる要因は、2℃シナリオ目標を満たすために必要な進

捗が不十分な状況に繋がる。よって、追加の対策が必要である。 

実際に、政府は低炭素投資を誘引するためにすでに介入をしている。現在の低炭素化の支

援政策は、主に再生可能エネルギーの導入に適用されており、低炭素収入を増やしたり、

クリーンエネルギーへの一定の出資を義務付けたりしている。多くの場合、これらの支援

手法は、投資家への可視性を提供する長期契約の形をとるか、そうでない場合は、投資家

が PPA を結ぶ適切な相手を見つける状況をつくり出す。そうすることで、低炭素発電事

業者からリスクを遠ざけるのである。 

再生可能エネルギー支援政策から得られるこれまでの経験は、低炭素への移行中に追加手

段によって電力市場の設計を補完する方法について貴重な洞察を与える。しかし、これら

の手段は更なる開発が必要であり、加えて、未成熟の技術に対する大きなコスト差を橋渡

しする役割から離れ、エネルギー移行の期間の収入の予見性と可視性を提供するという新

しい役割を反映する必要がある。 

低炭素投資を支援する既存手段 

低炭素投資を支援する手段は、様々な方法で設計でき、設計により、政府、投資家、低

炭素発電事業者の間での市場リスクの分担の方法は異なる。価格リスク、（発電）量リ

スク、インバランスリスクといった、発電に関連する重要なリスクのカテゴリは市場か

らもたらされる。政策は、これらのリスクすべてから低炭素発電事業者を完全に保護す

るものから、低炭素発電事業者にこれらの三つのすべてのリスクを負わせるものまでが

考えられる（図 2.9）。 
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収入の確実性を提供する手段は、投資家に将来の価格の完全な予見性を与え、買取量を

保証し、インバランスコストを一般負担とする。標準的な固定価格買取制度（FIT：Feed-
in Tariff ）はこのカテゴリに分類される（より詳細な議論については以下を参照）。 

市場収入に補助金を追加する方法（「市場プラス補助金」）は、投資家の低炭素エネル

ギープロジェクトのコストを削減して導入量を増やす、あるいは、市場価格による収入

に収入を上乗せする手段である。米国の生産税額控除（PTC: production tax credit）のよう

な税制優遇は、市場プラス補助金の手段である。これらの手段は、投資家の収入を増加

させるが、市場リスクには晒される31。 

図 2.9 FIT（左）と「市場価格プラス補助金」（右）のイメージ図 
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これら二つの手段の間には、当事者間でリスクを分担する様々な手法がある。政策、特

に脱炭素化政策の発展につれて、これらの手段によるリスク配賦も多様化する。その結

果、適切にリスクを配賦するために、支援政策に立ち戻って再構築することが必要とな

る。 

既存の政策の例から、次世代の低炭素化支援の手段を開発するための基礎を提供するこ

とができた。以下、更に詳細に議論する。 

低炭素発電事業者は、電力価格、発電水準（量）とインバランスのリスクを含む、収入

に影響する可能性のある様々なリスクに直面する。以下、リスクから発電事業者を守る

政策から、リスクを分担する手段、発電事業者にすべてのリスクを排除するシステムま

で、様々な低炭素化技術の財務的支援手段について紹介する。 

 

 市場リスクから発電事業者を守る固定価格手法： 

FIT は通常、標準化された長期 PPA と同様に、電力会社または送配電事業者と契約し、

政府がそれを後押しする。しかし、FIT の安定性と一貫性はそれを支援する法律の継

続性に依存する32。支援の費用は、通常、電気料金に対する賦課金の形で消費者が負

担する。優先給電と抑制補償と組み合わせると、投資家から事実上すべての市場リ

スクが除かれる。ただし、建設リスク、技術リスクは依然として投資家にある。 
                                                                                 

31 厳密に言えば、発電機には真の短期的コストを下回る入札をするインセンティブがあり、これ

によって発電量リスクを低減できるため、市場収入の上に固定された補助金は、量のリスク

を緩和することとなる。しかし、市場価格が負である間のプレミアム料金の支払いを除外す

る規定を導入することもできる。 
32 法律の継続性が問題になる場合には、FIT は、契約法のもと政府支援企業との間の契約として

実施される。これにより投資家は有効な長期契約を結ぶことができる。 
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FIT は新たな再生可能エネルギー容量を急速に導入するための有効な手段となってき

た。2009 年から 2013 年に、OECD 諸国は 75 GW の風力発電容量と 91 GW の PV 容量

を導入した。FIT はグリーン電力証書取引に基づく手段よりも低コストでの導入をた

びたび促進する。しかし、PV の 近の経験によって示されるように、制御できない

急速な導入を避けるためにセーフガードの導入が必要とされる。FIT システムの利点

は、資金調達コストを引き下げることによって、小規模のプロジェクト開発者であ

っても、大きな負債の事業の資金調達が可能になることである。例えば、資本コス

トが実質ベースで 8%から 6%に低下すれば、風力発電の LCOE は 100 US ドル/MWh か

ら 90 US ドル/MWh に低下する。卸電力市場リスクを投資家から遠ざけることは、補

助金の予算コストをなるべく低く維持することに大いに役立つ。 

 リスク分担の手法： 

様々なプレミアムシステムは、英国の差金決済取引（CfD: contracts for difference）や

ドイツの再生可能エネルギーに対する変動制プレミアム（ボックス 2.3）を含め、再

生可能エネルギー、そしてごく 近では原子力発電のプロジェクトについても、標

準化された長期 PPA を提供するという意味では FIT と同様である。FIT との違いの一

つは、変動制のプレミアムのもと、発電した電力は市場で発電事業者により直接売

られる、つまり、インバランスリスクに晒されることである。市場収入が予定価格

（行使価格）に達しない場合は、投資家は市場収入と補助金収入を合わせたものが

行使価格と等しくなるように追加の補償を受ける。逆に、市場収入が行使価格を超

えた場合、投資家は行使価格を超えた分を払い戻す。 

ボックス 2.3 ドイツにおける出力が変動する再生可能エネルギープレミアム 

発電事業者が市場に直接電力を販売し、ひいてはバランシングリスクを負担する市場プレミ

アムシステムの確立は、拡大する市場の統合に向けた 初の動きとなりうる。プレミアムの

水準は、特定の技術（例えば風力発電）の平均的な発電機が、FIT（図 2.9、左）に市場への

販売のための管理費相当額を加えた額（市場収入プラス市場プレミアム）を受け取れるよう

に算出する。 

ドイツのプレミアムシステムの重要な特性には、注目すべきである。与えられた技術につい

て、平均的な発電に対し MWh あたりのプレミアム水準が計算されるため、発電機が平均よ

りも高い価値（市場価格）で発電できる場合、さらなる利益を上げることが可能である。こ

れにより、各発電機のカテゴリ内で、良い建設地を確保し、電力価格が特に高い時、すなわ

ち も価値のある時に発電できる発電所を建設する競争が引き起こされる。 

 

 市場収入への補助金加算 

- 直接の現金交付、リベート、税務上の優遇、税額控除は投資コストを削減し、そ

のため投資家への報酬の改善に用いることができる。補助金制度の下では、再生

可能エネルギープロジェクトの開発者は、投資コストの一定割合を現金で回収す

る。これは、納税義務の軽減によっても同様に行うことができる。税務上の優遇

や税額控除は、多くの場合、投資家の観点から、再生可能エネルギープロジェク

トのコスト低減に用いられる。メカニズムには、設備や電力販売収入に対する税

率軽減や免税が含まれる。税制上の優遇措置は、再生可能エネルギー資産の加速

償却の形態をとることもある。納税義務の軽減のタイミングはリスク配賦に影響

を与える。 

- 固定市場プレミアム（Fixed market premiuns）は発電電力量に応じた固定プレミア

ムを投資家に支払うことによって標準的な電力市場における収入を補完すること
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を意図しており、市場収入を補うものである。これは米国の PTC のように、直接

の報酬を介して、または納税義務の軽減を介して行うことができる。税法を介し

て行われる場合、発電事業者以外が納税義務の軽減の利点を得るなど多くの財務

的な対応が存在する（ボックス 2.5）。 

- 取引可能なグリーン電力証書（TGC: tradable green certificates）での低炭素発電割

当は、低炭素資源からの発電によって賄う電力量を設定することで行われる。こ

の義務は、通常、電力の供給者に課される。この義務により効率的に対応するた

めに、その割当に対応して発電されたグリーン電力量の一定単位に対して発行さ

れる（グリーン電力）証書の市場が設立され、低炭素電源の所有者は追加の収入

の流れから利益を得る。（グリーン電力）証書市場は、実際の電力の価値とその

「グリーンであること」の価値を分離するという考えに基づく、追加的な市場で

ある。電力としての価値は、例えば卸電力市場を介して、再生可能エネルギーで

ない電力と同様に報酬を得る。取引可能なグリーン電力証書のスキームは、通常

、十分なグリーン電力証書を購入できなければ、義務下にある企業が支払うべき

罰金を含んでいる。ほとんどの場合、この罰金はグリーン電力証書の価値の上限

を決定する（ボックス 2.5）。 

すべての低炭素投資が支援されるわけではない。財務支援政策がなく、低炭素エネルギ

ーにコスト競争力がある時は、低炭素発電事業者は、マーチャント電力販売、つまり、

長期契約を伴わないスポット市場での直接販売のもとで、完全に市場価格リスクに晒さ

れることになる。欧州では、2005 年～2014 年に支援なしで導入された容量はわずか 2.4 
GW であった（図 2.10）。 

図 2.10 支援手段別の再生可能エネルギー導入量（OECD 欧州、2005 年～2014 年） 
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既存の低炭素支援スキームは、大幅にリスクのない投資とするか、完全に市場リスクに

晒すか（市場プラス補助金）のいずれかである。欧州では、低炭素発電事業者にインバ

ランスリスクを取らせることで、リスクを分担する手法が導入され始めている。ただし、

電源ミックスや炭素価格、ガス価格の不確実性リスクはまだ取らせていない。次節では、

市場リスクを部分的に転嫁する中間的な支援手法について説明する。 

市場リスクの部分的転嫁に向けて：調整プレミアム 

固定価格による手法の問題は、電力システムにおける低炭素電源プロジェクトの価値を

大化するインセンティブがないことである。そのため、投資判断を行う際に、発電さ

れた電力の価値を要因として考慮するためのインセンティブが働かない。逆に、市場プ
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ラス補助金スキームは、炭素価格リスクを含む、市場価格リスクに投資家を完全に晒す

ことになる。政府が炭素価格を強化する場合は、低炭素発電事業者に思わぬ利益をもた

らす可能性があり、どのような場合であれ、この種の支援スキームは、投資家を炭素価

格リスク、つまり資金調達コストを不当に増大させる規制リスクに晒すこととなる。 

資金調達コストを低く維持することは、低炭素投資が不要な政策リスクに晒されてはな

らないということを特に意味する。多くの管轄区域において、FIT からいきなり市場ベー

スの仕組みに移行させることは非常に困難であり、無理に行えば、継続的な低炭素投資

の実現に失敗したことを証明することになる可能性がある。 

他方、市場価格は様々な資産の電力システムへの価値に関する貴重なフィードバックを

提供する。したがって、市場価格は正しい方向への舵取りの努力をさせるために不可欠

である。例えば、VRE の市場価値は、電力システムの柔軟性を高めるための措置がない

場合には、導入量の増加に伴いその市場価値が大幅に低下する可能性がある（図 2.11）
(IEA, 2014a)。 

低炭素発電事業者を全ての市場リスクから保護する手法と、長期の価格の不確実性に完

全に晒す手法の間に、電力市場価格リスクのすべてではなく一部に低炭素発電事業者を

晒す手段を位置づけることができる。これらの手段を進めるためには、市場からのフィ

ードバックを維持しながら、資本集約的な投資のための確実性を提供することについて

均衡点を見出すことが必要となる。 

一つの選択肢は、複数の手段の特性を組み合わせることである。このような組み合わせ

は、「調整プレミアム（modulated premium）」と呼ぶことができる。この種の手法は、

投資家の視点から市場価格リスクを緩和することで低炭素プロジェクトの導入を促進し

つつ、それらを電力市場へ統合する。調整プレミアムは、固定価格の手段と市場プラス

補助金の手段の中間の種類の手段である（図 2.10）。このような調整プレミアムシステ

ムは、投資家に転嫁されるリスクの度合いを微調整できるようにする様々な手法の集合

と考えるべきである。したがって、それらは、市場のシグナルを完全に無効化すること

なく、投資にインセンティブを与える有望な選択肢である。 

図 2.11 ドイツにおける風力発電及び PV の市場導入率と市場価値（卸市場価格の加重平均値と

の比率）との関係 
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Source: Hirth, 2015. 

 

欧州では、FIT や市場プレミアムシステムの導入（ボックス 2.4 参照）への段階的変更の

形で、より良い市場統合に向けた小さなステップがすでに進められている。例えば、市

場価格がマイナスになる過剰発電の場合に FIT のプレミアムを支払わないことは、この

方向への一歩である。低炭素発電機は、（気象条件に起因する発電量リスクに加えて）
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電力販売量の市場リスクを部分的にとっている。注目すべきは、洗練された市場プレミ

アムシステムに向けた欧州のいくつかの国々における動きにより、 適地への技術の導

入、他の低炭素化技術に対して優位性を持つための運用の改善、電力の市場価値が低い

期間における定期保守の推進などへのインセンティブが生じていることである。 

それでも、電力市場での長期的な価格は、投資家の 大のリスク源である。つまり、低

価格が投資家に転嫁される程度が、投資家が耐える必要のあるリスク水準に直接影響す

る。したがって、規制機関は、発電事業者が現に晒されうるより高い市場リスクを負わ

せることと、資金調達コストを低く維持するために十分な確実性を与えることとの間の

バランスを見極める必要がある。 

ボックス 2.4 米国における多様な政策レイヤー 

米国は、再生可能エネルギー導入を促進する様々な重複した政策を実施しており、それらは

協調して大規模な成長市場をつくり出している。米国の政策を検証することで、複数の促進

策やインセンティブの採用が再生可能エネルギーの実質的な成長を導く方策が明らかにな

る。 

米国における再生可能エネルギー導入の主な政策的な牽引役は、30 州規模の再生可能エネ

ルギー利用割合基準（RPS: renewable portfolio standards）であり、これにより、再生可能エ

ネルギーによって負荷の一定量を賄うことが求められる。RPS が設定された州のうちおおよ

そ半分が従来の規制を受け、残り半分は再編（すなわち、部分的に規制緩和）されている。

RPS 遵守メカニズムは、二つのタイプの市場で大きく異なる。従来の規制を受ける州では、

電力会社が直接プロジェクトを所有するか、または再生可能エネルギー事業者との長期 PPA
を契約する傾向がある。再編された市場では、電力会社であるか否かにかかわらず、地域電

力事業者（小売供給者） (LSE: load-serving entity)は将来の需要予測の能力が高くなく、地域

電力事業者は再生可能電力証書 (REC: renewal energy certificate) の取得によって RPS 要件に対

応する傾向がある。RPS 政策は、多くの場合、代替コンプライアンス支払(ACP: altanative 
compliance payment)と組み合わせて構成され、ACP は事実上の REC 価格の上限として機能す

る。例えば、「ソーラーカーブアウト」が要求される州における、より高コストの技術に対

する ACP は別とすれば、一般的に、ACP は 50～100 US ドルの間にある。再編された市場の

場合、プロジェクトからの電力と REC は別に売ることができ、再生可能エネルギー事業は電

力価格リスクに晒されることとなる。ただし、一般的に、再編された州のプロジェクトもま

た、必ずしも REC の購入者でではない電力会社や電力小売事業者のようなオフテイカー（取

り引き手）として PPA を結ぶこととなる。 

信用力のあるオフテイカーとの PPA は、多くの場合、再生可能エネルギープロジェクトの

資金調達に不可欠であるが、一部のケースでは株式投資家は進んで、長期 PPA を締結して

いないプロジェクトに融資を行い、短期契約の販売や卸スポット市場での kWh 価格リスク

を引き受ける。これらの場合には、プロジェクトはエネルギー価格の変動から利益を得る可

能性がある。これは主に風力発電部門で起こり、2014 年時点でそのような容量のほとんど

すべてがテキサス州にあり、そこでは風力発電価格は（生産税額控除の適用以前でさえ）卸

電力価格に対し競争力があり、他の様々な市場要素はリスクヘッジをより可能にしている。

これらのいわゆる「マーチャント」プロジェクトは、一般的に、プロジェクト所有者のリス

クを軽減するために 10～12 年の価格変動のリスクのヘッジを含む。 

米国内に導入されている再生可能エネルギーの大半は、産業を支援する税制の恩恵を受けて

いる。これら税制には、発電電力量に基づき税額控除を提供する生産税額控除、先行投資に

のみ基づく投資税額控除(ITC: investment tax credit)、再生可能エネルギー投資の加速償却が含

まれる。これらの政策は、再生可能エネルギーコストの低減に貢献し、ACP よりむしろ新し

い再生可能エネルギーを通して制度遵守を確保し、投資リスクを減らす。特に、PV 分野に

おける一部のプロジェクトも、エネルギー省から連邦政府の融資保証の恩恵を受けて、資本

へのアクセスを増やしている。これらの様々なインセンティブは、その担い手にかかわらず
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再生可能エネルギー投資に関する電力価格リスクの軽減に役立つ。州の RPS と組み合わせる

ことで、これらの政策は、米国の再生可能エネルギー分野への莫大な投資促進に役立ってい

る。しかし、近年では、再生可能エネルギーの多くの投資は、RPS によって促進されている

わけではなく自発的なものであり、正の経済性、電力会社の持続可能性の目標、または企業

による自発的な調達が動機となっている。 

 

「調整プレミアム」のメカニズムは、すべてではないが卸電力市場からの一部の価格シ

グナル（図 2.12）に発電事業者を晒し、市場価格のリスクに晒す程度を調整する方法で

ある。調整プレミアムは現実の市場価格に依存しうる。同図に示すように、高い市場価

格のときには低いプレミアムとなる（市場価格が 20 US ドル/MWh のときの調整プレミ

アムは 60 US ドル/MWh で、市場価格が 60 US ドル/MWh のときのプレミアムは 40 US
ドル/MWh、市場価格が 100 US ドル/MWh のときのプレミアムは 20 US ドル/MWh とな

る）。このような支援手法は、必要とされる収入と実際の市場収入とのギャップを部分

的に埋めるために、市場収入を補うことを目的としている。 

図 2.12 卸市場価格に連動する調整プレミアムと支援水準（イメージ図） 
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他の選択肢では、電力市場価格に連動した調整ではなく、実際の炭素価格に応じてプレ

ミアムが調整され、高い炭素価格の場合は低いプレミアムとなる（たとえば、調整プレ

ミアムは、炭素価格がゼロの場合には 60 US ドル/MWh、25 US ドル/t-CO2 の場合は 60 US
ドル/MWh で、50 US ドル/t-CO2 より高い場合はゼロ）。炭素価格指数に応じた調整は、

実際には、緩和可能な規制リスクをよりよく調整することで、投資家から消費者や納税

者へ炭素価格リスクを大きく移行させる。これにより、炭素価格リスクを補償するため

に投資家が要求するリスクプレミアムを減少させ、資金調達コストを低く維持すること

に貢献すると考えられる。 

調整プレミアムは、市場価格リスクを部分的に低炭素投資家に転嫁する。ボックス 2.4
に示すように、調整された支援スキームの下でのプロジェクトのリスクプロファイルは、

非常にリスクの高いプロジェクトと、FIT の恩恵を受けどんな市場リスクにも晒されない

プロジェクトとの中間に存在する。調整された支援スキームでは以下のインセンティブ

の改善が期待される。 

 プロジェクト開発者に対して、（低速風力発電機など）システムに接続しやすい機

器を選択し、良好な風資源が発見された場所へ発電所を配置するインセンティブを

提供する。 
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 投資家に対して、極端な損失のリスクを軽減する方法で調整された支払い方式を設

計する。例えば、分担契約に下限や停止損失を導入することで、テイルリスク33を防

ぐことができる。 

 政府においては、より予見可能な再生可能エネルギーの導入政策を確立し、炭素価

格の上昇を促進するために、リスク分担契約を活用すべきである。このような政策

は、消費者のための調整された支援スキームのコスト、すなわち消費者負担を減ら

すことができる（炭素価格が高くなるに従って、支援を少なくする）。 

 

調整プレミアム手法には、市場価格や炭素価格とプレミアム水準との関係を決定するな

ど、手法自体の実施にあたっての課題がある。それぞれの特定の場合における市場状況

の慎重な分析が、低炭素エネルギーの導入を 適化するための手法の適切な組み合わせ

の決定に必要である。実施にあたっての課題には、プレミアム水準、導入量、技術中立

的な手法と技術特有の手法の選択、そして、リスクを割り当てる調整方式の決定が含ま

れる。しかし、すべてではないが一部の市場リスクに投資家を晒す一般原則については、

幅広い種類の状況に対する適用性を示す必要がある。 

ボックス 2.5 モンテカルロシミュレーションを用いた様々な支援手段の下での投資家リスクモ

デリング 

投資に関するリスクの定量化は、資本のリスク調整コストを計算するための、金融界による

リスクプレミアム評価を含む多くの手法を用いて行うことができる。経済学では、リスク回

避の考え方も一般的に使用されるが、定量化はより困難である。別の広く使用される手法

は、確率論的なモンテカルロシミュレーションを実行することである。 

このボックスで述べる分析は、純粋な市場の枠組みの下で、かつ様々な支援メカニズムの下

で陸上風力発電プロジェクトの内部収益率（IRR: internal rate of return）を計算するモンテカ

ルロシミュレーションを用いた、確率論的な分析である。 

先のボックスで述べた一時間毎の給電モデルに加えて、2020 年に運転を開始する発電所の

事業計画を計算するモジュールと、クリスタルボールというソフトウェアを用いたモンテカ

ルロ解析を実行するためのモジュールの二つのモデル要素が追加された。シミュレーション

では、四つの異なる確率変数が考慮されている。ガス価格は 9～14 US ドル/MBtu の間で均

一に分布するとする。炭素価格は、中央値 25 US ドル/t-CO2 で標準偏差 13 の対数正規分布に

従う（およそ 5～100 US ドル/t-CO2 の範囲となる）。燃料価格の不確実性に加えて、再生可

能エネルギーの導入ペースも不確かである。例えば、ピーク需要が 56 GW の系統で、設備

容量(ICAP: installed capacity)は、2030 年までに風力発電は 27～35 GW の範囲、PV は 16～18 
GW の範囲で変化する。これらの様々な変数に相関はない。陸上風力発電は、投資コストは

1,479 US ドル/kW、寿命は 25 年で、風車の利用率は 23%と仮定している。これらの数字

は、”Projected Costs of Generating Electricity 2015”（発電のコスト見通し 2015）（IEA/NEA, 
2015）を基にした。 

                                                                                 

33 訳注：発生確率は低いが、発生すると甚大な損失をもたらすリスクのこと。 
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ボックス 2.5 モンテカルロシミュレーションを用いた様々な支援手段の下での投資家リスクモ

デリング（続き） 

図 2.13 陸上風力の IRR の確率分布（支援の有無による差） 
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この一連の仮定の下で、卸価格のみから収入を得る風力発電所の IRR は、ほとんど常に大き

く負の値になる（図 2.13）。IRR がわずかに正である場合は、高いガス価格と高い炭素価格の

シナリオに対応し、ほとんどの投資家がプロジェクトへの資金調達に使う資本コストをはる

かに下回っている。この例では、市場ベースの投資は行われない。 

投資を誘引するためには、IRR が正で、ほとんどの時間で資本コストを上回る水準にあること

を確実にするために、支援メカニズムによって収入を増やす必要がある。 

FIT のような固定収入による手法は、資本コスト（ここでは建設や運用のリスクは考慮しな

い）で IRR を正確に設定する水準に設定することができ、我々のシミュレーションでは、FIT
を 104 US ドル/MWh に設定した場合の IRR は 7%となる。しかし、この解決策を用いる場合に

は、図 2.14 の鉛直のバーで示されるように（グラフの確率を表す縦軸は 0.3 までだが、この

バーは確率 1 である）投資家をあらゆる市場リスクから隔離することとなる。 

固定プレミアム（投資プレミアムも同じ効果があると考えられる）のような補助金も、IRR を

増加させるが、投資を市場価格リスクに完全に晒す。補助金はほとんどの時間でリターンを

確保するために十分高くなければならない。この計算では、58 US ドル/MWh に固定されたプ

レミアムは、90%以上の確率で 7%を超える IRR を保証する。いくつかのケースではリターン

は低いが、赤色で示すの IRR の確率分布は、期待リターンが 7%より高い約 8.5%であることを

示しており、これはリスクに対する確実な報酬が得られる（報酬の水準である）。 
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ボックス 2.5 モンテカルロシミュレーションを用いた様々な支援手段の下での投資家リスクモ

デリング（続き） 

図 2.14 陸上風力の IRR の確率分布（支援のスキーム別） 
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しかし、炭素価格とガス価格が高いシナリオおよび低い VRE 導入量においては、補助金は約

10%の報酬になる。この報酬の水準は、助成を受けている活動には高過ぎると考えれられる

リスクにつながる。政府が炭素価格の強化に成功した場合には、このシナリオになる可能性

がある。 

調整プレミアムは、卸電力価格に依存する。この計算では、卸電力価格が 65 US ドル/MWh
の場合のプレミアムが 55 US ドル/MWh に設定されているため、総収入は 120 US ドル/MWh
となる。市場リスクは、投資家と 50 対 50 で共有される。そのため、例えば、卸売価格が 25 
US ドル/MWh に低下すれば、プレミアムは (65-25)/2=20 増えて 35 US ドル/MWh となり、総

収入はわずか 25 + 35 = 60 US ドル/MWh となる。したがって、投資家は市場価格の変動リス

クに晒されている。卸電力市場の価格が高い場合、プレミアムが減るにつれて、IRR の確率分

布の幅は狭くなる。その結果、調整プレミアムは、たとえそれがリスクがない割合でも、同

時に電力市場に低炭素電力を統合しながら、資金調達費用を低く維持することに貢献する。 

モンテカルロシミュレーションに使用されたモデルと仮定の詳細は、IEA のウェブサイト

（www.iea.org/media/topics/electricity/repoweringmarkets/annexes.pdf）にある。 

 

支援手法の設計 

低炭素投資支援メカニズムを実施する場合、その設計要素の一部は、短期市場価格と様々な

技術の導入結果に影響を与えることとなる。 

第 2.2 節で述べたように、低炭素発電の導入は、メリットオーダーや低炭素政策が既存の発

電事業者に与える影響を左右する。また、プレミアムの設計や水準も、低炭素発電事業者の

入札の様相を変え、さらに短期的な市場価格に影響を与える。市場によっては、従来発電機

の柔軟性の欠如の副作用として、プレミアム支払いを確保するために実際の限界費用を下回

る価格で発電事業者が入札するため、負の市場価格を経験している。ドイツ市場の経験では、

風力発電と PV をあわせて約 15%の導入率では負の価格の発生は、2013 年と 2014 年は年間 64
時間、つまり全体の 0.7%が負の価格であったように、まれであることが示されている。 

政府にとってもう一つの重要な問題は、低炭素化技術の導入のペースを制御することである。

多くの国では、PV の導入は、コストが非常に高いままで予想よりはるかに高い導入水準に達

している。これは消費者にとって 20 年間耐え続ける高コストの遺産となることから、多くの

国が突然の政策の変更や中止に至っている。ドイツでは、2010 年～2012 年の間に年間 7 GW
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の導入があったが、政府の目標はおよそその半分であった。また、FIT の条件について頻繁な

改正にもかかわらず、政府は時々、PV のコストの低下に伴った導入ペースの維持に失敗をし

ており、政府目標の上振れと予想以上の PV 容量の導入および投資資本に対して必要以上の高

い報酬という結果につながっている。これはスペイン、イタリア、日本では特にそうであっ

た。 

風力発電と PV のコストに関する情報の非対称性を低減するために、米国の電力会社や欧州の

政府は、新規導入の建設に対して、競争力のあるオークションプロセスを導入しつつある。

フランスでは、2004 年からバイオマス発電所に対してオークションが用いられており、2012
年に 初の洋上風力発電プロジェクトが 150 ユーロ/MWh の価格でオークションにかけられ

た。2015 年 4 月には、ドイツで 100 kW から 10 MW の間の容量で地上設置 PV 発電所に対して

初めてのオークションが行われた。これらのオークションでは、報酬の水準は 84.8～94.3 ユ
ーロ/MWh（96～106 US ドル/MWh）となった。オークションは、投資段階での 小コストの

プロジェクトを選択する競争圧力を生むことができ、支援される再生可能エネルギーの導入

の量とペース及びそれに関わる費用をよりよく制御できる。 

しかし、上記の議論は、支援されるべき技術を特定しつつ、ゼロまたは低い炭素排出の技術

を促進するといった技術面に特化したアプローチを前提としている。政策立案者は、学習に

よるコスト削減の推進や、 終消費者価格の削減ポテンシャル、システム全体に対する各技

術の価値といった理由にとって望ましい、対象技術に特化した政策を設定する可能性もある。 

これまで述べたやり方では、技術の 適な組み合わせを決定することは困難であり、そのた

めにはシステム全体に対する各技術の価値評価が必要となる。経済効率の観点から、技術的

に中立な政策は、 も低コストの技術、つまり も低コストの目標達成のための選択を推奨

し、「技術を選択する」という政策的課題を避けることになる34。 

調整プレミアムの実施には、発電電力量単位で、様々なプロジェクトが投資のために求める

プレミアムを決定することが必要である。その結果、プロジェクトの市場価値が低い場合に

は、その卸売収入は低く、プレミアムを高くすることが求められる。これは、単純なコスト

に基づかない様々な低炭素化技術の間の競争の導入への道を開く。競争によって、電力シス

テムに対する様々な技術やプロジェクトの価値を明らかにすることもできる。例えば、ある

技術は LCOE 基準では風力発電より費用がかからないということがありうる。しかし、もしこ

の技術の市場からの収入が少ない場合、他のプロジェクトよりも高いプレミアムを付けて入

札する必要があり、これはそのプロジェクトを選択すべきではないことを示すものである。 

夏季に需要が 大となる電力システムにおける PV の例はこの効果を示している。100 US ドル

/MWh のコストがかかる PV が、80 US ドル/MWh の平均市場報酬しか受け取らない場合、20 
US ドル/MWh のプレミアムが必要になる。85 US ドル/MWh かかる陸上風力発電が、市場から

60 US ドル/ MWh を受け取る場合、25 US ドル/ MWh のプレミアムを必要とする。この例では、

風力発電の FIT は低いが、システムに対する風力発電の価値は PV より低いことになる。必要

となるプレミアムの水準に関する技術間の競争の結果、PV に対する支援がより低い水準でよ

いことが明らかになる。風力発電は PV よりも低コストであるが、コストと市場収入との間の

ギャップを補うためより高いプレミアムを必要とする。風力発電と PV の市場価値は導入され

るシステムに固有であり、導入量が増えると下落するため、これらの考察は特に重要である

（図 2.12, Hirth, 2013; Mills and Wiser, 2012; NEA, 2012; IEA, 2014a）。 

                                                                                 

34 ただし、純粋に技術中立的な手法では、脱炭素化を達成するために予定通りに十分広い技術の

市場が成熟に至らない恐れがあることについて多くの議論がされている（たとえば、

Heptonstall P, Gross R, Greenacre P, Cockerill T. et al., 2012 を参照のこと）。 
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様々な技術の（市場価値ではなく）システム価値の要因を追求するオークションシステ

ムの例がメキシコで行われている。このシステムでは、発電事業者は今後 15 年間の発電

の期待されるシステム価値に応じて調整された一定の基準価格を入札する。電力が も

価値をもつ場所と時間で電力を供給する技術は、入札した基準価格に加えて与えられる

プレミアムを受け取る。これは、同一のオークションにおいて様々な技術の比較を可能

にする。しかし、技術のシステム価値を計算する問題は、発電の様々な場所と時間に対

する基準価格の上に付与されるプレミアムの正確な値を決めることへと変わっている。 

リスク配賦 

リスクの大きさは固定ではない。リスクの配賦の方法によって、リスクを負う利害関係

者にリスクを軽減する措置をとるインセンティブを与え、リスクの全体的な水準を減ら

すことができる。一般的には、各リスク（表 2.1）を軽減するための行動を取ることがで

きる利害関係者に、プロジェクトに関連したリスクを配賦することが も効率的である。

例えば、プロジェクトの建設リスクは、プロジェクト開発者が責任を負うことで、正し

い機器製作者の選択と、プロジェクトと効果的な建設を管理するインセンティブを与え

る。 

炭素価格は、特にこの意味で重要である。政府は、投資家と比較して、炭素価格から生

じる規制リスクに対処するのによい立場にある。この観点から、炭素価格に応じて支援

水準を調節する支援システムでは、政府および/または消費者にこのリスクを割り当てる

必要がある。この場合、政府は、炭素価格設定ルールの変更の決定にあたり、これらの

影響を考慮に入れることが期待される。このような規制リスクに晒される投資家は、資

本コストを不必要に増加させる高いリスクプレミアムを要求する。これとは対照的に、

炭素価格に応じてプレミアムの水準を調整することは、そのリスクの本来の責任者であ

る政府にこのリスクを割り当てることになる。 

しかし、実際には、リスク分析は複雑な作業であり、様々なリスクを分離して個別に配

賦することは簡単ではない。例えば、炭素価格リスク、再生可能エネルギーの導入、化

石燃料や需要のリスクはすべて、卸電力市場価格リスクの結果に影響を及ぼし、実用的

かつ議論の余地のない方法で個別にこれらのリスクを評価することは通常は不可能であ

る。具体的には、例えば、電力市場価格における炭素価格の影響を分離することは困難

であり、単純なリスク分担メカニズムが残る。 

結論：炭素価格を超える支援政策が、多数の有望な選択肢の中から 
必要とされる 

炭素価格は、理論的には、低炭素エネルギーの導入の効果的な推進力であるが、実際に

は、2℃シナリオ目標を満たすために必要となる十分な新規の低炭素発電容量を導入する

ために追加の長期支援の取り決めが必要である。固定価格手法、リスク分担手法、市場

収入への補助金追加を含む多種の支援政策が開発され、実施されている。様々な支援ス

キームは低炭素エネルギー投資家を異なるリスク水準に晒している。 

将来の電力価格の不確実性の高さを特徴とする環境において、関連するすべてのリスク

（たとえば、過渡的な過剰設備による価格の低下、炭素価格の不確実性、システムの柔

軟性を達成する方法についての明確性の欠如）を低炭素発電事業者に転嫁することは、

投資の抑制や、より高い資本コストの補填のための非常に高い支援水準につながる可能

性がある。純粋な市場ベースの収入の見通しがより確実にならない限り、調整プレミア

ムシステムといった支援メカニズムが、過渡的なリスク因子を補正し、低炭素投資をう

まく本流とするための、適切な中間段階の支援となるだろう。 
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表 2.1 発電所プロジェクトをめぐる主要なリスク、配賦、可能な緩和策 
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リスク 説明

発電所が計画通りに運転できていないか、

必要時に利用できない場合は収入と

収益性が低い

費用超過または遅延がある場合は、

発電所の収益性は低いか、

マイナスである

電力需要が低い場合、市場価格は下落し、

発電所は適正利潤を含む投資費用を

回収できない

ガスと石炭価格が低い場合、

発電所は適正利潤を含む投資費用を

回収できない

風力とPVの導入が予想より高い場合、

発電所は低い負荷率と

低い収入（量と価格リスク）になる

許認可がプロジェクトを

遅延させるか、止める場合、

発電所のコストは増加する

炭素価格が低い場合、

発電所は適正利潤を含む投資費用を

回収できない

運転リスク

建設リスク

電力需要

ガス、石炭価格

風力発電と

PV導入

政治的受容性

炭素価格

大きさ 配賦 配賦方法 所有者 リスク所有者の
緩和策

中

低
（風力と PV）

高
（原子力、洋上風力）

中

高

中

技術次第

高

投資家 政府

投資家 政府

投資家 政府

投資家 政府

投資家 政府

投資家 政府

投資家 政府

-電力価格

-FITまたは PPA

-炭素価格に依存し て

行われる支援

-低炭素投資の電力市場への

統合

-リ スク 共有合意

-ガス価格に依存し て

行われる支援

-リ スク 共有の合意

-再生可能エネルギー政策

目標依存のサポート

-許認可遅延または
現地の抗議による
プロジェ ク ト 遅延が
生じ た場合の待機サポート

-FIT または PPA

-炭素価格に依存し て

行われる支援

投資家

投資家

投資家

投資家

投資家

-発電所サイ ト の選択

-技術選択

-保守計画

-より 良いプロジェ ク ト 管理

-技術選択

-設計、調達、建設（ EPC）の

施行者

-電力需要増加の予測に

供する資源の改善

-燃料価格の予測

-川上統合

-産業の研究開発投資と
競合情報分析

-再生可能エネルギー
割当制度の使用

-政府による事前の

政策目標の明確化と

プロジェ ク ト 建設の保証

-政府による

炭素価格水準と

その確実性の増加
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第 3 章 短期の市場 

概要 

 風力発電や太陽光発電(PV)の導入により、システム運用者には新たな運用要件が

必要となる。それらは、風力や日照がない時は需要を満たすことに寄与しないが

、豊富にある時は発電余剰につながる可能性があり、それらの変動と予測誤差を

管理する必要がある。 

 既存の市場設計は二つのカテゴリに分類される。 

 米国における地点別限界価格（LMP）のような高分解能の市場は、送電網の制

約や限界発電費用に関する詳細な時間、地点による価格情報を提供する。 

 欧州において発達した低分解能の市場は非集中型であり、電力の越境取引の

促進に成功してきた。 

 脱炭素電力システムにおける需給変動がより大きくなるに従い、システム運用者

は実際の限界発電費用に相当する価格を確実に提供するための対策をとる必要が

ある。高分解能な送配電網の市場設計は物理的な実態を提供する必要がある。 

 短期市場は改善する必要がある。当日市場とリアルタイム市場は、「より正確な

混雑価格のために高い地理的分解能を持ち、限界費用を反映するために需給調整

に用いられる全てのリアルタイムのエネルギーに対する均一価格を使用し、改良

された予測を反映して実運用直前の数時間で連続的に価格を更新する」という原

理に従って改善することができる。 

 短期市場における価格の機能向上は、分散型資源に対し、システムの必要性へど

のように貢献するか、複雑で大規模な電力システム間の調整をどう支援するかを

明らかにする。これらの改善は既存の市場の上に構築でき、当日の時間枠内へ拡

張し、情報により透明性を持たせる。 

 

本章では、脱炭素電力システムの安定かつ効率的な運用の確保に必要な電力市場の設計

に着目する。信頼性の高い電力供給は、近代的な技術主導型の経済が機能するために、

これまでにないほど重要になっている。しかしながら電力市場は新しい技術や脱炭素化

政策により、未知の領域に入りつつある。 

一部の市場はすでに、送電レベルでの電力システム運用の物理的実態を反映するために、

洗練された制度を実施しているが、他の市場の設計は物理的実態を過度に単純化した表

現に基づいており、市場再編時点での送電線混雑が低い状況を反映したものである。 

しかし、全ての既存の市場において、次の理由により、分散型で天候に依存する発電の

導入量の増加に対処するため、一定の適応が必要であることが明らかになりつつある。 

第一に、低炭素電力システムは分散化される傾向にある。陸上風力発電や PV は、中圧あ

るいは低電圧レベルで、またある場合はビハインド・ザ・メーター(Behind the meter)と
して接続される。システム運用者は、特に運用が厳しい条件の期間に、直接または間接

にこれらの資源を制御する必要がある。 

第二に、風力発電や PV の出力は天候に依存するため、電力システムからの要求への対応

に制約がある。それらの出力は、日射量（PV）と気象パターンによって大きく変化し、
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かつ比較的急速な変化に晒される可能性があり、電力システムと電力潮流35の状態の予測

誤差につながる。変動性の増加と予測可能性の低下により、システム運用者は、電力シス

テムの安定運用の確保がより難しくなる。 

第三に、低炭素電力の導入は、すでに連系され、それ故に、電力システムのセキュリティ

と信頼性の点で相互に依存する大規模な地域電力システムに展開される。この場合、より

大きく統合された市場エリアは、再生可能エネルギーの変動性を平滑化し、集約された予

測誤差の低減に寄与する一方、大きなエリアは制御区域や国を跨ぐ不安定な電力潮流を導

き、電力網の安定運用を困難にする。 

これらの課題は、国際エネルギー機関（IEA）が出版した The Power of Transformation36

（IEA, 2014）において、技術やコストの視点から分析されたが、本章では、新しいエネ

ルギーのパラダイムで必要となる、運用上の信頼性と柔軟性を提供するための短期市場

の設計に焦点を当てる。 

本章の構成は、第 3.1 節では、出力が変動する分散型電源の大きな導入率を持つ電力シ

ステムにおける新たな運用要件について述べる。第 3.2 節では、短期市場の設計をより

詳細に説明し、出力が変動する再生可能エネルギー（VRE）の高い導入率で電力システム

の安定運用を確保するための能力について議論する。 

3.1. 出力が変動する分散型資源の大きな導入率に対する新

しい運用要件：柔軟性の増加 

NREL（2015）、PJM（2014）、IEA（2014）を含めた多くの技術的な検討により、出力が

変動する再生可能エネルギーを受け容れるために必要な柔軟性が詳細に分析されている。

研究者は、風力発電や PV の高い導入率の受け容れは技術的に可能であるとの結論を得て

おり、これは複数の電力システムでの経験で確認されている。本節では、効率的な市場

設計のための主な要件と運用上の課題を確認する。 

電力システムは従来からの集中型発電の技術的特徴を活かすことで発展してきた。「規

模の経済（Economies of scale）」は長く電力供給の金科玉条であったが、陸上風力発電

や PV に代表される分散型資源の展開は、電力部門におけるパラダイムシフトである。 

新たな資源の導入と並行して資産全体を協調して変革することで、脱炭素化の費用を抑

えることができる（IEA, 2014）。しかし資産の寿命が長いという条件の下では、インフ

ラの適応は遅く、低炭素電力の急速な展開に間に合わない可能性がある。数百万 kW の

PV や陸上風力発電は一年以内に設置できるのに対して、このような電源に適応して設計

されていない送電網の整備には一般的に時間がかかる。このようにシステムの変革が低

炭素化に向けた導入のペースに間に合わず、電力システムの運用における技術的な課題

が発生する。 

既設の発電所の大部分は 20～40 年前に建設され、その容量の約半分はベースロードとし

て稼動するように設計されていることから、需要や風力発電、PV の出力変動に追従でき

ない。経済協力開発機構（OECD）の加盟国における既設の設備容量の 55%は、2030 年に

                                                                                 

35 訳注：送電線を流れる有効電力と無効電力。送電網の電圧と電流で決まる。 
36 訳注：「電力の変革」として邦訳が NEDO より公開中。

http://www.nedo.go.jp/library/denryoku_henkaku.html 
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もなお稼動している。しかし、より長い目では、2050 年までには、経年化するインフラ

の大部分を交換する必要がある。これは電力部門を効率的に変革する絶好の機会となる。 

短期市場の設計では、低炭素発電への移行時に、複数の運用上の課題（例えば、分散型発

電の制御性、短期的なアデカシー、過剰発電、出力変化速度要件、予測誤差と送配電網の

混雑）への対応が求められる。これらの課題の要因を調べていくと、電力システムの効率

的かつ安全な運用には、短期市場による実運用の数時間前でのより大きな調整が必要とい

う結論に至る。 

ボックス 3.1 電力システムの技術的・経済的な特徴、物理法則と長期性資産 

再生可能エネルギーのさらなる展開は、電力システムの能力がある水準まで発展している状

況、あるいはそうでない状況で行われる。 

電力システムでは常に二つの物理的な特性を管理する必要がある。第一には、交流電源を受

け入れることから37、負荷と発電は、目標レベルで、通常 50 Hz または 60 Hz の周波数を維

持するために秒刻みで需給を均衡させる必要がある。第二に、送配電網を流れる電流は、物

理法則（キルヒホッフの法則）に従い、送配電網は物理的な境界条件によってのみ制御さ

れ、新たな制御装置がなければ、この電気の流れを効果的に制御することはできない。電力

市場の設計は、これらの物理的な実態を反映する必要がある。 

他の二つの特徴は、制約された電力市場を長く形作くってきたが、現在はそれが流動的であ

る。第一に電力需要は伝統的に価格に対する弾力性が非常に小さく、短期的にはこれが継続

するが、情報技術により可能となるデマンドレスポンス（DR）は将来の需要弾力性を増加

させる能力を持つ。第二に蓄電は非常に高価であり続けるが、特に電池については、新技術

によりコストが低下しつつある。DR と電力貯蔵の可能性の開放は、電力市場の設計を大き

く変化させ、電力はガスあるいは他のコモディティと同様になる可能性がある（第 2 章と第

6 章を参照）。 

これらの四つの特徴（リアルタイムでの発電と需要の一致、キルヒホッフの法則、弾力性の

ない需要、高価な電力貯蔵）のため、運用上の課題は、電力システムに対して新しいもので

はない。電力システム運用では、需要予測の誤差、発電所の停止、もしくは送電線の損失を

常に取り扱ってきた。自流式の水力発電の出力もまた変動する。非常に高い導入率の風力発

電や PV の変動性・予測困難性は水力発電の場合よりも大きく、従来の運用上の課題に加わ

ることになる。 

配電網は負荷パターンに基づいて設計され、分散型発電を受け入れるべく設計されていな

い。配電網への投資は非常に高価であり、既存のケーブルや電線の大部分を作る必要があ

る。 

送電線は、新たな建設には、 善で五年、設置場所の近隣住民などからの厳しい反対にあう

場合には通常 10 年から 20 年を要する。その結果、送電網は必要な適応ができない傾向にあ

り、送電線混雑や電圧問題がより頻発することが予想される。出力が変動する分散型発電の

導入率が高い低炭素システムへの急速な移行は、多くの運用上の制約に直面する可能性があ

る。 

分散型発電の予測と制御性 

出力が変動する分散型発電の主要な運用要件は、リアルタイムの可視性、予測性、そし

て可制御性である。導入率が低い段階では、出力が変動する分散型発電は、全ての時間

                                                                                 

37 訳注：歴史的には、遠隔距離送電のため交流システムが電力網開始当初の直流システムにとっ

て代わった。 
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断面で大きな運用上の制約なしに電力システムに適用でき、風力発電や PV は送電網から

取り出されるエネルギーを減らすだけである。予測を正確に行う（適切なリアルタイム

測定を必要とする）ことは別として、手順を変える必要性は少ない。優先給電は実施可

能であり38、分散型資源の出力を能動的に制御する必要はない。 

風力発電や PV の導入率の増加に伴い、それらの出力が図 3.1 に示すピークを持つことに

起因して、配電網の制約が生じる。風力発電や PV からの出力の同時発生は局所的に配電

網や送電網のホットスポット（電圧または熱的制約）を発生させる。このため分散型発

電の出力制御は、システムのセキュリティ上重要である39。 

スマート技術は、1 kW あるいはそれ以下の負荷の遠隔制御をすでに可能としているよう

に、数 kW の発電機の制御は容易に実現できる。そのため十分な割合の分散型発電装置

に双方向通信システムを備え、遠隔制御を可能にすることは重要である40。 

図 3.1 2013 年ドイツにおける風力発電と PV の負荷持続曲線 
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限定的な出力抑制は送電網・インフラを更新するよりも費用対効果が高いことが多い。分

散型発電の出力抑制（もしくは DG 遮断）は、風力発電や PV の接続容量を大幅に増加し、

それらの展開を加速させる可能性がある。ドイツの配電事業者 EWE Netz の検討によれば、

（需要動向などを見た）PV で発生したエネルギーの 5%の動的な出力抑制により、新たな

送電網投資なしに接続容量が約 225%増加する（EWE Netz, 2015）。これはプロジェクト開

発者にとっては驚くべきことかもしれないが、出力抑制は全体での費用を低減し、風力発

電や PV の展開を加速できる。 

                                                                                 

38 訳注：再生可能エネルギーに対する優先給電(priority dispatch)と呼ばれる。 
39 訳注：米国では従来から優先給電ではなく経済負荷配分の対象であるエリアが多かったが、優

先給電が実施されている欧州等においても実際の運用の難しさ、そして近年の卸市場価格の

低下の中で需給調整に係るサービスから収入を得たいという理由などから、その修正が必要

であるとの考えが一般的になっている。 
40 訳注：技術的には実現可能であるが、多くの地域において、固定買取制度によるネットメータ

リングに代表される制度の問題、サイバーセキュリティの課題などがこれらの小規模資源の

出力抑制の障害となる恐れがある。 
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出力調整可能な電源の利用可能性 

風力発電と PV の利用可能性にかかわらず、十分な発電容量が需要と供給の均衡のために

必要である。この容量は、必要に応じて利用が可能で、直前の指令に対し低い出力レベ

ルから急速に発電出力を立ち上げる能力を持つことが求められる。 

発電所の出力の増減（サイクリング）や起動・停止の頻度も増えると考えられる。例え

ば、PV の導入率が高いシステムでは、ミドルロード電源の起動停止は一日一回ではなく、

朝のピーク需要時に稼動し日照が強い時間帯には運転を停止し、その後、夕方のピーク

のために運転を再開し再び夜間に停止するというように、一日二回になる。このような

運用では起動費が増加し、発電機の技術的寿命が縮まる可能性がある。 

特定の運用要件は与えられた電力システムの特徴に依存する。夏期に需要が 大になる

電力システムでは、 大需要は冷房が行われる日中に発生し、PV は（ 大需要を下げる

ことで）電力システムの需給要件に貢献する。逆に、冬期に需要が 大になる電力シス

テムでは、その 大需要の多くは全く日照がない夜間に発生し、さらなる導入により風

力発電や PV の容量が増加しても、アデカシーへの寄与は大きく低下する。 

その結果、従来の給電可能な容量の必要性が残るが、その平均負荷率や利用率は低下す

る。低炭素電力への移行期間では、既設発電所の負荷率の低下は既設の容量と新規投資

の双方の課題となる。特定の発電所、特にミドルロード電源（例えば、欧州におけるガ

ス火力発電）は、低炭素電力への移行において、市場から退場すると考えられている。

この認識は多くの国々で主に過剰設備と減少する電力需要の結果であるが、ここで分析

する野心的な気候政策の下では、過剰設備が解消した後も従来発電の負荷率が低下する

ことになる。負荷率の低下は、当初はベースロードとされた発電所の投資コストの回収

不足を招く。 

過剰設備が生じると、古い発電所が廃止され、発電所の新設は延期される。電力会社の

中には新規発電所の移転を検討したところもあるが、そのような試みは経済性がないこ

とが予想され、極めて稀である。経年化し汚染物質をより多く排出する発電所の廃止は、

脱炭素化のために起こることが予想される結果である。発電所の数年間の長期停止によ

り過剰設備を低減し、これらの発電所は必要に応じて素早く運転に戻すことができる。 

発電所の長期停止の経済性は複雑である。発電所の再稼動には従業員の技能を維持する

必要がある。代表的な 30 US ドル/kW・年の維持管理費を仮定しても、既設の発電所は、

比較的低い電力価格で運転を継続できる（IEA/NEA, 2015）。第 4 章のアデカシーで議論

するように、ピークロードまたはミドルロード容量への新規投資へのインセンティブは

別の課題である。 

過剰発電 

電力の過剰発電は、低需要の時間帯（例えば、祝日や寒冷な国の夏期）や、風力発電や

PV が高出力の時間帯に発生する可能性がある。 図 3.2 はカリフォルニア ISO がモデル化

した 2024 年の春の一日を示している。日中の PV からの発電により正味需要は 5 GW ま

で減少し、その値はこの図におけるコジェネ41からの 低出力、原子力発電、地熱発電、

                                                                                 

41 コジェネとは、熱電複合生成を指す。 
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小規模再生可能発電の出力の合計より小さい。過剰発電は、非常に低いまたはゼロコス

トで利用可能な電力が需要を超えていることを意味する42。 

図 3.2 カリフォルニア ISO 長期調達進行シナリオ 2024 年 3 月 24 日 
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Source: CAISO, 2015. 

 

過剰発電の時間帯では、これらの低コストの電源の一部を出力抑制する必要がある。実

際には、システム運用者は、特に市場がこのような運用上の制約を反映しない場合には、

風力発電や PV の出力を抑制する理由を電力システムのセキュリティとすることがある。

原理的には、そのような時間帯の市場価格は非常に低いか、負の値にもなりうる。そし

て、発電機は出力停止、すなわち、抑制することを選択する可能性がある。純粋な技術

的な要件に加えて、契約上の多くの取り決め、例えば優先給電ルールや熱併給発電機の

出力支払いなどは、システム運用を硬直化する。 後に追加された電源である風力発電

や PV の出力を抑制することは、実用的な技術的解決策であるが、常に 小費用とはなら

ない可能性がある。 

効率的なシステム運用では、過剰発電がある時にも、燃料費だけでなく、発電所の起動

費用、出力変化速度、 低出力、その他の技術的な特性を考慮しつつ、需給を一致させ

る必要がある。 適化のために、システム運用者は各々の費用を比較しながら、各種の

技術を使用する多数の分散型電源を考慮することが求められる。分散型電源と貯蔵設備

の数が増えると、システム運用者はもはや全ての情報を一元管理することができない。

電力価格は、非集中型の協調の実施において、重要な役割を担う。 

出力変化速度要件 

需要の変動性の影響は風力発電や PV の変動性と複合することで悪化し、電力システムの

不安定性を増加する。例えば、人々は朝に目を覚まし、部屋の照明をつけ、状況によっ

ては暖房を起動し、仕事を始めるなど、国によって需要は一時間に 10%増加する。例え

ばフランスでは、2012 年 3 月 22 日の 5 時 15 分から 7 時 45 分の間に需要は 52 GW から

64 GW に増加した。このような変化が風力発電からの出力の減少と同時に発生する場合、

従来の発電容量は需要のみから引き起こされる変動より大きな変動を補償しなければな

らない。 

                                                                                 

42 訳注：調整力が不足している場合は、限界費用がゼロまたは非常に低いとは言えない場合もあ

る。 
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正味負荷43（需要から風力発電や PV の出力を差し引いた残りの値）の急峻な変化による

電力システムの変動性は、一時間あたりの MW で表現される。図 3.2 は、カリフォルニ

ア ISO が予測した、日没の PV の出力低下の下で人々はまだ働いており、部屋も明るいま

まである夕方の急激なランプ変動を示す。一つの基本的な課題は、システム運用者が 5 
GW から 20 GW 以上の、400%の残余需要の変化に直面すると、従来の電源は非常に低い

値から出力を増加させる必要があることである。故に、電力システムの運用上の新たな

課題は低い発電出力レベルから容量の出力を増加させることである。 

技術的な観点からは、柔軟な発電容量、地理的に大きな地域に跨る平滑化効果や、顧客

あるいは貯蔵による DR、もしくは再生可能エネルギー発電機自体の出力調整など、様々

な解決策を出力変化速度の要件に適用できる。特に日没や風が止む前に、風力発電ある

いは PV の出力を制御し低下させることが可能であり、再生可能エネルギーの出力制御に

よる出力変化率制限は、信頼度の高い運用の維持に有用であることが証明されている

(Smith et al., 2010)。 

予測可能性と予測誤差 

風力発電や PV の不確実性は、需要の不確実性よりも高いか、少なくとも同等である傾向

がある（図 3.3）。予測精度は向上しており、予測手法の提供会社は、実運用の 24 時間

前で 5%以内の予測誤差率を達成できると述べている。気象予報情報を一元化することで、

広い地理的領域にわたり集約された出力予測の不確実性は低下する。しかし、配電網レ

ベルでは、予測誤差は高いままである。 

信頼度の観点から、非常に稀ではあっても極端な事象の可能性を分析する必要がある。

極端な予測誤差の確率は、起動停止計画および運用の各種の段階で、電力システムで維

持すべきマージンと予備力の大きさを決定する。さらに、あまりにも強風で風力発電所

の遮断（カットオフ）が必要な場所において、風力発電所の自動解列の例はシステムの

安定運用への重大なリスクを示す。スペインの Red Eléctrica de España（REE）は、10 GW
の風力発電のために追加の 500 MW の予備力が必要であると見積もった。同様に、ドイ

ツのエネルギー機関、DENA は、36 GW の風力発電のために 3 GW の予備力の追加が必要

と予想した（DENA, 2010）。 

風力発電や PV による電力システム運用における新しい技術要件は、市場設計に重要な結

果をもつ。一般的には、電力システムのより大きな不安定性の下では、実運用の数時間

前でも発電計画をより頻繁に調整することが有用となる。大きな地理的領域に亘る運用

を考えることで、その変動は平滑化される。 

                                                                                 

43 訳注：残余需要(residual load)とも呼ばれる。 
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図 3.3 ドイツの 2014 年における運用 24 時間前での異なる構成要素の予測誤差 

 
注：ボックスは 90%の誤差、直線の上限と下限は 大誤差を示す。例えば、わずか 5%の時間で実際の負荷は予測値より

2.83 GW 以上小さい。 

Source:  EEX-transparency と ENTSO-E のデータに基づく。 

送配電網の混雑 

再生可能エネルギーによる急速な脱炭素化は、送電および配電の両方で混雑が発生する

可能性が高いことを意味する。システム運用者は運用の安定性を確保しつつより低下す

る安定性と予測の難しい電力潮流を管理する必要があり、既存のインフラを効率的に使

用できない場合、脱炭素化の費用は大幅に増加する。 

送電線と連系線 

低炭素電源が分散型である事実にもかかわらず、配電と送電の両方で、低炭素システム

への移行においてネットワークの混雑はほぼ間違いなく増加する。歴史の中で整備され

てきた既設の送配電網と新設される脱炭素電源の位置の不一致はその理由の一つである。

さらに、架空送電線への強い反対や地中送配電線の高いコストはそれらの増強の制約と

なる。 

新設の低炭素電源は廃止される高炭素排出電源と同じ場所に常に建設されるわけではな

い。歴史的には、規制された垂直統合型の電力会社により、大規模集中型の電源と送電

線は協調して計画され、その結果、供給範囲内での送電線混雑は低い水準にあった。 

このような送配電網と資源の協調は電力システムの再構築においてはより困難である。

接続料金および託送料金は、通常、新設の発電所の位置に影響を与えるだけの効率的な

地理的価格シグナルを発信しないため、発電と送電の分離は、新規投資が任意の場所に

配置されることを意味する。新設ガス火力発電所は既存の立地点や消費地に近い場所に

建設できる一方で、風力発電や PV は多くの場合は長距離の送電を必要とする。 

大規模または地域的な制御区域では、VRE 電源の効率的な統合が可能となり、需要の変

動が平滑化される。また、大数の法則によれば、大規模なシステムでは、集約により予

測誤差を低減できる。出力が変動する風力発電と PV を地域規模で導入することで、制御

区域間の毎日もしく毎時の電力潮流には大きな変動が現れる。送電インフラを容易かつ

低コストで構築することができる場合でも、特に、年間わずか数時間しか続かない極端

な状況に対応するために、全ての時間で全ての送電線混雑を防止することは費用がかか

りすぎる。対策を 小の費用で行うことは、実際には送電網の一定の混雑を許容するこ

とを意味する（第 7 章参照）。 
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さらに、PV の建設には一年、陸上風力発電の建設は二年（認可手続きによってはそれ以

上）程度を要するが、新たな送電線の建設と準備期間は、しばしば 10 年を超える。計画

立案プロセスが順調でも、送電線網の増強の前に風力発電所は完成してしまう例は多く、

その場合、風力発電所の 初の数年間の運用においては出力抑制が必要となる。 

後に、地元の反対は新設の大規模な架空送電線に対する課題であり、今後もそれは続

く。地元の反対では、新しい送電線が健康と自然景観に影響すると主張される。技術的

には地下ケーブルによる直流送電が可能であるが、それらは、架空送電線より 4～5 倍も

高価であり、送電線混雑を緩和するために広範囲に建設することはできない。 

配電 

配電網もますます混雑するだろう。よく言われていることとは反対に、配電網は、PV や

風力発電などの分散型発電の導入に伴って不用になることはない。むしろ、導入が一定

の水準を超えると、大量の分散型 PV が配電網における双方向の電気の流れや、中圧の

配電線における電圧や熱による制約が発生する。 

配電線が地下に埋設される場合は特に、その長さや関連する土木工事により配電網費用

が高くなる。配電網の費用は電力部門の総投資額の 40%に上る（第 8 章参照）。新しい

ルーフトップ PV の導入の度に配電網を強化することは、非常に費用が大きい。そのた

め、分散型発電を考慮して、将来のニーズに計画立案基準を適合させることが重要であ

る。また、電気にほぼ、もしくは全く価値がない、晴れた夏の日の過剰発電の数時間に

おいて「 後の kWh」を使い切ることは経済的ではない。このように、増加する分散型

電源を利用し、PV や風力発電の出力を抑制し、バックアップのガス火力発電機や石油火

力発電機、需要の削減と分散貯蔵に頼ることで、配電網の混雑を管理する必要がある。 

その他の技術的な課題 

脱炭素シナリオの他の技術的側面である慣性、電圧制御、共通モード故障や発電所とシ

ステムを再起動するためのブラックスタート機能も慎重に分析する必要がある（O’Malley, 
2015）。安定運用の無視できないリスクにならないように、これらの重要な技術的課題

を十分に評価する必要がある。しかし、市場ベースで、これらのより技術的な課題の対

策がどの程度導入できるかは明確ではなく、その代替として、技術的な規制または接続

契約における考慮がシステムの安定運用の確保に必要とされる。 

結果：運用直前の数時間でのさらなる調整 

気象条件で出力が変動する電源による送配電網の混雑の増加により、リアルタイム直前

の 後の数時間が、効率的なシステム運用とセキュリティの確保のために重要となり、

この点で既存の市場の多くの側面での改善が必要である。既存の電力システムでは、翌

日予測に基づく運用が行われ、続く 24 時間のわずかな偏差を管理することを前提として

いる。出力が変動する再生可能エネルギーの導入に伴い、将来の電力システムでは、よ

り多くの調整が、直前の数時間、すなわち実運用の 3〜12 時間前に必要となる。より動

的な電力システムでは、変動とそれによる送配電網の混雑を緩和するために、発電所の

出力をより頻繁に増減し、より急速な出力変化や直前の指令による起動を必要とする。

この意味で、非集中型市場の設定でいかにシステムの安定運用を危険に晒すことなく運

用を可能とするかを定義する必要がある。今後の市場整備では、この技術的な実態の反

映が必要である。 
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3.2. 市場設計の分解能 

本節では、VRE が高い導入率を持つ低炭素電力システムのためのベストプラクティスを

導くために既存の市場設計について述べる。今後、OECD 諸国の電力システムでは、エネ

ルギーミックスの脱炭素化が予想され、互いに似た物理的な課題に直面することが予見

される。一つのケースが全てに適合するわけではないが、類似の課題に着目することで、

多くの様々な市場において共通の市場ルールの も効果的な組み合わせを採用する機会

をつくり出すべきである。 

高分解能の市場設計 対 低分解能の市場設計 

電力システムの効率的な運用のためには、電力システムの制約を考慮しつつ、負荷を賄

うために利用可能な も低コストの発電機を使用することが必要である。より技術的に

は、電力システムの周波数を 50 Hz または 60 Hz に維持し、送電線が突然遮断された場合

でも、安定供給のためには電力潮流を一定の許容範囲内に維持しなくてはならない。従

来の垂直統合ではない電力システムでは、これらの管理業務は、システム運用者の責任

によって行われる。 

電力を供給する費用は、通常、時間（毎分）と場所によって変化する。これを理解する

ために、例えば消費者が正午に空調のスイッチを入れることを考えよう。この消費者が、

他の多くの消費者が PV システムを導入している中圧の送電線に接続している場合、空調

による電力消費のこの瞬間的な増分費用はとても低く、もし発電が余剰状態であればお

そらくゼロあるいはマイナスとなる。 

逆に、もし PV システムが存在せず、一日が穏やかだが非常に気温が高い場合は、空調の

スイッチを入れる消費者の行動の費用は大きい。これは、発電側で MWh あたり 300 US
ドルという高い限界費用を持つ費用の高い石油火力発電の運転が必要になる場合もある。

追加の発電容量が利用できない場合、システム運用者は、消費者の要求を満たすために、

産業の顧客による消費の削減を余儀なくされ、それに対し 1,000 US ドル/MWh、もしく

は、それ以上の価格で補償することも起こりうる。 

電力システムの運用は 終的に物理法則に従うが、電力市場の設計はこの種の運用の課

題への対処法によって大きく異なる。 

既存の市場は導入当時の も重要な問題に対処するよう設計されている。米国においては、

北東部における PJM などの地域送電機関（RTO）の第一の目的は、連系が不十分な小さな

制御区域の協調を確保することであり、欧州では、各国の大規模な制御区域間の越境電力

取引を可能にすることであった。こういった事情から、市場設計の大きな違いは驚くべき

ことではない。 

一部の市場では、内在する電力システムの物理的特性を反映しない低分解能の単純な市場

設計が採用され、物理特性に対する運用はシステム運用者の制御に委ねられる。これに対

し、その他の市場では、電力システムの物理的実態を市場の価格形成のプロセスに反映す

るように高分解能の市場設計が採用された。ここで言う分解能とは地理的な分解能（ノー

ド価格 対 大規模入札ゾーン）、ならびに時間分解能（五分ごとのリアルタイム価格は既

存市場における 大分解能である）を指す。また、分解能の概念には当日の時間枠内の市

場情報の質が含まれる。 

高分解能の市場設計は米国の約半分の州で実施され、表 3.1 に示すように、電力システ

ムを依然として簡略化して捉えているが、より詳細に表現している。この市場設計では

市場参加者に対しての要求がより厳しく複雑なものとなる。 
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表 3.1 市場運用の技術的分解能 

 高分解能 低分解能 
中間 

（低い地理的分解能の 

  高い時間的分解能） 
市場の例 PJM ドイツ オーストラリア全国電力市場 

電力市場枠組み システム運用者 電力取引所 電力取引所 

入札情報 発電機/発電所、複雑な入札 ポートフォリオ、集約入札 発電機/発電所 

地理的分解能 ノード 単一国家価格 ゾーン 

主要市場 リアルタイム 前日 リアルタイム 

リアルタイム 

バランシング価格 
単一限界価格 非対称価格 単一限界価格 

出力調整間隔 5 分 15 分以上 5 分 

運転予備力 エネルギーと同時 適化 別の市場 別の市場 

 

低分解能の市場設計は欧州で見られる。電力価格は実際の電力システムのおおまかな経

済的状況を表現する。低分解能のシステムの主な利点は単純さにあり、1990 年代に（欧

州において）電力システムに競争を導入し、翌日市場の時間枠における電力の越境取引

を行うには十分であった。 

高分解能の市場設計 

高分解能の電力市場は実際の電力システムの運用の正確な経済的表現を提供しようと

する。そのために、システム運用者は市場管理システム（MMS: market management 
system）と呼ばれるソフトウェアを使用して、入札が収集される市場プラットフォーム

を管理する。例えば、PJM は Alstom Grid が開発した e-terramarket と呼ばれるソフトウ

ェアを使用している。各発電機は、kWh 価格と起動および 小稼働時間に対応する固

定費分を含む複雑な入札を行い、システム運用者は各発電機の起動時間と出力変化能

力を考慮する。 

システム運用者は市場管理システムソフトウェアを使用して、リアルタイムの電力価

格が異なる発電所について、供給力確保制約の下での 小費用の負荷配分（LCSCD: 
least cost security constrained dispatch）を計算する。例えば、PJM では、10,000 以上の

価格ノードが 12 の入札ハブに再編成され、集中型アルゴリズムは膨大な量の情報に対

応して各ノードの電力価格を五分ごとに計算する。 

高分解能の市場設計における主要な市場はリアルタイム市場である。例えば PJM は、電

力システムの実際の状況に基づき、所定の五分間ごとの地点別限界価格（LMP: locational 
marginal price）を算出し、10 分以内に PJM のウェブサイトで公開し、市場参加者が利用

できるようになる。買い手と売り手の間の取引は毎時決済され、請求書が一週間ごとに

市場参加者に発行される。 

「[リアルタイム]価格は PJM 市場参加者に特定の地点における負荷の増分コスト、つま

り次の 1 MW を賄うためのコストを表す。その計算では、全ての利用可能な発電機を要

素として組み込み、発電コスト 小となる発電ミックスを得るとともに、送電システム

上の全ての制約を監視する。地点別限界価格決定において実際の運用状況と電力潮流を

用いることで、送電網の効率的な使用を進め、信頼性を向上させることができる。」

（PJM, 2015）。 
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ボックス 3.2 ノード価格方式における前日市場 - 米国のケーススタディ 

競争的卸電力市場が普及した米国の地域では、ISO と RTO は前日市場とリアルタイム市場の

両者を運営する。連邦エネルギー規制委員会（FERC）によると、取引の 95%は前日市場で扱

われ、5%がリアルタイム市場で決定される。リアルタイム市場では五分コマの価格に基づ

き毎時の取引が実行される。 

様々な物理的（すなわち、先渡）と金融的（すなわち、先物）プロダクトが市場で扱われ

る。ISO における物理的な取引に加えて、直接的な相互の相対取引として行われる一方、よ

り長い期間のプロダクトを提供するニューヨーク商品取引所（NYMEX）や取引所（ICE）な

どを通した取り引きも行われる。ISO/RTO はまた、物理的な発電資産を持っていない場合で

も、トレーダーが前日市場に金融的に参加できる仮想入札を提供する。 

具体的な例としては、PJM はエネルギーに加え、アンシラリーサービス、容量、および金融

的送電権（FTR: Finantial Transmission Right）に対する前日とリアルタイムの市場を含む。金融

的送電権は、送電混雑費用をヘッジする契約である。金融的送電権の保有者は特定の送電網

パス上の送電混雑費用の支払いを受け、金融的送電権は一般的にオークションによって配分

される。PJM では、地域電力事業者（LSE: Load Serving Entity）には「オークション収入受け取

り権（ARR: Auction Revenue Right）」が発行され、地域電力事業者は金融的送電権オークショ

ンの資金を受け取るか、または ARR を金融的送電権に変換する権利が与えられる。金融的送

電権はまた、二次的な相対市場において 低限は交換される。PJM の kWh 価格は約定される

ノード価格、すなわち地点別限界価格によるものであり、金融的送電権の市場は、市場設計

の重要な要素である。 

PJM のシステムには、20 の送電網制御ゾーンに跨る 10,000 を超える価格ノードがあり、各ノ

ード、複数のノードの集約、それぞれ数百のノードを含む 12 のハブ、17 の域外との移出入

のインターフェイスにおいて取引が可能である。PJM のシステムと全米の他のシステムでの

取引は、前日市場における潤滑油となり、前日とリアルタイムの地点別限界価格間の価格の

収束を促進する。具体的には、仮想入札市場では、トレーダーは、前日市場での増分入札

（INC）、減分入札44（DEC）、および混雑緩和取引（UTC）をオファーすることができ、INC
は発電オファー、DEC は需要買い入札を意味し、これらは PJM の市場清算に織り込まれる。

UTC は、システム内の二点間の混雑や損失を購入する入札である。これらの入札は、発電機

の負荷配分、起動停止、価格を含め、翌日の運用計画に影響を与える。このノード価格設定

システムは、リアルタイム市場に負荷配分するための調整、変動型電源と DR の効率的な使

用、個々の発電機の市場支配力の制限を促進する。 

 

PJM の前日市場は先渡市場であり、そこでは、発電側が売り出したエネルギー量、消費

者側が必要とするエネルギー量、エネルギーの買い手と売り手の間で約定された取引に

基づいて、翌日の一時間ごとの地点別限界価格が算出される。前日市場の価格は先物価

格であることを理解することが重要である。図 3.4 は前日とリアルタイムの市場の間の

流れを表す。一連の短時間市場の簡略化されたこの表現から、需要と発電の予測誤差が

小さければ、リアルタイム市場と前日市場の価格が等しいことは明確である。実際には、

正味負荷の予測誤差が加わり、より少ない発電機が発電と需要のバランスをとるために

利用され、これらの発電機はより高いコストを有する傾向があるという事実を考慮する

ことも必要である。直前の変更のコストはわずかに高くなることがあるが、前日市場の

価格はリアルタイム市場の価格の 善の見積りであり、両者には本質的に相関関係があ

る。 
                                                                                 

44 訳注：前日市場よりリアルタイム市場の価格が高くなることが想定される場合に、前日市場で

架空の買い入札を行い、リアルタイム市場で同量の売り入札を行うことで、利益を得ること

などを目的とした入札方法。 
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図 3.4 高分解能と低分解能の市場のタイムライン 

6:00 10:00 13:30 18:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:50
15:00 13:15

将来とフォワード /OTC

ユニット入札

ゲートクローズ 前日価格

ユニット予定補正

前日 当日 バランシング
実運用時間

リアルタイム価格
5分毎
出力調整

15 分毎
出力調整

ポートフォリオ入札

ゲートクローズ
前日価格

ポートフォリオ入札

当日価格
バランシング価格（事後） 

注: ERCOT = Electric Reliability Council of Texas; OTC = 相対取引( over the counter)。 

 

システム運用者は、計画外の発電機の事故停止やエネルギー需要の予想外の変動に対し

ても、電力システムの需給バランスを取ることができなければならない。そのために、

システム運用者はその運用に必要なアンシラリーサービスの一部として運用予備力を契

約し、瞬動予備力、周波数制御用予備力のような異なるカテゴリーの運転予備力が利用

される。市場により、システムの需給バランスをとるために必要なアンシラリーサービ

スに関して異なる定義のプロダクトを持つ。 

市場設計の観点から、これらの運転予備力は能動的に発電するのではなく、利用可能な

状態にある発電容量の形態をとる。一部の市場では、予備力の供給はリアルタイムの電

力価格の計算と同時に 適化される。これらの集中型の計算アルゴリズムは 小費用の

解を目指し、電力供給と予備力の容量の間の得失を調整する。 

高分解能の市場では高度な集中管理が行われる。数千ノードの価格をリアルタイムで五

分ごとに計算するために、市場管理システムは、送電網の制約を監視しながら全ての発

電機の入札と送電網の状態に関する全ての情報を一元管理する。アルゴリズムの高度化

は約定プロセスの複雑さを反映している。さらに、システム運用者は発電所の運用を直

接指令し、実際には、発電会社に対してではなく、全時間で発電資産を直接制御する。 

この高度に集中化したシステムでは、分散型資源の参加にあたっては適応が必要な場合

がある。小さな発電機と DR 資源は、高分解能の市場に直接参加するための 小規模を満

たすとは限らない。その理由としては、a）このような複雑な市場での入札・給電の取引

費用が高く、b）潮流制約付き負荷配分アルゴリズムではリアルタイムで処理できる入札

としての市場参加者の数に技術的な限界があるためである。実際には、分散型資源の入

札は分散型資源のユニット単位ではなく、システム運用者がそれらを直接制御できない

という意味で、分散資源の参加により集中型システムはもはや集中化ではなくなる45。そ

の代わりに、DR や再生可能エネルギーのアグリゲータが、集中型システムにおいて分散

型資源を効率的に受け入れる方法を提供しながら、入札することができる。 

いくつかの例では、システム運用者はリアルタイムの価格の前の数時間に（緊急）DR を

有効にし、これによりリアルタイムの市場における大きな価格高騰の抑制効果が得られ
                                                                                 

45 訳注：分散電源については、系統運用者が直接制御せず、実質的にアグリゲータが制御するこ

とになるので、もはや集中型制御とは言えないとの意。 
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る。再生可能エネルギーの導入の展開に伴い、風力発電や PV の当日の時間枠における予

測誤差を補償するために、発電スケジュールをより大幅に調整する必要があり、それは

前日市場の価格とリアルタイム市場の価格との間を調整することを意味する。当日の価

格シグナルがない場合、再生可能エネルギーのアグリゲータと他の市場参加者が、シス

テムの需給調整に効率的に寄与して発電プログラムを再スケジュールすることが難しく

なる。再生可能エネルギー自体が柔軟性を提供し、それらが発電しないという入札をで

きる。しかし、これらの入札は、例えばリアルタイムの 6～2 時間前に、システム状態の

更新情報が利用可能となった時点ですぐに発動する必要がある。高分解能の電力市場で

あっても、当日の時間枠における価格シグナルがないところもある。 

加えて、この高分解能モデルは、このような集中化が過大な仕組みと考えられ、地方政

府や規制機関が自らの統治能力や権威の喪失を受け入れられないなどの理由で、多くの

市場では採用されていない。米国の電力市場の約 2/3 は、ISO や RTO が運営しているが、

他の多くの地域では 2001 年から 2003 年の FERC Order で提案されている標準的な市場の

設計手法を実施していない。米国における電力システムの残りの部分では、断片化され

た約 130 の制御区域は協調されず、風力発電や PV の高い導入率を受け入れるための準備

がより不足している。 

高分解能の市場の設計のもう一つの欠点は送電線の混雑度が低くても管理システムが複

雑である点である。例えば、欧州諸国では、ほとんどの国内市場は 近まで、国内の送

電線混雑問題を経験していない。フランスでは、二つの領域（ブルターニュとプロヴァ

ンス=アルプ=コート・ダジュール地域）が構造的な混雑に苦しんでいるが、コストへの

影響は限定的である。同様に、ドイツでは、北部の風力発電の開発が進み、2011 年まで

国内の送電線混雑問題を経験していない。ベルギー、スペインなど他の欧州諸国はいま

だ国内の送電線混雑を経験していない。再生可能エネルギーの高い導入率にもかかわら

ず、スペインは 2000 年代の送電線への相当量の投資と 2007 年の経済危機以降の電力需

要の減少により、国内の大きな混雑がない。その状況で、欧州においては地点別限界価

格はまだ実装されていない。 

低分解能の市場設計 

欧州では単純な低分解能の市場設計を採用している（ここでは低分解能の電力市場設計

と呼ぶ）。欧州では、第一の目的は国境を越えた電力の取引を可能にすることであった。

制御区域は RTO と ISO の導入前の米国の制御区域よりもはるかに大きい。現在は、発電

会社は水平方向に分割されておらず、発電事業者間の競争は国境を越えることで主に行

われている。 

所定の価格ゾーンの中では、送電線混雑や電力システムの制約が存在しないという仮定

で、システム運用者ではなく、電力取引所が欧州の電力価格を計算する（実際の混雑は、

前日市場の後に、より高価な発電所への再給電により緩和されるが、これは電力価格へ

は影響しない）。価格ゾーン間の混雑は歴史的に非常に簡単な方法で考慮されてきた。

しばしば言われるように、この市場設計の目的は究極的にはエリア全体で一つの価格を

持つようにすることである。例えば、フランスとドイツではエネルギー消費と 大需要

の両面で PJM に匹敵する大きさを持つが、欧州の場合にはそれぞれの国は一つの価格し

か持たないのに対し、PJM は数千の価格を持っている。 

これらの価格ゾーンは数か国で改良されてきた。例えば、スウェーデンでは 2010 年に五

つの価格ゾーンが導入された。欧州では、より多くの入札ゾーンを導入して、電力市場
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で使用される電力システムの地理的な表現の分解能を高めるためのプロセスが進行中で

ある46。再生可能エネルギーの導入の進展に伴い、送電網の使用率と混雑の予測がより難

しくなるとすれば、より動的な方法でこのような価格ゾーンを定義することが必要にな

る47。 

低分解能の設計での主要な市場は前日市場である。ほとんどの取引は相対取引や直接的

な供給契約により決まる。その結果、前日市場での流動性は、一定の例外を除いて、通

常は高くない。2014 年、ドイツとオーストリアの消費の 50%、フランスの 15%は、EPEX
スポットで取引された（EPEX Spot, 2015）。スペインでは 2013 年に 78%が OMIE スポッ

ト市場で取引され、北欧諸国では 85%が Nordpool スポットで取引された（ACER/CEER, 
2012）。それにもかかわらず、市場参加者は、通常、電力市場を参考と考えている48。 

欧州では前日市場の結合は欧州電力市場の主要な成果であり、現在、Nordpool エリア、

グレートブリテン島、中央西ヨーロッパ（CWE）、イベリア半島、イタリアが結ばれて

いる。同じアルゴリズムが市場の需給均衡を保つために同時に使用されており、これは

電力が常により低い価格ゾーンから高い価格ゾーンへ流れることを保証する。2015 年に

西欧諸国で導入された潮流ベースの市場統合は、それまでよりも発展したメッシュ送電

網の表現を使用し、国境を跨るループ潮流問題の緩和の一助となっている49。興味深いこ

とに、欧州の当日市場及びバランシング市場は高分解能市場とは異なり、独立した比較

的小さな誤差を調整する市場であると考えられている。その大きさは電力システムの需

給バランスをとるために必要な数 GW に制限される。市場参加者はこれらの異なる市場

に入札する必要があり、その結果を予測することは難しい。 

当日市場での欧州モデルの目標は電力の連続取引を行うことである。取引は、相対で、

善の価格により行われる。2014 年に、連続した EPEX Spot の当日市場の取引量は、ド

イツ、オーストリア、スイス、フランスの全体で 30.7 TWh を計上している(EPEX Spot, 
2015)。実際には、唯一の流動的な当日市場はドイツのみであり、それは再生可能エネル

                                                                                 

46 訳注：例えば、ACER（欧州エネルギー規制者協力機関）は 2015 年 9 月 23 日にドイツとオース

トリアの国境で入札ゾーンを分割することを推奨した。 
47 訳注：2015 年 5 月には中央西ヨーロッパ（CWE）において、CWE の前日取引市場における潮

流ベース方式（Flow base：連系線の物理的容量を考慮しながら、地域全体の利益のさらなる

適化を目的とした連系線容量の配分を行うもの）による市場の統合が開始された。同方式

による市場統合に伴い、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクにおける

系統全体の国境間取引が 適化され、より多くの国際連系線容量が利用できるようになり、

再エネなど間欠性電源への柔軟な対応が可能になったことで、CWE 各国の卸電力価格の収れ

んが進むと期待されている。（海外電力 2016.2 月号） 
48 訳注：相対取引は取引価格が公開されないため、価格が公開される前日市場を参考にしている

と推察される。 
49 訳注：従来の市場カップリング方式では、国境を跨いだ取引は契約に基づいていたため、実際

の潮流とは異なっていた。そのため、第三国を流れる計画外のループフローが発生し、第三

国の系統が混雑するといった問題があった。また、実際の潮流と契約ベースの潮流との誤差

を「マージン」として予め連系線容量から差し引いていたので、連系線の容量が目減りして

いた。潮流ベースの市場統合はこれらの問題を解決するために 2015 年 5 月に中央西ヨーロッ

パ（CWE）で導入された。 
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ギーの市場取引であり、風力発電の予測誤差を調整する取引が当日市場の流動性の主な

源である50。 

当日市場のゲートクローズは徐々に実運用時刻に近づいており、現在は、越境しない取引

は 30 分前、越境の当日取引は 60 分前となっている。市場参加者はゲートクローズまでに

入札することができる。ゲートクローズをリアルタイムに近くすることで、市場参加者が

自らそれぞれのインバランスを低減し、その結果として電力システム全体のインバランス

も低下する。システム運用者はより短い時間で応答しシステムの安定運用を確保すること

が求められる。 

その結果、数多くのバランシング市場はシステム運用者が管理できる限られた時間でイン

バランスを低減するように設計された。需給調整に責任を持つ事業者（実際には大規模供

給者）が発電と負荷の彼ら自身のポートフォリオのバランスをとるインセンティブが与え

られる。そのインセンティブは非対称な価格体系から生じ、それは、インバランスを解決

あるいは精算するための均一な限界費用制ではなく pay-as-bid（応札時に入札した価格で

の支払い）もしくは平均価格からの選択である。例えば、オランダでは、上げの調整エネ

ルギーの価格は平均で、前日市場価格よりも高い。一方で、下げの調整エネルギーはより

低価格である。市場設計の面では、バランシング市場の価格は電力システムを調整するた

めに必要な限界ユニットの限界費用を反映しない。 

しかし、実際にはシステム運用者は、発電の再給電を行い安定に電力システムの制約を解

消することを 後の一分までは待てない。多くのシステム運用者はゲートクローズ前、も

しくは、しばしば前日市場の時間枠の内で、発電所に出力の増減を指示する必要がある。

このような再給電の行動は明らかに短期市場の考え方の外側で生じ、市場価格に反映され

ない。市場設計とシステム運用者のニーズとの間には、大きな食い違いが存在する。いく

つかの場合において、再給電の行動は市場での給電よりも自動化されていない。再生可能

エネルギーの導入が進み、送電線がより混雑することはシステムの安定運用のより大きな

リスクにつながる可能性がある。 

運転予備力は異なる市場で取引される。トレーダーと発電事業者（システム運用者ではな

い）は、入札するかどうか、入札するならばどの市場にするかを決める必要がある。異な

る市場では相関性と予見性がないため、取引の意思決定は、計算機アルゴリズムが運転予

備力と実運用でのエネルギーの提供を同時 適化する集中型手法より複雑化する。さらに、

その意思決定は資源のより小さなポートフォリオに対して行われるため、これらのプロダ

クトは規模の大きなプレーヤーに有利であり、全体的な効率を低下させるためリアルタイ

ム近くで取引することはできない。 

低分解能の電力市場は集中度を低くすることができ、政治的状況から単一市場設計の導

入が難しい場合には利点のある設計であることが証明されている。それらは強制的でな

く、実施が相対的には安価であり、地理的に広いエリアにわたって電力の取引ができる

という理由で広く用いられている。 

この低分解能の手法の欠点は、市場が送電線の混雑を管理できず、市場とは別の対応が

必要になることである。システム運用者はゲートクローズの前に価格ゾーン内の再給電

を行い、これは市場価格と相互作用を持つ。このため、低分解能の市場設計では、再生

                                                                                 

50 訳注：ドイツでは、風力の発電量を送配電事業者が固定価格で買い取り、全量を市場取引して

いる。したがって、前日市場の時点における予測発電量と当日市場時点における予測発電量

の差が当日市場で取引される。 
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可能エネルギーの導入の進展による送電網の混雑の増加に伴い、非効率性が増加するこ

とになる。 

終的には、システム運用と市場表現の分離は、再生可能エネルギーの導入率の増加に

伴い、電力システムの安定運用のリスクを拡大する。欧州のシステム運用者は市場によ

る送電網の能力を逸脱した発電スケジュールの増加に直面している。市場参加者が送電

網の物理的実態を考慮しなければ、システム運用はより困難になり、より多くの介入が

必要になる。これは、実運用のわずか一時間前のゲートクローズにより、システム運用

者が発電計画の調整に僅かな時間しか与えられないため、安定供給の問題を引き起こす

可能性がある。 

実際には、システム運用者は電力取引所と緊密に協力し、二つの市場プラットフォーム、

すなわち電力取引所とブローカーによって運営される当日市場、システム運用者により

運用され、当日の時間枠における電力システムの需給調整に用いられるバランシング市

場を使用してセキュリティ分析を行う。ドイツでは、プラットフォームの追加によりシ

ステム運用者が再給電できる。低分解能の市場は並列する市場の複雑な組み合わせに依

存しており、電力システムの柔軟性のニーズを満たすために、継続して新たな市場プロ

ダクトを導入している。これは、市場設計をより複雑にし、プラットフォーム間の相互

作用と協調の問題を引き起こす。 

欧州ではすでにドイツ国境で、これらの問題を経験している。潮流ベースの市場の結合

がいまだ実施されていない国々では、計画外潮流が生じうる。例えば、ドイツ・オース

トリアは、国境での相互の連系線容量が比較的小さいにもかかわらず、両国は同じ価格

ゾーンに属する。このため、ポーランドとドイツ間の連系線に発生する大きな計画外潮

流は、システムの安定性の懸念を高め、ポーランドとドイツの間の取引の機会を低下さ

せている。同様の問題は、ドイツとチェコの国境でも 2012 年から 2015 年に生じており、

国境の潮流を制御するために移相変圧器が設置された。 

要約すると、VRE の導入が高い低炭素システムへの移行は、送電線混雑と前日市場の時

間枠での予測誤差を増加させるため、低分解能の市場設計は短期的な市場のベストプラ

クティスではなくなる。 善を考えても、価格に反映されない市場外での運用が必要と

なり、これらが頻繁に行われると、システム運用者は送電網側の予備力を増加させ、電

力市場で利用できる送電容量を減少させ、それは安定運用という理由による既存の資産

の非効率な使用につながる。 

このような送電網インフラの貧弱な利用が行われると、低炭素システムへの移行の費用

が増大し、その実施をより難しくする。 後に、市場の分解能と物理的実態との間の乖

離は、安定供給の問題の発生の可能性を高める。 

市場支配力と短期市場の地理的な分解能 

電力市場は市場支配力の影響を受けやすく、これは送電線混雑を緩和するために短期的な

市場で頻繁に負荷配分される特定の発電所が享受する。多くのエコノミストは、高分解能

の市場は市場支配力の影響を受けにくいと主張している（Holmberg and Lazarczyk, 2012; 
Green, 2007）。しかし、市場支配力と電力市場の相互作用の分析はあまりにも複雑であり、

同じ所有者の各発電所の地理的な分布に依存する。例えば、市場支配力はある発電機の収

益を増やす一方で、同じ発電所の所有者の他の発電機の収入を減らす。 終的に、市場支

配力の課題は、高分解能と低分解能の電力市場設計の両方において、発電所一つ一つの規

制措置により緩和する必要がある。 
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米国の ISO / RTO 市場では、エネルギーの入札は、通常、1 MWh あたり 1,000 US ドルの上

限を課せられ、発電機がその入札に基づいて市場支配力を持っていると決定された場合は、

市場支配力の緩和規定が適用される。一般的に、この場合、当該発電機の入札オファーは、

各発電機のために定められた基準までその時々の燃料価格に基づいて低減される。また、

地域的な市場支配力は、より広い領域にわたり均一な kWh 価格を持つ低分解能の市場に存

在する。2000 年から 2001 年のカリフォルニア電力危機の際には、ゾーン内混雑が前日市

場ではなく、再給電のみにより対処されるため、ゾーン方式、すなわち低分解能の価格設

定システムがゲーミングに脆弱であることがいわゆる DEC ゲーム51により明らかになった。

Alaywan et al (2004)は、カリフォルニアのゾーン価格制からノード価格制への移行により市

場支配力の問題が低減したと述べている。 

欧州では、ドイツが地域での市場支配力に対する非常に詳細な規制を実施しており、発

電機は再給電プラットフォーム上でそれらの限界費用を入札する必要がある。同様にフ

ランスでは、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域における市場支配力の存在

は、一つまたは二つの発電所との長期契約で対処され、規制機関の監督の下での事前の

入札を定義している。 

低分解能から高分解能への市場設計の移行はそれにより地域的な市場支配力の課題を解

消するわけではない。この課題に対処する方法は米国とドイツで進められているような

発電所一つ一つへの規制の介入である。高分解能の市場の設計では、発電機は事前に価

格を入札する必要があり（図 3.4 を参照）、そして、リアルタイムに近い状態で送電線

制約を利用する能力が低下する。直感的には、高分解能の市場は、既設の送電網インフ

ラをより良く利用すると考えられ、原則としては送電線混雑の頻度を増加するのではな

く低減し、市場支配力に対する電力システムの脆弱性を緩和する。新しい送電線への投

資のみが、市場支配力を構造的に低減することができる（Wolak, 2014)）。 

既存の市場設計のこの背景に対し、次節では、欧州と北米、および、低炭素な VRE の導

入率が高い競争的なその他の電力市場において実施されたベストプラクティスを明確に

する。これらのベストプラクティスは、全ての状況に適用できる「青写真」ではないが、

これまでに学ぶことのできた有用な教訓を示している。 

3.3. 再生可能エネルギーの高導入率への短期市場の適合設

計：たたき台となる提案 

本節では、電力のための市場設計の改善に向けて努力する政策立案者のためのロードマ

ップを示す。前節で述べた既存の市場設計の特徴は、本章の第 1 節で述べた五つの挑戦

（アデカシー、過剰発電、出力変化速度の柔軟性、予測可能性、送電線混雑）に必ずしも

適合していない。市場設計に関する汎用的な手法は存在しないが、ベストプラクティスを

見出すことは地域の状況に適応した市場ルールの検討に有用である。 

北米が遭遇した問題は欧州とは異なる。北米では、既存の RTO は、既に高分解能の市場

設計を実施しており、ベストプラクティスを集めている。欧州と比較すると、分散型資源

の市場参加を助ける当日の価格シグナルの導入によって改善されると考えらえる。しかし、

北米の規制市場では、隣接する制御区域をより大きく統合することが必要であり、欧州で

の非集中型の電力市場の経験が役に立つ可能性がある。 

                                                                                 

51 DEC ゲームとは、送電網混雑の背後にあるプラントを前日市場に低価格で入札して落札し、再

給電されることを承知で一律のゾーン価格を獲得すること。 



第 3 章 短期の市場 電力市場のリパワリング 
 低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制 

 

Page | 96

欧州では、市場設計は低分解能で、特に、当日とバランシングの時間枠において進化が

必要と考えられる。 

見かけは異なっても、北米と欧州の市場の間には類似点もある。物理法則は全ての電力

システムにおいて同じであり、システム運用者は実運用の 45 分から 60 分前にシステム

の制御を集中方式に引き渡すことになる。この段階では、システム運用者は全ての大型

ユニットの給電のための直接的な可視性と遠隔制御ができ、再給電のための装置毎の情

報は常に入手可能で、変電所は制御可能であるか、負荷遮断ができる。実運用の一時間

前に、システム運用者が利用できる市場の情報は概ね同じである。これらの類似点と既

存市場の仕組みを基に、電力市場を強化することが可能である。 

調整時間帯（実運用前の 後の数時間）の市場設計の原則 

この調整時間帯は実運用の直前の数時間であり、その間に再生可能エネルギーと需要の

予測精度は大幅に向上する。また、システム運用者は送電網の制約が守られていること

を確認する必要がある。この調整時間帯は、地理的に大きなエリアにわたる再生可能エ

ネルギーの統合と、システムの安定運用に重要である。 

風力発電や PV の導入率の高い低炭素電力システムへの短期市場の適応は、この調整時間

帯の市場設計を改良することであり、これには市場が満たすべき高いレベルの五つの原

則が提案される：1）地点別価格、2）単一価格制、3）費用を反映した入札、4）制度的

信頼度価格、5）当日市場の透明性 。 

1）地点別価格制 

送電線容量の制約による発電コストの差を反映させるために、地理的なエリア別に電力

価格を変えること。 

全ての送電網は、送電容量が混雑している時は、調整時間帯の 後に、限界発電費用が

地点によって異なるようにすでに運用されており、これは安定供給を確保するための技

術的な要件である。地点別価格の導入は、価格が公開され、関連する市場決済内容が電

力システム運用の実態を十分に反映することを意味する。 

既存の複数の市場設計は地点別価格の単純さと精度の間の得失を反映している。地点別

限界価格が実施されていても、取引ハブ（例えば、PJM Western Hub）で、高い流動性で

電力が取引され、多数の隣接ノードでの価格がしばしば等しくなる場合は多い（ボック

ス 3.2）。送電網の制約が常に同じ送電線で発生する、あるいはオーストラリアのように

放射状の送電網の場合、ゾーン価格は十分に送電網の物理的な実態を反映する。 

しかし、適切な地理的な分解能で地点別限界価格を示せない場合は、市場の効率性の問

題が生じる可能性がある。例えば、図 3.5 に示すように、四つの 2 GW の発電機 A、B、C、
D の限界費用がそれぞれ 1 MWh あたり  30 US ドル、50 US ドル、30 US ドル、80 US ドル

である場合を考える。負荷は、ノード 1 で 1 GW、ノード 2 で 4 GW であり、1 GW の容

量の送電線でそれらが結ばれているとする。単一価格があるとすれば、その市場は 50 US 
ドル/MWh で約定される。しかし、この市場の結果は送電線容量の制約に違反している。

システム運用者は発電機の再給電を行い、送電容量制約を満たすために発電機 B の出力

を 1 GW から 0 GW へと低減し、発電機 D の出力増を求める。つまり、発電機 B ではなく

発電機 D に 80 US ドル/MWh での発電を要求する。再給電後、市場価格 50 US ドル/MWh
はこのシステムの限界費用 80 US ドル/MWh を反映していないことになる。発電機 A は

30 US ドル/MWh 受け取るべきだが、50 US ドル/MWh をとることになる。発電機 B は 50 
US ドル/MWh を受け取るが発電していない。一方で、同じ場所にある発電機 C と D は異
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なる価格が適用される。消費者にはその価格は晒されず、ノード 2 では需要が大きくな

り、ノード 1 では豊富な容量を残すことになる。 

風力発電や PV が電力潮流をより大きく変動させ、送電線混雑を発生させることが予測さ

れており、大きな送電線混雑に直面する電力システムには効率的な地点別価格が必要とな

る。送電線混雑のこれらの状況が調整時間帯に明らかにされることを考えると、地点別価

格は実運用の一時間前だけでなく、数時間前でも必要である。 

図 3.5 地点別価格の例 

 
 

また、市場効率を支える地点別限界価格の算出は、特に越境の場合、システム運用者が、

送電線容量に安定供給のための過度のマージンをとらないことを保証するための唯一の

解である。ERCOT では、例えば、2010 年の地点別限界価格の実施により、制御区域全体

が同じ価格になる時間数が増加している。言い換えれば、一見矛盾にも見えるが、既設

の物理的な送電網が十分に利用され、技術的に可能な範囲内で、できるだけ頻繁にノー

ド価格の収束を導くことが地点別価格の設定アルゴリズムに求められる。 

2）単一価格設定 

需給調整に用いられたリアルタイムのエネルギーに対して、それぞれの地点でシステム

の調整に用いられた限界資源の限界費用を反映すべく、統一の価格を適用すること。 

調整時間帯の全体で単一の価格を用いる必要がある。この単一価格が各地点での需給調

整に用いられる限界資源の限界費用を反映することで、スケジュールを調整する資源に

対して正しい価格シグナルを送ることができる。これは現在の欧州の多くの市場には当

てはまらず、その現状は、需給調整価格は限界費用ではなく平均価格であり、前日市場

価格と比較して±50%の違いがある。原理的には、単一価格は当日および調整時間帯に

おいて良い相関を持つ価格となるべきである。 

簡単なメリットオーダーを考えてみよう。前日市場では、需要と風力発電や PV の出力

の予測の下で、約定価格は発電の限界費用を反映する。しかし、予測誤差により正味負

荷がリアルタイムでより高くなっても、この例では限界費用は変わらない。当日とリア

ルタイムの価格は、この単純な例では等しくなければならない。 
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図 3.6 調整時間帯の価格の変化 

USド ル/MW h

前日価格

GW

リアルタイム価格

前日正味負荷予測 予測誤差

実際の正味定格

GW

USド ル/MW h

 
 

しかし実際には、起動停止の問題と発電所群の運用における柔軟性の不足により、限界

費用は前日市場とリアルタイム市場で一致することは稀である。ある発電所は、出力変

化時間が長く起動コストが高いため、予測誤差の補償には使えない。これらの制約は電

力システム運用全体のコストを増大させる。図 3.6 に示すように、電力システムの限界

費用は 後に需給を調整する発電機の限界費用で決まるため、予測誤差の場合には、限

界費用が変動するとしても大きくは変わらない。前日、当日およびリアルタイムの価格

は極めて近い値となるべきである。 

3）コストを反映した入札 

調整時間帯全体で、それぞれの場所と資源の限界費用を反映した入札を使用すること。 

競争的な電力市場における限界費用による価格設定は、市場参加者の費用を反映した入

札である必要がある。高分解能の市場設計では、この考え方は入札が地点別に行われる

ことを意味する。この入札では、集中型電源の場合は発電機ベースで、分散型資源と仮

想発電所のポートフォリオ入札では、地点別に集約して入札しなくてはならない。また、

理想的にはこれらの入札は限界費用の変動成分、起動費または集約された DR の発動費用

などの運用費用の固定費部分を反映すべきであり、これらの起動費は発電所が給電され

た時は電力価格に反映される（図 3.7）。 

図 3.7 費用の反映に優れた複雑な入札 

運転費用（USドル）

固定発動 /

起動コスト

変動コスト（USドル）

発電量 MWh 
 

市場価格が結果的に負の値になることがある。これは、あるいくつかの発電所にとって、

負の価格を取るよりも、例えば、たった一時間でも出力を減らすことの方がより費用が大
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きいことがあるという事実を反映する52。システム運用者はまた、出力変化速度などの他

の技術的な制約を考慮に入れなければならない。 

規制機関は、場合によっては、特定の場所での市場支配力を享受する発電機の入札を規制

する必要がある。しかし、地点による市場支配力は市場設計とは別ものであり、これは地

点別価格設定の下だけでなく再給電と単一価格の下でも存在し、行使できる（第 3.2 節の

市場支配力の議論を参照）。 

4）制度的供給不足時価格 

容量不足状態、すなわち、負荷に加えて信頼性の確保に必要となる予備力に対し容量が

不足する状態における電力価格を規制すること。 

制度に基づく供給不足時価格は電力市場における政府介入の一形態である。政府が電力

の安定供給にいかなる配慮をしても、容量不足は発生する可能性がある。逆に言えば、

不足が絶対に発生しないことは設備の過剰を意味する。容量不足の発生は強制的な負荷

遮断のリスクを増す（図 3.8）。 

制度に基づく供給不足時価格の形態によっては、不足時間（第 4 章を参照）に正確な価

格形成を確保する必要がある。市場参加者がピーク価格につながる非常に高い価格で入

札できることは、多くの課題を提起する。第一に、多くの市場参加者は可能性のある事

後の競争的行為の調査に遭うことを望まず、一般的には少数の小規模の取引業者がこの

ような価格を入札し、安定ではない供給不足時価格が生じる。第二に、これらの容量不

足の状況はほとんど実際には発生しないため、トレーダーの多くはそれらを予測するこ

とに大きな資源を投入せず、システムがストレスを受けていない（供給量不足でない）

時の高い価格、逆に実際の不足時の低い価格などの状況を引き起こす。 

制度に基づく供給不足時価格の詳細な制度設計は既存の市場の設計に応じて様々である。

価格がよく相関している場合は運転予備力の供給不足時価格の規制で十分である場合が

多い53。その場合、運転予備力の供給不足時価格はリアルタイム価格に影響し、リアルタ

イム価格は当日価格に、当日価格は前日市場価格に影響を及ぼす。 

信頼度に関する価格制度の実施に関するより詳細な議論は第 4 章を参照されたい。そこ

では、規制による価格の論理的根拠に関する詳細な議論や、規制された価格曲線の構成

に対する示唆、および市場支配力の緩和ルールの経験を含めて議論している。 

5）当日市場の透明性 

当日市場価格の透明性が、限界費用を全ての市場参加者に通知するために必要である。 

                                                                                 

52 訳注：出力を低下しようとすると、 低出力を下回り一旦停止することで起動にかかる所要時

間を含む停止時間が発生し、収入のロスが生じ、加えて起動費が必要となる場合などがこれ

にあたる。 
53 訳注：米国テキサス州では、送配電事業者が運転予備力需要曲線（ORDC: Operating reserve 

demand curve）を導入し、運転予備力不足時にはリアルタイム市場価格を強制的に上限価格

（9,000 US ドル/MWh）に引き上げる規制を行っている。詳細は 4 章を参照。 
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図 3.8 調整時間帯のタイムラインの例 

15:00 18:00 13:00 14:00 15:00

コストを反映した入札 継続的ユニットスケジュール更新

入札期間 調整期間

連続した地点別当日価格

実運用時間

リアルタイム /バランシング
均一地点別価格

5 分毎の負荷配分

 
 

欧州および北米の全ての市場において、この透明性の進化は重要である。当日価格情報の

透明性が増すことで、DR や仮想発電所などの分散型資源のアグリゲータは、再生可能エネ

ルギー導入率の増加に伴い発生する当日の需給変動を補完するために、分散型特有の方式

でそれらのスケジュールを調整することができる。 

直前の給電指令で利用可能な 後に選択できる発電機の費用は高いため、継続的に調整時

間帯にそれ以外の資源のスケジュールを更新することが重要である。システム運用者は、

実際の需要と出力変動について確実な情報を入手次第、 小コスト資源の利用を発動しな

くてはならない。分散型発電が豊富なシステムでは、当日価格を継続的に更新することで、

多くの分散型資源の価格調整を確かなものとすることができる。 

要約すると、市場設計は、低炭素電力システムにおいては負荷と発電予測の調整時間帯

の扱いがより重要になる。図 3.9 に示すように、IEA 諸国の経験からは（例えば、14 時で

の運用の開始を表す）、市場参加者とシステム運用者の一連の対応のための以下のベス

トプラクティスが得られている。 

 前日市場の直後、参加者はそれらの限界費用を反映し全ての利用可能な発電機の地点

別の入札を行う。市場管理システムにより同じ入札を調整時間帯を通して用いること

で、システムが厳しい状態の場合におけるゲーミングを防止できる。 

 入札期間の後、市場参加者は入札を変更できないが、当日価格の変化に加え発電機の

利用可能状況やそれぞれの場所における風力発電と PV の予測誤差、発電スケジュー

ルを継続的に更新することができる。 

 電力市場運営者は、利用可能な全ての情報に基づき 小費用の給電を連続して計算す

るとともに、リードタイム、起動の時間と費用、出力変化速度など全ての資源の技術

的限界を考慮する。 

 市場運営者は継続的に更新される地点別の当日価格を公表する。 

 スケジュール調整用の市場は、リアルタイムの一時間もしくはそれより直前にゲー

トクローズし、その後、市場運営者は地点別のリアルタイムのバランシング価格を

計算する。 

 ゲートクローズ後、システム運用者は、発電と負荷をバランスするために、運転予

備力を用いる。 

本節では、欧州と北米の双方の経験を踏まえつつ、効率的な市場設計のための非常に詳

細かつ具体的な例について述べた。詳細な内容ではあるが、提案された市場の枠組みは、

既存の市場設計の大きな改変ではなく、実際には既存の構造の上に構築されるものであ

る。既存の市場設計に対して必要な変更は実際には 小限になる可能性がある。 
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図 3.9 電力市場設計の進化の概要 

 

 

既存の市場設計に対する必要な 小限の変更  

既存の電力市場におけるベストプラクティスの収集結果による、電力システム運用のた

めの市場設計に関する推奨事項は以下の通りである（図 3.10）。 

北米  

RTO/ISO による電力市場は、本報告で識別したベストプラクティスのほとんどを実施し

ているが、さらに当日の時間枠の間で地点別価格の変化の透明性をより高めることでそ

の設計を改善することができる。これにより、DR と仮想発電所のアグリゲータが、シス

テムの要求に応えるべく分散型資源の再スケジュールすることができると考えられる。 

北米の規制市場では、調整時間帯のベストプラクティスの適用が考えられ、これにより、

高い自律性と分権化を維持しながら、自主的に、制御区域の統合の恩恵を享受できる可

能性がある。例えば、特定の制御区域では、特定の発電機の起動停止ではなく、ポート

フォリオ入札によりプラットフォームに参加することができる。市場への参加について

柔軟性が求められる。 

欧州市場 

バランシング市場に関しては、ほとんどの市場設計は、送電網の混雑の緩和を個別の発

電機の入札に依存している。ドイツでは、発電所を再給電するための特別なプラットフ

ォームが設けられている。市場の情報と入札インターフェイスはすでに全ての市場に存

在している。需給調整のために必要な唯一の変更は統一価格の導入とその地点ごとの情

報の公開であると考えられる。現時点では、再給電価格は公開されておらず、需給調整

の価格情報のより高い透明性が求められる。 

欧州では、当日市場で も重要な変化が起こると考えられる。これらの市場は比較的規

模が小さく、 近のものであることを考慮すると、それらについてはネットワークコー

ドに対応した修正がすでに必要であり、したがって、変更を行うことが可能である。 

本章で提唱されている原則は当日市場がバランシング市場の拡張であることを意味する。

システム運用者は、全ての資源に対して同一の個別発電機の入札を用い、かつ、各地点

の当日価格を継続的に公表し、送電網と技術的制約についての詳細な情報に基づいて、

需給調整と同様に、経済負荷配分を行うことができる。 
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第 4 章 信頼度・アデカシー・供給不足時価格 

概要 

 電力供給の信頼度の現在の水準は、経済協力開発機構（OECD）の加盟国では非

常に高い。実際には、ほとんどの停電は、配電レベルでの事故によって引き起こ

されている。 

 信頼度の基準は、新技術､特にデマンドレスポンス（DR）の開発とともに進化し

なくてはならない。当分の間、信頼度の基準はまだ必要とされており、例えば、

出力が変動する再生可能エネルギーには確率的な手法が適している（例えば、米

国における 10 年に一回の停電のルールもしくはフランス、英国、ベルギーの三

時間の停電期待値(LOLE: loss of load expectation)）。 

 信頼度基準を定義する時、これは複雑な課題であるが、政府は保守的な値を採用

しがちである。このことは過剰投資を招くものの、追加費用は他の政策よりも相

当低く、電気料金への影響も比較的限られている。 

 供給不足時価格は、信頼度を確保する上で重要な役割を果たしている。需要側で

は、高い料金が需要を減少させるために有効である。発電側においては、供給不

足時価格が、 も必要な時に発電機を利用可能な状態にすることを促し、ピーク

の容量の固定費を回収することを可能にする。 

 政治的関心と市場支配力への関心に対処しつつ供給不足時価格の形成を進めるた

めに、容量不足の際に信頼度の価格をつけ、市場支配力に対処しつつ、規制機関

は管理された供給不足時価格のルールを開発すべきである。 

 信頼度基準を満たすのに十分な DR があれば、供給不足時価格によりアデカシー

を確保することができるが、常に高い信頼度基準を満たすためには、容量メカニ

ズムなどの追加的な手段が必要である（第 5 章参照）。 

 

今日の日々の経済にとって電力は非常に重要であり、停電は産業、業務、家庭のすべて

の需要に多大な影響を与える。OECD 各国の政府が電気の安定供給を 重要事項に掲げて

いることは、驚くべきことではない。電力の安定供給は幅広い概念であり、三つのブロ

ックから構成される。 

 燃料の安定供給（例えば、発電のためのガス、石炭、原子力、水力のアベイラビ

リティ） 

 システム運用のセキュリティ（停電の回避） 

 資源のアデカシー（容量不足による負荷遮断の回避） 

極端な熱波や寒波による、発電所のアベイラビリティ、送配電網の熱容量、極端な需要

状況への影響の発生頻度が増加する中、技術的な信頼度基準を設定する際に、電力シス

テムのレジリエンスがより重要になってきている。 

今日の電力の安定供給と規制の仕組みは、1960 年代、1970 年代の大きな投資の遺産であ

る。しかし近い将来、電力の安定供給を確保することは困難な課題になる可能性がある。

経年化した電源はリプレイスが必要で、さらに電力の脱炭素化の中、リプレイスは理想

的には競争環境下で行わなくてはならない。その状況が、電力の安定供給にとって 悪

の事態を生む可能性がある。 

電力の安定供給は、市場設計において全く新しい要素ではない。電力システム改革は、

安定供給を確保するために必要な新たな投資を市場が呼び込めるかという問題を提起し
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た。この問題は、容量市場を支持する側と kWh のみ市場で良いと信じる側の間の、激し

い学術的な議論によって特徴付けられる。 

本章は、資源のアデカシーの問題に焦点を当てる。システム運用のセキュリティに関する

議論は、短期市場をとりあげた前章の内容に大きく関係している。燃料の安定供給とレ

ジリエンスもまた電力の安定供給に重要であるが、市場設計には直接関連しないので、

本書では詳細に議論しない（IEA,2013; IEA,2014A を参照）。 

4.1. 信頼度に関する規制 

信頼度に関する規制の枠組みは、基幹電力システムに対し事前に設定される基準と、電

力部門の性能としての事後報告という広い範囲を含んでいる54。停電期待値（LOLE: Loss 
of Load Expectation）もしくは供給されないエネルギーを定義する際には、規制機関は基

準を定義し、その基準は市場に優先する。手短に言うと、LOLE は、ある期間において利

用可能な発電容量よりピーク需要が高い時間の時間数として定義される。 

スマート技術は、消費者に自らの信頼度を選択する能力を与える。その一方で、信頼度

の規制は今日、強制的な負荷遮断を避けられないことを前提としている。 

電力産業以外の他の多くの産業では、信頼度は市場によって設定される。例えば自動車

産業において、エンジンが起動できる確率を 99.998%とするよう定める規制機関は存在

しない。購入者は、より信頼度の低い、ある朝動かなくなるリスクを持った車も自由に

選べる。通信産業においても同様に、電話には、例えばネットワークがしばしば混雑す

る 12 月 31 日の真夜中など、利用不能あるいはネットワークの過負荷によって発生する、

接続不能となる確率が存在する。 

信頼度を規制する必要性 

電力産業が始まって以来、リアルタイムの検針技術がないため、消費者へのリアルタイ

ム課金は禁止されてきた。電力は需要弾力性が小さく、エネルギー貯蔵にコストがかか

ることから、負荷遮断や輪番停電による無補償の需要制限に依存するリスクが存在して

いる。信頼度の規制は、これらの技術的な制約の中で発展してきた。 

スマート技術が大きな変革をもたらす可能性がある。原理的には、卸電力価格が高い時

に消費者が料金に反応し需要を減らすことができれば、常に需給バランスを保つことが

できる。供給力が不足した場合、利用可能な供給力とバランスする上で十分な水準まで

自主的に需要が削減されるまで、価格が上昇する。消費者は、望まない制限に苦しむこ

となく、信頼度は常に確保される（Cramton, Ockenfels, Stoft, 2013）。 
                                                                                 

54北米電力信頼度協議会（NERC：North American Electric Reliability Corporation）によると、信頼度基

準は、信頼性の高い電力システムを支援・維持するための計画と運用のルールである（NERC, 
2014）。信頼度の NERC の伝統的な定義は、アデカシーと運用信頼度という二つの概念に基づ

く。アデカシーは、「システム要素の計画停止および合理的な計画外停止の期待値を考慮した、

消費者の電力やエネルギーの要求量を供給するための電力システムの能力」を指す。運用信頼

度は、「短絡事故や予期しないシステム要素の事故などの突然の擾乱に耐える電力システムの

能力」として定義される。 
信頼度とアデカシーは大きく異なる時間スケールを持つ。システムのアデカシーは、送電およ

び資源のアデカシーの観点から解析される。後者は、電力システムの需要に合う発電能力とし

て定義される。これは、需要側資源の役割の増大を考慮して、一般的に「資源のアデカシー」

と呼ばれる。 
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長期的には、消費者により電力供給の品質に対して異なる選好を持つ状況は予想される。

一部の消費者は、自らの電力消費を減らさないために高い料金の支払い意思があり、他

の消費者は、安い電気料金のためにしばしば電力消費を減らすことを受け入れる可能性

もある。我々は、後者のグループの消費者を信頼度に関し低い選好を持つ消費者として

捉えることができる。というのも、それらの消費者は、電力消費の一部を自主的に削減

することを許容するからである。異なるカテゴリーの消費者に対する停電回避価値

（VoLL: Value of Lost Load）の見積り、消費者の信頼度に対する価値の有効な指標となる

（ボックス 4.1）。 

ボックス 4.1 停電回避価値(VoLL) 

信頼度基準を設定する際には、規制機関は消費者が供給信頼度に置く価値と、電力システム

の全費用の間の得失を確認しなくてはならない。より高い信頼度基準は供給途絶に関する費

用を低減するが、消費者の支払いを増加させる。信頼度基準は、消費者が望む信頼度を 小

費用で提供することを目指すべきである。 

停電回避価値（VoLL: Value of Loss Load）は電力市場において有効かつ重要な評価基準であ

る。VoLL は平均的な消費者が、停電を避けるための支払い意思額を表している。電力市場に

おいては、VoLL は通常は US ドル/MWh の単位で測られる。VoLL は主に、市場の計画側と運

用側の二つの面で使われる。計画側では、VoLL は発電、送電、配電への投資の費用便益分析

に用いられる。運用側では、VoLL は資源のアデカシーのルールと供給不足時価格のアルゴリ

ズムの補正に用いられる。 

停電の間電力は供給されないので、VoLL を計算するための契約情報はなく、VoLL の評価に

は、計量経済学的な分析を用いる必要がある。経済学のなかで VoLL を評価するには、主に、

顕示選好調査、選択意向調査、マクロ経済分析、ケーススタディー分析の四つの手法が用い

られる。 

選択された手法にかかわらず、VoLL は、1) 需要部門もしくは消費者のタイプ、2) 停電の発生

時刻、3) 停電の継続時間、4) 停電とその準備のための事前通知の時間、により大きく変化す

る（Ofgem, 2012）。評価手法、停電の継続時間と発生時刻、消費者の種類によって、VoLL
は、例えば 713～59,000 英ポンド/MWh の大きな範囲で変化することが明らかになっている

（London Economics, 2013）。多くの国では、約 10,000 US ドル/MWh の範囲が代表的な値と

して使われ、一部の国では 20,000 US ドル/MWh までの高い値が使われている。 

英国における容量メカニズム導入の準備のなかで、London Economics が消費者の VoLL を評価

した（2013）。彼らは、様々な方法を用いたが、家庭と中小企業（SME）が、二つのシナリ

オからの選択により許容できる停電レベルを主張する選択実験に焦点を当てた。結果は、冬

の平日ピークの VoLL が、家庭では 10,289 英ポンド/MWh、中小企業では 35,488 英ポンド

/MWh となった。SME の値が高いのは、家庭と比べ生産物の時間あたりの価値が高く、ピー

ク時間帯に電気を使わない活動で代用できる可能性が少ないことによると推測される。産業

と商業の消費者については、平均 1,400 英ポンド/MWh 程度の VoLL となることが、様々な想

定 大損失額のアプローチで示された。 

供給力不足の時、システム運用者は、停電を避けるために電圧を低減した運用を配電事業者

（DNO）に指示することができる。英国では、約 500 MW の需要削減が電圧低減により行わ

れる。電圧低減のコスト分析の結果、法令に沿った電圧の範囲で 6%の電圧低減を行った場

合、家庭用と中小企業の消費者にとっては大きなコストにはならないであろうとの結論が得

られた。 

London Economics（2013）は、停電を経験した消費者が好みの観点から特定されたり順番に

並べられたりしないという条件の下では、加重平均した冬期ピークの平日の VoLL が供給信

頼度計算の目的に対して も適切な数値であることを示した。さらに、大口の産業および業

務の消費者が、現在もしくは将来において、デマンドレスポンス（DR）、自家発電、その他

の自衛策の選択肢を持つ場合は、家庭と中小企業の消費者の VoLL だけが London Economics
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の評価のベースとして使われる。これらの計算で、英国における冬期ピークの平日の加重平

均した VoLL の値は 16,940 英ポンド/MWh となっている。 

信頼度を規制する理由 

計量、検針、請求に関する技術の大きな進歩にもかかわらず、価格に反応する需要の構

想の実現には制度の壁が立ちはだかっている。 

第一に、電力消費量データの通信にプライバシーの問題があり、一部の国は配電もしく

は供給事業者が、家庭の消費者が家電を使う時間を追跡することをよしとしていない。 

第二に、消費者がスマートメーターを持ち、リアルタイムの電力価格に応じた請求をさ

れるとしても、価格に反応しないことを選択する可能性がある。その理由は、反応に必

要な時間と努力に比べ、需要を調整するメリットが小さいからである。この問題は消費

者の需要削減の自動化によって軽減されるが、DR の開発は遅く、結果として、信頼度の

面からは DR のない状態が続く。 

第三に、一般に電気は公的サービスの側面を持ち、市場ベースの解決策の役割を制限す

る。リアルタイム料金の導入と遮断可能な契約の導入は、サービスの質の低下と捉えら

れ、その結果、革新的な電気料金はより効率的であってもその導入は大衆や政治家の抵

抗に遭いやすい。小売料金構造の革新はゆっくりとしか進まない（第 9 章）。 

しかし、信頼度の規制にはさらに理由がある。それは、大規模停電や全系崩壊のリスク

である。システム崩壊は、もうこれ以上機能する市場はないことをも示している。もし

電力が送電されなければ、契約は実行されず、市場ベースの電気料金もあり得ない

（Joskow and Tirole, 2007）。このような市場の失敗は、継続的な規制の介入を正当化す

る。 

当面の間、電力の信頼度は、市場だけでなく、規制機関にとっての問題として残り、発

電容量と DR 資源の量が不十分で、市場が決済できず価格も決まらない期間が続くと考え

られる。市場決済価格が決まらなければ、市場は 適な設備容量を決定することができ

ず、規制機関は信頼度を規制するために介入が必要になる。 

信頼度の規制は常に過剰容量 

現実には、多くの電力システムでは信頼度基準を厳格に満たすために必要な容量よりも

多い容量を持つ。OECD 各国の信頼度がかなり高い状況を説明するいくつかの理由がある。

第一に、システム運用者と政策立案者は保守的になる傾向があり、高い容量マージンを

持つことにより安全側にいることを好む。システム運用者の CEO は、容量不足が生じた

場合には失脚させられる可能性があるが、過剰設備に気づく人はほとんどいない。 

第二に、容量不足の場合の大規模停電のリスクは認識できるリスクであり、システム運

用者は十分な発電容量を持ちたいと考える。たとえシステム運用者が発電容量の不足に

よって発生する大規模停電を防ぐ方法を知っていたとしても、彼らはこの大きなインパ

クトのある確率の低い事象に向き合うことを嫌う。 

第三に、新設電源は想定より早く配備され、過剰設備を招く可能性があるにもかかわら

ず、需要予測が過大となる傾向がある。新規の発電機の建設に必要なリードタイム（オ

ープンサイクルのガスタービン（OCGT）の二年から、原子力発電の 8～10 年まで）を所

与のものとして将来のアデカシーを見直す場合、電力需要の伸びが重要な役割を果たす。

電力需要の伸びの不確実性のもとでは、保守的な政策立案者とシステム運用者は、心安

く楽観的な評価に基づいて電力システムを形成することを選好する。 
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後に、そしてこれがおそらく も重要な理由だが、過剰な信頼度はそれほど高価では

ない。複数の定量解析によると、「目標となる予備力マージンを数%増やしても、平均

年間コストはわずかしか増加しない一方で、高コストの事象を経験する可能性を大きく

減らす」（Brattle Group and Astrape consulting, 2013）。国際エネルギー機関（IEA）の計

算によると、たとえ 後の MWh の発電コストが 60,000 US ドル/MWh であったとしても、

電気の平均コストの増加はわずか数セントである。再生可能エネルギー支援スキームと

いった他の電力政策の目的に費やされるお金に比べ、過剰な信頼度は明らかに二桁小さ

い問題である。 

政府が市場に電力の安定供給の水準を決めさせず、信頼度を安全サイドに見誤る傾向に

あるのは、驚くべきことではない。アデカシーの理論的疑問への興味にもかかわらず、

政府は、十分な容量があることを確認するための実用的で単純な答えを必要としている。 

風力発電及び太陽光発電の導入率増加に伴う信頼度 

風力発電や太陽光発電(PV)の急速な展開に伴い、ガス火力と石炭火力の多くの発電機の

稼働時間が少なくなり、一部の発電機では損失が出ている。スペインでは、例えば、

2014 年に従来型の容量の利用率が、ガス火力発電と石炭火力発電でそれぞれ 15%以下、

40%以下に低下した。この傾向は、再生可能エネルギーが導入されている kWh のみ市場

では、新設の従来型の発電容量に投資にインセンティブを与えられず、その結果電力シ

ステムの信頼度が確保できないという議論を電力産業に巻き起こした。 

第一の、出力が変動する再生可能エネルギー（VRE）が安定供給に対する懸念を引き起こ

す理由は、風力発電と PV（VRE: variable renewable energy）の出力の変動特性に起因する。

風力発電と PV の出力は変動し、その容量を利用したいときに利用できるわけではないの

で、ピーク需要への貢献は限定的である。これは、照明と電気ヒーティングのスイッチ

が入る冬期の夕方が電力需要のピークとなり、（この時間に日射はないという）欧州の

PV に当てはまる。 

その結果、VRE への投資は、信頼度の確保にはほとんど貢献しない。低い導入水準では、

ピーク需要の間の風力発電と PV の出力の期待値を見て、システム運用者は再生可能エネ

ルギーの容量価値を計算する。ピーク需要における風力発電の貢献は、導入容量の 8%か

ら 12%の範囲である55。 

ボックス 4.2 実効需要対応能力(ELCC: effective load carrying capability) 

ELCC の目的は、ある発電機が全系のアデカシーに貢献する度合いに応じた容量値を算出す

ることである。ELCC の考え方は全てのタイプの資源に適用可能だが、発電機の稼働率をベ

ースとした手法を使って容量価値を評価するのが難しい VRE 発電の場合に特に適している。 

ELCC は需要の増分もしくは等価な発電容量として計算される。ELCC は一般的に LOLE に基づ

くが、供給不足電力量（EUE）のような、他の適した信頼度基準も用いられる。例えば、風

力発電の LOLE に基づく ELCC（NERC, 2011）はいくつかのステップで計算される。 

 望ましい信頼度目標（例えば、0.1 日/年）に合うように、風力発電機を除いたシステム

の補正 

 負荷の時系列から風力発電の時系列を差し引く 

 信頼度目標に再び合致するまで負荷を加える 

                                                                                 

55 訳注：この貢献度は電源ミックスにより変わる。 
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この加えられた需要が風力発電の ELCC である。この方法でシステム運用者は、風力発電の

全系への貢献は銘板値の 8%になるといった計算を行った。風力発電がシステムに追加され

る容量の増加に伴い再生可能エネルギーの容量価値は減少する。 

 

しかし、容量価値の計量は、風力発電と PV の導入率が高くなるにつれ正確でなくなる。

システムの（需給上の）ストレスが高い期間が必ずしも需要が 大となる期間とは一致

せず、一年のうち 1,000～2,000 時間程度の、風力発電と PV の出力が低く、比較的高需要

の時期に発生する場合がある。したがって、信頼度への再生可能エネルギーの寄与の分

析には、再生可能エネルギーのあるシステムに加えられる追加のピーク需要を評価する

実効需要対応能力（ELCC）（ボックス 4.2 参照）のような、より洗練された確率的な手

法が求められる。 

第二の、VRE が安定供給への懸念を発生させる理由は、ミドルロードおよびピークロー

ドの電源への投資ニーズを増やすことである。再生可能エネルギーは、従来型の電源の

利用率を下げ、発電量と電力価格の変動を増大させて、ガス火力発電への投資リスクを

高める。今や、ミドルロードおよびピークロード電源の市場ベースの投資の実績はほと

んどない（ 近の市場ベースの投資は主として、ベースロード運転を見込んでいるガス

火力発電と石炭火力発電機が中心である）。これにより、供給不足の期間における価格

形成は、容量コストを回収するための将来投資にとって特に重要となる。 

第三の、VRE が信頼度に影響を与える理由は、その出力変動の特性ではなく、開発ペー

スが比較的不安定であるという事実に関連する。様々な利益団体が圧力をかけ、政策の

視点が変わることで、再生可能エネルギーの導入の時期、場所、種類について、大きな

不確実性がもたらされる。再生可能エネルギーが、欧州の従来型電源の経済性悪化を説

明するのに一役買っていることに疑いの余地はほとんどないが、既設のガス火力発電の

低い負荷率は、炭素価格の低迷、電力需要の減少、投資判断の誤りによっても説明され

る。一方で投資家は、従来型電源への投資の機会、将来のエネルギーミックス、将来の

価格に関連した、規制の不確実性の増大に直面している。この状況により、投資の意思

決定の協調、もしくは、例えば容量市場といった手段による、セーフティネットの創設

が少なくとも有用ではないかといった議論が行われている。 

VRE 電源のさらなる側面は、電力システムを気象条件の影響に晒すことである。送配電

網は常に嵐や洪水による損害と気象に起因する需要変動に晒されてきたため、この問題

は新しいものではない。しかし、風速が大きくなりすぎると、多数の風力発電が自動的

に一斉遮断され、システムにストレスを与える。雪の場合には PV は突然出力が落ちる。

2015 年 3 月 20 日、欧州での日食は極端な出力変化をもたらし、ドイツのシステムの柔

軟性の実試験となった。加えて、PV の効率は高い温度になると低下する。例えば、2015
年にスペインでは記録的な猛暑となり需要が急増したが、PV 出力は熱のため低下した。

これはシステム信頼度にとって新たな課題となる。 

風力発電と PV の導入率が増大すると、システム運用者のシステムの管理方法も変わる。

これら再生可能エネルギーの開発により、従来型発電の起動、急速な出力上昇や低下の

頻度と変化幅が増え、発電機の 低出力での運用が頻発する。また、予測誤差に対処す

るためにより多くの運転予備力を必要とする。これらの現象の多くは、すでに第 3 章で

議論した。 

後に、VRE により周波数と局所的な電圧を所定の範囲内への維持に課題が生じる。既

存の配電システムにおいて、VRE 発電は、電圧を許容水準以上に上昇させる可能性があ

る。この問題は、制御機能を追加した PV のインバータや負荷時タップ切替器を持つ変圧
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器などによる電圧制御能力の向上策により軽減できる（IEA, 2014A）。送電網の制御シス

テムの速度が短周期周波数変動の補償に不足する場合には、周波数変動が発生する可能

性がある。システム周波数が低下すると、（監視制御やデータ収集－SCADA のような）

制御システムは、負荷配分を増やしてインバランスを改善する必要がある。周波数の安

定度の厳しい期間における安定度問題を回避するための VRE 電源の出力抑制は、それら

の制御システムが高速に周波数に対応する技術的能力がない期間に限ることができる。 

信頼度規制と市場の範囲 

信頼度を管理している組織の責任は国や州の境界で限られるが、この状況は、 近 20～
30 年の市場の発展を踏まえると明らかに不十分である。信頼度規制のための制度の枠組

みは、市場の範囲（の拡大）に応じて地域を広げる必要がある。市場と信頼度規制をよ

り良く調和させるために、発電アデカシーの見通しは整合した地域区分で策定する必要

がある。 

欧州連合（EU）の電力市場の統合プロセスでは、安定供給に言及するだけで信頼度規制

に十分配慮せず、市場統合を目指している（安定供給に関する指令 2005/89/EC）。その

結果、欧州の規制の枠組みは極めて細分化されており、そのため、多くの欧州の国々が

現在ほとんど協調なしに自国の容量市場を導入していることは、驚くべきことではない。

この状況は、信頼度確保の全体の費用を増大させる可能性がある。 

米国においては、信頼度の地域レベルの協調がより改善されている。約 50 年前に定義さ

れた NERC の地域は、10 年前に設立された RTO の範囲と合っていない。着実な全体評価

では、州や国の境界に関わりなく複数の RTO と制御区域の範囲にわたる資源アデカシー

評価が含まれる。 

信頼度とその規制に関する調査 

1960 年代と 1970 年代の電力需要が高い伸びを示していた時期、政府は通常、適切・適

時の投資が可能な垂直統合型で規制された独占に頼っていた。政府による規制は比較的

軽いもので十分であり、安定供給や信頼度基準に関する法制を導入したのはほんの数カ

国に過ぎなかった。 

しかし、競争的でアンバンドリングされた電力システムの開始に伴い、安定供給の確保

責任の明確化が必要となった。本節では IEA の加盟国で使われている信頼度基準の調査

結果を示し、 適な信頼度の考え方と信頼度基準の設定に対するさまざまな取り組みを

議論する。 

信頼度は様々な文脈で様々な意味にとられる。NERC の定義では電力の安定供給を二次元

（システム運用のセキュリティとアデカシー）で規定している。信頼度基準の考え方は、

通常、強制負荷遮断のリスクを表す指標によることが多い。 

信頼度基準 

IEA の大半の加盟国で、信頼度基準は政府によって明確に設定されている。調査した 30
カ国のうち、22 カ国が信頼度基準を持っている。この調査には、日本、韓国、ニュージ

ーランドが含まれていない。これらの基準の設定方法としては、決定論的手法もしくは

確率論的手法がある。 

OECD 各国の基幹電力システムに適用されている信頼度基準は、エンドユーザーの LOLE
が全系の平均で年間数分以下といった基準になる（Brattle Group and Astrape Consulting, 
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2013）。例えば、オーストラリアの信頼度基準（0.002%）は、消費者が一年間に負荷遮

断される時間が平均で 10 分であることを意味する。 

も共通に使われている決定論的手法は、「計画予備力マージン（Planning Reserve 
margin）」である。それは、通常の気候条件の下でピーク需要を満足するのに必要な供

給力を超えて利用可能な容量を計量するものである（NERC, 2013a）。NERC は、独立して

信頼度を評価し、主に火力発電については 15%、主に水力発電については 10%の初期設

定値の予備力マージン目標を用いる56。これは、100 GW の通常の需要ピークを持つ火力

発電システムでは、少なくとも 115 GW の設備容量が必要であることを意味する。 

欧州の ENTSO-E でもまた、予備力マージンについて決定論的定義を用いている。この手

法の明らかな利点は、政策決定者にとって単純な点であり、決定論的なマージンの考え

方の理解のしやすさである。しかしながら、この決定論的考え方は、ピーク需要への貢

献が天候に依存する VRE 電源の容量を考慮することには適さない。 

他の一般的な手法は、確率的な手法を使うことであり、指標は需要に供給することがで

きそうな状態を予測する確率モデルの結果として与えられる（NERC, 2012）。 も一般

的な確率論的指標は、次のとおりである57。 

 LOLE（Loss of load expectation）：当該年における停電の発生の回数の期待値

（Astrape Consulting, 2013） 

 LOLP（Loss of load probability）：停電の確率で、一般的には年間の停電時間の割合

（Astrape Consulting, 2013）、もしくは、所与の期間において需要が利用可能な発電

容量を超える確率（NERC, 2013b）。 

 LOLH（Loss of load hours）：当該年における停電の時間数 

 EUE（Expected unserved energy）：停電の規模を考慮し、遮断される電力量の期待値

を MWh 単位で示すもの 

決定論的手法と確率論的手法は相互に関係があり、計画段階の予備力確保の目標を確率

論的な検討から得たとしても、（決定論的手法と）同じ結果となることはあり得る。規

制の面から考えると、政策決定者にとって理解しやすい方法で信頼度を説明することも

重要である。このため、規制機関は通常は単純な方法を好む。 

欧州 

信頼度の規制は欧州内で統一されていない。信頼度基準を持たない国もあれば、信頼度

基準は存在しても拘束力がない国もある。表 4.1 に一部の欧州諸国の供給信頼度基準を

示す。 

欧州の様々な信頼度基準は、確率論的なものになり、停電時間期待値を使って表現され

るものが増える傾向にある。ベルギー、英国、オランダ、フランスを含むいくつかの

国々は、年間 3～4 時間という類似の基準を持っている。 

                                                                                 

56 NERC は、資源のアデカシーのための信度基準（例えば、予備力マージンの基準）を設定したり、

電源や送電線の建設を指示する権限を持っていない。 
57 訳注：LOLE を LOLH と同義とする定義も本書の中で使われている。また、各指標について、単

位も時間や電力量とする場合と、それらの割合（%）とする場合など様々である。 
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「欧州域内エネルギー市場（European Union Internal Energy Market）」が創設され、多く

の市場と技術的ルールの協調が進んでいるが、安定供給は EU 内の各国の権限として残っ

ている。 

欧州諸国では、送電システム運用者（TSO: Transmission System Operator）が電源のアデカ

シーを監視し、報告する責任を持つ。（CEER, 2014）。欧州全体で ENTSO-E は、個々の

ENTSO-E メンバー国、地域ブロック、ENTSO-E エリア全体という三つの異なったレベルに

ついての「欧州の電源のアデカシーの見通し（European generation adequacy outlook）」

を公表している（ENTSO-E, 2015）。しかし、これらの結果は、加盟国を拘束するものでは

ない。 

一部の欧州諸国は、地域のグループとして信頼度を定義する取り組みを行っており、

「Pentalateral Energy Forum」では地域レベルの安定供給を評価する共通の手法を検討し

ている58。加えて、「域内エネルギー市場の枠組みにおける電力供給保障に係る地域協力

の政治的宣言」に、ドイツ、デンマーク、ポーランド、チェコ、オーストリア、フラン

ス、ルクセンブルグ、ベルギー、オランダ、スウェーデン、スイス、ノルウェーが署名

した。この宣言では、安定供給に関するものを含む、各国のエネルギー政策のさらなる

協調を図る政治的合意を定めている。 

表 4.1 欧州における信頼度基準 

欧州諸国 信頼度基準無し 
決定論的 

信頼度基準 
確率論的 

信頼度基準 
拘束力のある 

信頼度基準 
拘束力のない 

信頼度基準 

オーストリア      
ベルギー   3 時間/年  
チェコ共和国      
エストニア      
フィンランド     
フランス   3 時間/年   
ドイツ      
グレートブリテン   3 時間/年   
ハンガリー     
アイルランド   8 時間/年   
リトアニア      
マルタ      
オランダ   4 時間/年  
ノルウェー      

ルーマニア      

スペイン      
スウェーデン      

注：hr/yr=年あたり時間数, RS=信頼度基準（Reliability standards） 

Source: CEER (2014). 

                                                                                 

58 「Pentalateral Forum」は中西欧の地域的な協調のための枠組みである。これは、越境の電力の

取引の協力を推進するために、2005 年にベネルクス諸国、オーストリア、ドイツ、フランス

（スイスは永久オブザーバー）のエネルギー相によって創設された 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5142_en.htm)。 
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北米 

北米では、明示的な信頼度基準と基準値が用いられることが多い。ほとんどの市場は予

備力マージンの算定に決定論的手法を用いているが、その手法は（10 年に一回といっ

た）確率的な基準値から導き出されるか、もしくは確率的な基準値に対しベンチマーク

したものである。一部の地域では経済的な手法を用いる。例えば消費者の費用を 小に

する水準に信頼度の目標を設定するなどである。水力発電に大きく依存している市場で

は、渇水の発生を管理するために kWh の基準値を持っている。表 4.2 に示す北米の例で

は、10 年に一回停電という基準が広く使われ、10 年に一回（0.1 LOLE）、もしくは 10 年

で一日（2.4 LOLH）と解釈されている。 

NERC は、北米全域で信頼度の規制の協調を担っている。NERC は 1965 年の大停電の後に

非営利の国際的な規制機関として設立され、その使命は北米の基幹電力システムの信頼

度を確保することである。NERC は発電所レベルの詳細なデータに直接アクセスする権限

を持ち、各地域の季節別もしくは長期の信頼度を毎年評価する。 

表 4.2 北米の特定の地域における信頼度基準と指標 

領域 目標マージン 
基準： 

10 年に１回 
（0.1 LOLE/年） 

基準： 
10 年に１日 

（2.4 LOLH/年） 
経済性評価 

エネルギー 
基準 

他の 
確率論的基準 

MISO 
（Midcintinent ISO）       

PJM       

NYISO 
（ニューヨーク ISO）       

ISO-NE 

（ISO ニューイングラ

ンド） 
      

SPP 
（サウスウェストパ

ワープール） 
 *      

沿海州
59 20%      

ケベック       

サスカチュワン 
供給不足電力量

に基づく 
    供給不足電力量 

マニトバ 12%      

SERC/SoCo       

SERC/デューク・エネ

ルギー・カロライナ 

 

 
   

 
  

ERCOT 
（テキサス電気信頼性

評議会） 
      

CAISO 
（カリフォルニア
ISO） 

15%, 
LOLE 研究で 
ベンチマーク 

     

＊蒸気を基本とした RTO メンバーで 12%、 水力を基本としたメンバーで 9%（LOLH 研究でベンチマーキング） 

Source: The Brattle Group and Astrape Consulting, 2013. 

                                                                                 

59 訳注：カナダの 東部の州であるニューブランズウィック州、ノヴァスコシア州、プリンスエ

ドワードアイランド州の総称。 
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オーストラリア 

オーストラリアの信頼度規制は、オーストラリアエネルギー市場委員会（AEMC: 
Australian Energy Market Commission）の信頼度委員会によって監督されている。信頼度基

準は、EUE の 大値、つまり消費者に供給されないリスクがある電力量の期待値の 大

値で定義される（Hendersonten, 2014；AEMC, 2014）。EUE は本質的に、消費者にとって

の供給信頼度の価値と、ある信頼度水準を達成するために必要な電力システム全体の費

用とのトレードオフを反映している。EUE は GWh の単位で測られ、当該地域の年間需要

電力量に対する率（%）で表現される。現在の信頼度基準は 0.002%に設定されている。

これは需要が 100,000 MWh の需要に対し、供給されない電力量を 2 MWh 以下に抑える

よう求めることを意味する。 
 

信頼度の実情 

基幹電力システム 

電力システムの性能は通常、供給の継続性を使って評価される。システム信頼度の指標

は、停電の頻度、継続期間、影響度合いに焦点を当てる。その指標は、電力システムの

性能に対する全系的で結果志向の考え方を提供し、一般的に大局的な解釈や適用が容易

である。これらの指標は、システム運用者と規制機関によって収集される。 

しかしながら、信頼度の規制と実際の信頼度は一致するわけではない。前節で議論した

信頼度基準（例えば一年に 3、4 時間、あるいは 10 年に一回）は、基幹電力システムに

適用され、まずは発電容量のアデカシーを決定するために利用される。実際には、OECD
のほとんどの国は、ここ数十年大きなアデカシーの問題は経験していない。2006 年 11
月に、欧州七カ国は、送電線の切り替えに起因する大規模停電を経験した。 近では、

2011 年の日本と 2013 年の韓国で、福島の事故の影響による原子力発電所の閉鎖から停

電が発生した60。 

表 4.3 複数エリアにまたがる大規模停電 

日付 地域 
影響を受けた 
人口（概数） 

影響を受けた電力システム区域 原因 

1965 年 11 月 9 日 米国北東部 3,000 万人 
5（セントローレンス-オスウィー

ゴ、北部ニューヨーク州、ニュー

イングランド州、メイン州） 

リレーの誤トリップ、 
送電線過負荷発生 

2003 年 8 月 14 日 
米国北東、 
中部カナダ 

5,000 万人 
5（オンタリオ、MISO、PJM、

NYISO、ISO-NE） 
停電、送電線障害により 
連鎖反応発生 

2003 年 9 月 28 日 イタリア 5,600 万人 3（フランス、スイス、イタリア） 
スイスの送電線の障害; 
連絡欠如 

2006 年 11 月 4 日 西ヨーロッパ 1,500 万人 

7（フランス、ドイツ、オランダ、

ベルギー、イタリア、スペイン、

ポルトガル）－欧州大陸全体のシ

ステムが影響を受けた 

変電所の人的ミス 

Source: IEA, 2013. 

 

                                                                                 

60 訳注：2011 年の日本における供給力不足による輪番の計画停電は震災により直接被害を受けた

関東および東北地方の火力発電および原子力発電所の 20 GW を超える停止が原因。 
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IEA 加盟国のシステムで 近発生したほとんどの大規模停電は、システム運用者間の協調

の欠如が根本原因であった61（表 4.3）。例えば、2003 年のイタリアの大規模停電はイタ

リアとスイスの間に協調の問題があった。1965 年の北米北東部の大規模停電の結果 1968
年に NERC が設立された。 

配電 

実際には、各消費者の年間停電時間は平均して数百分になるが、その主たる原因は配電

線事故である。配電レベルの停電は、通常は局所的な問題である。このような停電は嵐

や雪といった局所的な気象現象の結果としてしばしば発生する。これらは影響が比較的

限定されており、配電会社は急いで非常用発電機を設置し、電線を復旧することができ

る。これらの理由から、こういった停電は通常、全国紙の見出しに掲載されることはな

い。 

2013 年に IEA は、停電の頻度、継続時間、影響に関する調査を行った。図 4.1 は、各国

の事故停電時間の推移を表している。停電時間は、フィンランド、ドイツ、スイスは年

間 20 分未満である一方、ポーランドでは 400 分近くに達する年が二年あるなど、国によ

り年により大きく変動する。このような変動は、停電時間の指標に大きく影響する例外

的な事象や、それぞれの電力システムの特性の違いといった諸要素の組み合わせを反映

している。電力システムの違いとしては、配電網の規模や構成、消費者の分布、指標の

作成に使われるデータ収集と算出手法の違いが含まれる。 

図 4.1 各国の事故停電時間の推移（2008 年～2012 年） 
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注：オーストラリア、ドイツ、ギリシャのデータでは、例外的な事例を除外している。ベルギーとイタリアのデータは配

電について除外している。ベルギーのデータは消費量と顧客数で重み付けをしている。オーストラリアの完全なデー

タは使用できなかった。ニュージーランドとスロバキアの 2008 年データは使用できなかった。スイスの 2008 年、

2009 年のデータは使用できなかった。イタリアの 2012 年のデータは使用できなかった。 

Source: CEER, 2012; Ofgem 2012; EnelDistribuzione, 2013. 

 

配電網の信頼度の規制は、しばしば信頼度というよりも品質の規制になり、これに対す

る対応には主として新たな投資を必要とする。例えば、極端な天候に対する配電網のレ

                                                                                 

61 訳注：表 4.3 からはこの結論的な内容を読み取るのは難しい。より多くの事例を検証する必要

があり、特に実運用の段階、短期の運用計画の段階、あるいは運用計画の基本的な考え方の

協調まで遡るかにより、対応が異なる。 
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ジリエンスの改善に資する、中間電圧の配電線のメッシュ化や地中ケーブル化などであ

る。このような方策は、規制機関が規制された配電網運用者の投資計画を承認する際に

考慮すべき費用を伴う。 

4.2. 市場設計への意味合い：供給不足時価格 

市場設計の主目的の一つは、長期にわたるシステムのニーズに合った資源の適切な供給

を確保することである。本節では、信頼度やアデカシーの確保にあたり、kWh 価格が果

たす役割を議論する。 

この観点における第一の考え方は、効果的な供給不足時価格（SP: Scarcity Pricing）の導入

である。この考え方は、しばしば「kWh のみ市場」と呼ばれる。米国の ERCOT とオース

トラリアの全国電力市場（NEM: National Energy Market）の経験からは、供給不足時価格

が適切に機能するには、次のものと同時に導入することが必要であることが示されてい

る。 

 信頼度基準と整合した高いプライスキャップ 

 事前の市場支配力軽減策 

 システムのストレスが高い期間の供給不足時価格の形成についての何らかの規制 

また、本節では、価格スパイクの発生が稀で、電力消費に投資サイクルが存在するとい

う前提の下で、効率的な供給不足時価格が信頼度基準を満たすのに十分かどうかについ

て議論する。本書では、低炭素な電力システムに移行するまでのセーフティネットとし

て、効果的な供給不足時価格に加えて、容量メカニズムが必要な場合があるという結論

に至っている（第 5 章）。 

供給不足時価格に関する市場の失敗と規制の失敗 

kWh のみ市場がシステム信頼度を維持するのに十分な投資を促進するかどうかについて

は、大量の文献があり、一般的には、二つの kWh 市場の「欠陥」が注目される。 

第一に、kWh 市場には十分な DR が（少なくとも現在は）ないので、必ずしも市場で値

がつかないことがある。特に、物理的なインフラも市場のインフラもなく、ほとんどの

消費者がリアルタイムの電気料金に晒されていない。卸電力市場にプライスキャップが

ないとしても、電力市場で価格がつかない可能性がある。発電能力が固定されている特

定の瞬間において、そのような状況でシステム運用者が崩壊的な大停電を回避する唯一

の手段は、負荷遮断である。それに加えて、システムの故障もしくは停電の際には電源

は全く報酬を得られないので、市場は大規模停電のリスクを 適化することはできない

（ボックス 4.3 参照）。 

ボックス 4.3 市場は停電を 適化できるか？ 

経済学の論文による一つの重要な洞察は、電力市場は、停電や負荷遮断の継続時間を 適化で

きないということである。その理由は、停電時間はそれを避けるために建設された発電容量に

より決まり、停電を避けるために発電所を建設するインセンティブは、停電時に支払われる価

格により決まるが、停電の間に競争的な市場は存在しない。停電の際に発電機に支払われる価

格は、行政ルールによって設定しなければならない。 

停電を 適化する点における市場の失敗は輪番停電のケースを超えた結果となる。例えば、容

量が不足した場合、送配電網の崩壊の確率が高まる（Joskow and Tirole, 2007; Joskow, 2008）。
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しかし、送配電網の崩壊は市場の崩壊を意味する。なぜならば、システム崩壊の際には電力は

供給されないので、消費者は対価を支払うことはないからである。この結果、市場メカニズム

は崩壊的な停電の費用を捉えることができず、その発生を 適化できない。 

大需要と供給不足時価格と電力市場における投資のインセンティブに関する文献は、Boiteux
（1949）が 初である。供給不足時価格は市場決済価格に依存している。基本的な考えは、利

用可能な電源が全て使われている場合、スポット価格が物理的に発電可能な電源容量によって

供給される 後のユニットの限界発電コストに等しい需要を超える需要が存在する可能性があ

る。このような供給不足時には供給が需要を満たすことができないので、需要側は市場が約定

するまで応札価格を上げることを求められる。「供給不足時価格」の結果、kWh を供給してい

る全ての発電機は、自らの固定費を回収するために必要となる供給不足時利益を受け取る。こ

のメカニズムは、全ての kWh 市場において電源投資のインセンティブを与えるために必要不可

欠である（Grimm and Zött, G, 2013）。しかし、このメカニズムは、需要側の欠陥により市場決

済価格が存在しない可能性がある場合は、停電を 適化したり効率的な価格を見出すことはで

きない。アデカシーの問題は、 終的には需要側の市場の欠陥の結果であり、規制価格の抑制

による結果ではない（Cramton, Ockenfels, Stoft, 2013）。 

 

第二に、そもそも kWh 市場の価格は、 大値が制約され、負荷遮断を避けるための十分

な発電への投資を促すことはできない。一年に数時間しか稼働しない発電への投資は、

投資家が短い時間の間に全ての投資費用を回収しなくてはならないことを意味する。こ

れらの発電は、（ほとんどの発電機が行うように）限界利益により固定費を回収できず、

この数時間の間に価格が限界費用を超えて上昇するようにしなくてはならない。言い換

えればこれらの発電は、ある程度の市場支配力を行使できなくてはならない。 

このような高い価格はほとんどの場合で政治的に支持できないと考えられてきており、

市場支配力の濫用を抑え続ける自然なメカニズムがないので、規制機関は卸電力市場価

格にしばしばキャップ（上限価格）を設定してきた。しかしながら供給不足時価格を制

限することは、資源のアデカシーのために必要となるピーク電源への投資のインセンテ

ィブを失うことになる。さらに、卸電力市場だけでは資源への投資コストを回収しきれ

ない、いわゆる「ミッシングマネー」の問題を招来する。 

プライスキャップの存在は、容量市場導入の もよく知られた説明である。 近ではい

くつかの検討がこの論争に新たな光を当てている（Hogan, 2013; Brattle Group, 2013; 
Cramton, Ockenfels and Stoft, 2013; FERC, 2014; RTE, 2014）。 

規制の観点からは、kWh のみ市場も容量市場も、規制機関やシステム運用者の相当程度

の介入が含まれる。純粋に非集中的62な市場だけでは、信頼度基準を満たすために必要な

正確な供給不足時価格を提供できないようである。 

信頼度基準に適合する値までのプライスキャップの上昇 

厳しい需給状況において供給不足時価格の形成を改善するためには、規制機関は市場支

配力を制御するために、kWh のみ市場への介入や、管理された供給不足時価格曲線

（Scarcity Price Curve）の導入の必要がある可能性がある。 

kWh のみ市場では、発電機は発電している時にのみ収入を得る（厳密には、kWh のみ市

場は、容量に基づく運転予備力の収入の一部を含む）。kWh に対する収入のみに基づく

                                                                                 

62 訳注：米国 ISO の集中的市場に対する欧州の状況の違いを意味する。 
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市場は、1990 年代に米国と欧州で導入され、オーストラリア東部、米国のテキサス州、

いくつかの欧州の国々では現在も使われている。 

このような市場では、信頼度を確保するために必要な電源は一年に数時間しか稼働しな

い。燃料や炭素価格によるが、通常は 30～50 US ドル/MWh の範囲にある卸電力市場の

平均価格に比べ、発電機のコストを回収するために必要なスポット価格は、原理的には

10,000 US ドル/MWh かそれ以上に跳ね上がらなくてはならない。これは、価格が も高

い発電機の限界価格を大きく超えて上昇しなくてはならないことを意味する。 

驚くまでもなく、価格スパイクに関連したいくつかの懸念が kWh のみ市場の設計に生じ

た。 

 第一に、限界ユニットの限界費用を超えた価格は、発電機による市場支配力の行使

に起因するが、それは原則的には競争法の下では禁止されている。加えて極端な価

格の発生は新聞の見出しに載り、政治的な介入の引き金となる。 

 第二に、価格スパイクは期待したより頻繁に発生せず、価格も低く、ピーク時間の

価格形成に対する疑問を生じさせた。 

 第三に、たとえ価格形成が正しかったとしても、これらスパイク価格による収入に

依存する新設供給力を、実際にどの程度投資家が建設するかははっきりしない。 

市場支配力の事前規制 

需要を満たすために利用可能な発電機が全て必要な期間においては、全ての発電機が市

場支配力を行使し、限界費用を超えた価格で応札できる。しかし、これは理論的には効

率的ではあるが、実際には難しい。 

価格スパイクは、電力需要が価格に反応しないために発生しうる。発電機は 1,000、
10,000、100,000 US ドル/MWh の応札も可能であり、消費者にとっては高コストにつなが

る。例えば、価格が 10,000 US ドル/MWh に達した場合、1 kW の電気ヒーターを一時間

停止すれば 10 US ドル節約できる。しかし、大規模な産業用需要を除いては、消費者は

リアルタイム価格に接しないため、消費者は消費を変えることはない。 

さらなる懸念は、頻繁なピーク価格が発電機に極端に高い利益をもたらすことである。

理論的には価格スパイクがピークロード電源の固定費回収に必要だとしても、通常は市

場支配力の行使は法律で禁止されている。事後に法的に訴えられるのを避けるために、

市場参加者は限界費用を超えた価格での応札を控える。もう一つの懸念は、極端なピー

ク価格は通常新聞の見出しに載り、政策決定者に二度と発生しない手段をとる引き金に

なることである。 

市場参加者の市場支配力軽減のために、いくつかの規制機関は価格もしくは応札価格に

キャップを導入した。例えば、 も高い発電機の限界費用にキャップを設定すると、

高価格は 300 US ドル/MWh 程度となる。この状況ではピークロード電源は、可変費は回

収できるが固定費は回収できないと考えるであろう。 

実際には、ほとんどの既存のプライスキャップは 2,000～3,000 US ドル/MWh に設定され

ている。これにより収入は増加するが、この価格水準では年間三時間しか稼働しない発

電機にとっては 6,000～9,000 US ドル/MW の収入となり、年間 60,000～90,000 US ドル

/MW の範囲にある年間固定費のコストを回収するには低すぎる。 

既存の信頼度基準と整合をとるために、プライスキャップの適切なレベルは VoLL に設定

する必要がある。この考え方はオーストラリアの AEMC で採用され、0.002%の供給不足

電力量という信頼度基準が、13,500 豪ドル/MWh のプライスキャップに換算される。市
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場均衡の状態において、原理的には、この価格によりピークロード電源を含めた 適な

容量の固定費が回収される。 

市場は決して均衡することはなく、容量不足はピーク価格を頻発させ、既設の発電機に

高い利益を与えることが分かっている。このため、オーストラリアとテキサス州の規制

機関は、ピーク価格の期間に発電機が得ることができる収入に上限を設定している。オ

ーストラリアでは、規制機関は価格の累積値に閾値を導入した。もし予め定めた 336 の

取引コマにおけるスポット価格の合計が 201,900 豪ドルを超えると、プライスキャップ

は 300 豪ドル/MWh に引き下げられる（図 4.4）。 

図 4.2 オーストラリア(NEM)の供給不足時価格 

信頼度基準
= 0.002%
供給されない
エネルギー

市場プライスキャップ= 13,500 豪ドル /MWh

累積的な
価格閾値

（336の取引インターバルの
間の∑スポットプライス）
＞ 201,900  豪ドルの場合

管理された
プライスキャップ=
 300 豪ドル /MWh

スポットプライス幅

市場フロアープライス　=　－1,000 豪ドル /MWh  
Source: Henderson, 2014. 

 

テキサス州では、公益事業委員会が ERCOT 地域のプライスキャップを 2011 年の 3,000 US
ドル/MWh から、2015 年以降徐々に引き上げ、 終的には 9,000 US ドル/MWh まで引き

上げることを 2014 年に決定した。この章の後半で議論される他の技術的な手法と相まっ

て、プライスキャップの引き上げは、予備力マージンを回復させる新たな投資のきっか

けとなることが期待されている（Potomac Economics, 2015）。 

要約すると、価格スパイクと市場支配力は不可分であり、依然として卸電力市場におけ

る課題である。 

供給不足時価格の規制の必要性 

システムの信頼度は 終的にシステム運用者の責任である。システム運用者は大規模停

電を避ける責任を負っている。このため全ての市場設計において、純粋に分権的な運用

に頼るのではなく、電力システムの制御権をシステム運用者に渡している。そして、こ

れらのシステム運用者は、大規模な事故を防ぐための運用手順を開発した。 

システム運用者は、負荷遮断や大規模停電を避けるために予防措置をとる。緊急 DR 契約

もしくは遮断可能な契約の発動、運転予備力の一部活用などである。さらにはシステム

運用者には、需要削減と同じ効果を持つ一時的な電圧低減措置もある。 

市場の視点からは、これらの全ての対応が「市場外で」実行されるリスクがある。一定

の運用上の意思決定をどのようにマニュアル化しても、「グレーゾーン」はどうしても

残る。厳しい需給状態の発生は稀で、それは多くは想定されていない状況だからである。

例えば PJM では、緊急 DR の発動で数 GW 需要を削減することができ、リアルタイム市

場の供給不足時価格を抑えることができる。運転予備力の減少や電圧低減のような他の
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市場外の運用上の決定もまた、価格の抑制効果を持つ。リアルタイム市場の価格を下げ

る効果を持つ全てのシステム運用は、市場取引に反映されない。 

さらに難しいことには、トレーダーは、電力システムの正確な状態についての情報が通

常は不足している。例えば 近のフランスで も高いピーク価格は、2,000 ユーロ/MWh
であり 2012 年の 2 月 9 日午前 10 時～11 時に発生したが、実際のピーク需要はその前日

の 19 時に発生していた。トレーダーは、まれな事象において適切に価格をつけるために

必要な資源をいつも持っている訳ではない。これは、分散的な市場では特に問題である。 

もう一つのまずい価格形成の例は、2014 年の米国における「極渦（Polar Vortex63）」の

期間に見られる。電力価格が数時間 800 US ドル/MWh に達した際に、PJM は運用の信頼

度を確保するために市場外の対応が必要となった。その結果、1 月 21～30 日のコストは

4.38 億 US ドルに達したが、特定の市場参加者に割り当てることができず、「アップリフ

ト費用64」として全てのユーザーが均等に支払った。 も洗練された RTO 市場において

さえも、極渦という厳しい需給状態においては、「正確に電力価格をつけるという市場

に内在する難しい課題」を想起させる。 

極渦による寒波の後、米国連邦エネルギー規制委員会（FERC）は一連の技術会議を行い、

この問題に対する技術報告を発行した（FERC, 2014）。 

FERC の解説によれば、 

「システム運用者がシステムのニーズを満たせない時は、その費用が市場価格に反映さ

れることを保証する規制上のルールを運用する。その費用とは、運転予備力の 低必要

量が満たされていないことに伴う費用を含む。概念的には、これらの価格は、強制負荷

遮断を避けることに対する消費者の価値評価を反映する。このような状況では、価格は

上昇すべきである。上昇した価格は、既設の資源のパフォーマンスを高め、需要の削減

を促し、システム運用者が信頼度を維持するために強制負荷遮断の必要を解消すること

が期待される。消費者にとっての信頼度の価値と、信頼度を維持するために運用者がと

る対応の価値を市場価格に適切に反映できなければ、kWh 市場とアンシラリーサービス

市場の価格は非効率になり、システム利用の効率を低下させ、投資シグナルを弱める。

このような非効率性を減らすことは、より信頼性があり、より経済的な電力サービスに

つながる」  

規制機関は、供給不足時価格の形成を改善するために介入することができる。例えばテ

キサス州では、テキサス州公益事業委員会が、図 4.3 に示す供給不足条件における価格

を行政的に設定する運転予備力要求曲線（ORDC: operating reserve demand curve）を 2014
年 6 月 1 日から導入することを決定した（Hogan, 2013; Pfeifenberger, 2014）。 

                                                                                 

63 訳注：極域の成層圏で晩秋から春にかけて発生する強い西風に囲まれた巨大な低気圧の渦。極

渦が低い緯度にせり出すと、ジェット気流流路の南下に加えて、極と気圧差が小さくなるこ

とで、寒気が流れ込みやすくなり、寒波に見舞われやすくなる。 
64 訳注：特定の市場関係者に割り当てることができず、ユーザー全体で負担する費用（uplift）。

日本の「一般負担」にあたる。米国では電力供給のコスト削減の一端として、ISO などはこの

費用の削減に関する継続的改善を実施している。 
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図 4.3 ERCOT 地域で提案された運転予備力要求曲線 
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Sources: Potomac Economics, 2015. 

 

供給不足時価格を規制するルールは、規制機関に価格設定を求める。これは kWh 市場へ

の規制の介入の一形態であり、純粋な市場ベースの価格付けとは対照的である。システ

ム運用者が 適化技術を使ってエネルギーのリアルタイム価格と運転予備力を計算する

市場では、運転予備力に対して規制により高い供給不足時価格を設定すれば、kWh 価格

も上昇する。高い運転予備力の価格は、リアルタイム価格、前日価格、先渡し価格に影

響を与える。 

留意すべきことは、このような供給不足時価格曲線があると、たとえ実際には負荷遮断

がなくとも、運転予備力が枯渇すれば電源への供給不足時利益（Scarcity Rent）が増加す

ることである。したがって、価格スパイクの時間数は停電の時間数より多くなり、その

結果、発電機の供給不足時の収入が増加する。供給不足時の収入を年間 30,000 US ドル

/MW、予備力不足から得られる収入を 20,000 US ドル/MW と仮定すると、全収入は年間

50,000 US ドル/MW となる。規制による供給不足時価格曲線は、収入を増加させるよう

に定義される。 

供給不足時価格は、価格に対する事前規制である。供給不足時価格を導入する規制機関

は、価格スパイクを容認する旨を述べることが重要であり、その規制の考え方は長期に

亘って安定でなければならない。それにより、そのような高い価格が出現しても政策立

案者もしくは規制機関が介入しないと保証することで、投資家を安心させることに貢献

する。 

留意すべきことは、規制による供給不足時価格は、容量市場を持つ市場にも導入できる

ことである。厳しい需給条件における正しい価格形成は、原理的には発電機の kWh 市場

からの収入を増加させ、その結果、容量市場における発電機の応札価格を引き下げる。

全体として、供給不足時価格の形成を改善することで容量価格を引き下げ、容量市場の

相対的な重要性を引き下げることができる。 

ニュージーランドは供給不足時価格の手法を採用した。その供給不足時価格は、水力発

電が支配的で、限られた貯水量と降雨に依存する kWh 上の制約があるという、ニュージ

ーランドの特有な電源構成を反映している。緊急負荷遮断が起きる際には、供給不足時

価格は 10,000 NZ ドル/MWh に設定されている。加えて、もし供給途絶のリスクが 10%を

超える場合には、システム運用者は公的な節電キャンペーンを要求することができる。

もしこの事態が発生すると、小売事業者は顧客に節電を依頼し、一週間あたり 10.50 NZ
ドル/kWh を上限とする補償を支払う。これは小売事業者が十分な発電と契約するインセ

ンティブとなることを意図した手法である。 
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規制による kWh 価格の設定だけで、DR や十分な発電容量（容量市場があれば、容量価

格はゼロになる）への新たな投資の引き金となるかは、さらなる追加検討が必要である。 

ボックス 4.4 ERCOT 地域における供給不足時価格設定 

ERCOT は、kWh のみ卸電力市場を運営しており、明示的な容量報酬の仕組みはない（第 5 章

参照）。ERCOT は 10 年に一度の信頼度基準に基づく 13.75%の予備力マージン目標を持って

いる（義務ではない）。ERCOT の場合、10 年に一度というのは 10 年に一回の負荷遮断とし

て定義されており、相対的に見て厳しい基準である65。DR は、前日卸電力市場において応札

により発電と直接競争する（Pfeifenberger, 2014）。 

集中型容量市場がない場合、発電機はその固定費と可変費を回収するために卸電力市場から

十分な収入を必要とする。このため、ERCOT は供給不足時価格メカニズム（SPM: scarcity 
pricing mechanism）を導入し、卸価格は、仮想のピーク電源ユニットが十分な収入を得るこ

とを保証するためにちょうど十分な額まで上昇する。ERCOT 地域の卸売りの売り応札は、シ

ステム全体の売り応札のキャップの影響下にあり、そのキャップは実質的には卸電力価格の

キャップとして機能し、キャップを超えて出された全ての売り応札は拒否される。売り応札

のキャップは、2011 年の 3,000 US ドル/MWh から 2014 年の 7,000 US ドル/MWh まで概ね毎

年引き上げられている。2015 年の 6 月 1 日にキャップは 9,000 US ドル/MWh に引き上げら

れた（PUCT, 2012）このキャップは、標準的なピークロード電源の純利益が年間合計で

300,000 US ドル/MW に達すると、自動的に引き下げられる。図 4.4 は、2011 年 1 月～2014
年 12 月までの間で、価格がシステム全体の売り応札キャップに到達した時間数を示してい

る。 

2011 年以来の実績では、不足の事象は相対的に少なく、一般的な卸価格は相対的に低い。

2014 年には卸価格は 34 時間しか 300 US ドル/MWh を超えていない。つい 2013 年まで、卸

電力市場は予備力マージン目標を満たすために電力分野への投資を促進する上で十分な収入

を提供していないとの懸念があり、ERCOT は 2017 年までに予備力マージンが目標を下回る

と予測していた。しかしながら、 近 ERCOT は、ピーク需要が減少しているという事実を

反映するために、予想に反して需要予測を見直した。至近の予測では、予備力マージンは少

なくとも 2020 年までは目標値を上回っている。 

図 4.4 価格がシステム全体の売り応札キャップに達する毎月の時間数 
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65 訳注：停電継続時間が短くても一回の負荷遮断と数えられるので、例えば 10 年に一日という基

準に比べると相対的に厳しいことになる。 
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価格スパイクの頻度と投資のインセンティブ 

価格スパイクの頻度が低いことは、既存の発電技術に投資する投資家にとっては重大な

懸念事項である。たとえ供給不足時価格が適切に形成されても、ピーク価格は予測しに

くい。1 回/10 年もしくは 3 時間/年という基準値は、高い価格は非常に稀にしか発生し

ないことを意味する。実際、高い価格は毎年発生するわけではなく、平均すると数年に

一回であり、気象条件の影響を受ける。例えばフランスでは 1956 年と 1963 年に数週間

の寒波を経験し、1985 年と 1987 年にもまた経験した。フランスではピーク需要が 2012
年の冬季に 102 GW となったが、それほど極端な寒さではなく期間も短かった。3 時間/
年という基準値に基づくと、停電期待値は 10 年で 30 時間程度である。 

投資家にとって、価格スパイクから収入が得られる確率が低いということは、魅力的な

投資案件ではない。三ヶ月毎に債務を返済する必要のある独立発電事業者によるマーチ

ャントプロジェクトを考えてみる。ピークロード電源は予定された年に運転に入っても、

初の収入が 5 年後から 10 年後になるかもしれない。このような発電所が、このような

予測不可能なキャッシュフローのみに基づいて資金調達できることはほとんどない。 

極端な気象条件の問題は、電力産業に限った話ではない。保険会社は、滅多に起きない

（事故の場合など）キャッシュフローを、安定した頻繁な支払いに変換することで、そ

のようなリスクを管理するための金融商品を提供している。保険と再保険の業界はこの

ように経済的なリスクを分散させ、予測できない事象に対するヘッジ手段を購入できる

ようにしている。 

この視点からは、ピークロード電源は、需給が厳しいときに kWh を引き出すコールオプ

ションとみることができる（Pöyry, 2015）。もし供給不足時価格の正確な価格形成を仮

定すると、保険会社は潜在的投資家のためにより安定した収入の流れを創り出し、その

結果投資へのインセンティブとなるヘッジ商品を提案するだろう。 

しかしながら今日まで、この純粋に金融的な手法は開発されていない。そのような商品

を開発するにはいくつかの障壁がある。例えば、金融業界には電力市場の価格スパイク

の確率分布や政治的介入リスクを評価する情報が不足している。実際には、電力産業自

身はより良い情報を持っており、規制機関やシステム運用者を含む産業内で、その解決

策が見つけられる可能性はある。 

これにより、低い頻度の価格スパイクを前提とした投資インセンティブという当初の問

題にもどることができる。正確で規制的な供給不足時価格が備えられた kWh のみ市場に

おいても、投資家は依然として投資判断をしなくてはならない。これはシステムの設備

容量を決定することである。金融的リスクがあれば、投資家は高いリスクプレミアムを

要求する。例えば、資本コストが実質 12%であれば、新設相当費用は年間 120,000 US ド

ル/MW になる。VoLL を 20,000 US ドル/MWh と仮定すると、6 時間/年の停電期待値に相

当し、ほとんどの信頼度基準より停電時間は長い。要するに、kWh のみ市場では規制機

関によって設定された信頼度基準を維持できないことになる。 

投資サイクルの中で信頼度基準を満たす 

信頼度の規制は、通常、適切な容量が基準をちょうど満たすことを仮定するが、実際の

電力システムが平衡点にいることは稀で、発電投資のダイナミクスを管理する必要があ

る（RTE, 2014）。多くの IEA のメンバー国の市場は、20 年以上も設備余剰の状態にある。

この事実は、なぜ実際の信頼度が基準より高いかを大いに物語っている。 

設備余剰は自由化された市場においても発生する可能性がある。米国では、2000 年頃の

ダッシュ・フォー・ガス（dash for gas）がその後 15 年続く設備余剰の状態を創り出した。
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欧州では、2010 年代に運開するコンバインドサイクル・ガスタービン（CCGT）発電機の

投資ラッシュが、2008 年の経済危機後に再び容量余剰の状態を生み出した。発電機の寿

命は 25～30 年のため、過剰な投資は長期間の過剰容量を生み出す可能性がある。これは

特に需要が停滞あるいは低下する国で顕著である。この状況では、設備余剰は、需要に

よって再吸収されず、資産が技術的な寿命となるまで継続すると考えられる66。 

設備余剰の結果、価格スパイクの頻度は低くなり、投資ニーズのシグナルも発せられな

い。アデカシーに懸念がない場合には、政府は経済シグナルを回復するために介入する

理由はほとんどない。 

逆に、アデカシーの評価の結果、安定供給がリスクに直面しているとなった場合には、

政府は市場に介入する。設備余剰の五年間は LOLE はほとんどゼロで、その後の五年間が

6 時間/年の LOLE であると仮定すると、停電は 3 時間/年を超過せず信頼度基準を満たし

ていることになる（図 4.5）。しかし政府は五年の間 6 時間/年の停電期待値を経験して

おり、介入する可能性がある。実際、政府は、長期間にわたる平均目標よりも、毎年満

たす必要のある下限値としての信頼度基準を導入する傾向がある。 

図 4.5 投資サイクルと信頼度基準 
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したがって、kWh のみ市場の場合、信頼度基準の下限値が常に満たされていることはほ

とんどない。設備余剰の間は供給不足時価格と収入は不十分である。厳しい需給状態の

間は、政府は信頼度の下限を満たすことを維持するために介入しがちである。つまり平

均的に見れば、これらの介入の結果、適切な供給不足時価格があったとしても、その発

生頻度が低すぎるため、固定費を回収するのに必要な収入を確保できないことになる。 

結論 

市場設計では、政府による信頼度規制の方法を考慮する必要がある。DR が強制負荷遮断

を減らしたり代替したりする可能性を持っていても、市場のインフラが整っていないの

で、当面および近い将来では、ほとんどの消費者はリアルタイム電気料金に晒されるこ

とはない。その結果、信頼度基準が導入されている。 

                                                                                 

66 競争的な電力市場においては、原理的には設備余剰は電力会社と投資家がその余剰設備を閉鎖

して解消すべきである。しかし実際には、投資家はいくつかの理由ですぐには余剰設備を廃

止しない。その理由は、政府の閉鎖を禁止する規制、あるいは、たとえ資本費が埋没コスト

になったとしても、投資家が 低限の固定運用費を回収することを望んでいるなどがある。 
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供給不足時価格の形成は管理する必要があり、また収入キャップにより市場支配力の問

題に対処する必要がある。これらの状況において、正確な供給不足時価格を持つ kWh の

み市場では、市場が容量を提供することが保証される。しかし、もし政府がより高い信

頼度の維持を望む、あるいは、電力産業における投資サイクルを前提としてもなお信頼

度が決して下限値より下回らないことを望む場合は、供給不足時価格の形成が効率的で

あっても、セーフティネットとしての容量市場の導入が必要となる。 

ボックス 4.5 再生可能エネルギー大量導入下での電源アデカシーの経済モデル 

このボックスでは、アデカシーの維持に対する様々な解決策の費用と利益を分析するために

実施されたモデリングの、主要な結果について述べる。この解析では、Brattle Group and and 
Astrape Consulting (2013）によって開発された手法を用いて、強制負荷遮断のコストと、そ

の低減の対策の費用を検討した。発電コストの増加と強制負荷遮断のコスト低減は、トレー

ドオフの関係にある。このモデルは、kWh 市場の設計により電力システムの信頼度を維持

す る 方 法 を 示 し て い る 。 モ デ ル の 詳 細 な 説 明 は IEA の ウ ェ ブ サ イ ト

（ www.iea.org/media/topics/electricity/Repoweringmarkets/annexes.pdf ）で見ることができ

る。 

このモデルは相互連系された仮想の電力システムに風力発電と PV が大量導入されたと仮定

している。モデル化された電力システムは四つの連系された地域から構成され、それぞれの

エリアが異なった電源構成を持ち、一定程度の連系がある。このモデルは、地域間の利用可

能な送電容量を考慮し、全地域が同時に 小コストとなる負荷配分を計算できる。 

厳しい需給状況は、ピークの電力価格に現れる。その目的で、モデルは管理された供給不足

時価格曲線を仮定する。図 4.6 は 2007 年 2 月の 9 日間の結果を示している。2 月 18 日にエ

リア 1 とエリア 2 において運転予備力が必要量に対して不足し、モデルの仮定にしたがっ

て、負荷遮断でなく運転予備力の容量を使って発電し、市場価格を 5,000 ユーロ/MWh に押

し上げた。2 月 21 日にエリア 1 で負荷遮断しなくてはならず、価格を VoLL まで押し上げ

た。輸入容量が 大限利用され、その結果、他エリアの価格を増加させた。2 月 27 日にエ

リア 1 で再生可能エネルギーが多く発電され、価格を 20 ユーロ/MWh 以下に下げた。 

この 初のシナリオにおいては、負荷遮断が必要で、アデカシーの問題を発生した。正確な

理由は分析には重要でないが、需要の増加が予想より高いこと、原子力発電の予想外の廃

止、再生可能エネルギー導入が予想より遅れたことなどが考えられる。モデル化された年間

17 時間の LOLE は、合理的な信頼度基準よりはるかに大きい。 
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図 4.6 四つのエリアにおける 2 月の一週間のモデル価格 
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さらに、厳しい（予備力マージンが目標値より低い）需給状態の時間数は、ほとんどの年で

150 時間を超え、2011 年の極端な天候の年は 500 時間にも達した。その結果、市場価格は非

常に高くなると予想され、新設容量への投資の促進が期待される。 

アデカシーの状況を回復し、信頼度基準を満たすために、新規発電所建設、DR の増加、連

系強化といった異なるシナリオのシミュレーションが行われた。 

より多くの容量を建設することは、アデカシーを回復する 初の選択肢である。エリア 1
（設備容量 104 GW）の視点からは、ガス火力発電を加えることが「信頼度費用」を 小化

する（図 4.7 参照）。信頼度費用とは、負荷遮断のケースにおける VoLL に加え、新設限界

電源の投資費用、限界ユニットの発電コスト、DR、運転予備力の低下、および電圧低下の

コストの合計値として定義される。これらの計算の中で、信頼度コストを 小化する LOLE
は非常に低い（11 分）。 

このモデルは、DR を発電容量の代替としても考えている。DR は、産業用需要のピーク需要

の 5%と仮定され、年間 9～12 ユーロ/kW の低コストであると仮定される。DR は、住宅用や

小規模ビジネス消費者のピーク需要の 8.5%と仮定される。これらの仮定では、DR の開発は

強制負荷遮断より常に費用が小さい。 
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図 4.7 各種のガス火力発電の追加による全信頼度費用の変化 
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後に、新たな連系線の建設が発電への投資の代替案となる。このモデルは、新たな連系線

が LOLE を減らす効率的な解決策となることを示している。全く連系線がない場合、発電設

備量のほんの数%の連系容量の増加が、信頼度を大きく改善させる。すでに 5%の連系容量

がある場合には、連系線の限界便益は低下する。それでも、連系線は発電機新設より費用が

少ない。 

直感的には、信頼度は連系の相手側のアデカシーの状況に依存する。ある国において、容量

の輸入による発電アデカシーへの貢献を評価するには、システム全体の従来型ユニットのア

ベイラビリティ、風力発電や PV、需要レベルを考慮しなくてはならない。結果として、連

系容量はその 大容量まで使う必要はなく、より低いレベルで十分である。 

システムがアデカシーを維持するために必要な容量の 適レベルの定義はデータ集約型の課

題である。ここで紹介されたモデルはほんの参考であり、再生可能エネルギーを持つシステ

ムに必要な容量の適正レベルの推奨値や指針を与えるものではない。それでも一連の仮定に

基づくこのモデルは、信頼性の維持に対し DR や連系容量の増加が、発電機の増設より費用

が小さい可能性を示している。もし DR が十分に安ければ、強制負荷遮断を完全に回避する

ことができる。 

このモデルによりまた、信頼度に対する過剰投資に関連する費用を定量化できる。 適な信

頼度の基準値を数ポイント（2～3%）超過した程度の過剰設備であれば影響は少ないが、上

述のように、厳しい需給状態における電力市場の機能に対しては重要な結果を持つ。 

参考文献 

AEMC (2014), Fact sheet: the NEM reliability standard, AEMC, www.aemc.gov.au/Media/docs/Fact-
sheet---reliability-standard-d451eb88-58bf-4efd-8b18-f3bc38b24fbb-0.pdf. 

Astrape Consulting (2013), The Economic Ramifications of Resource Adequacy White Paper, 
www.naruc.org/grants/Documents/Economics%20of%20Resource%20Adequacy%20WhitePaper_
Astrape_Final.pdf. 

Boiteux, M. (1949), « La tarification des demandes en pointe: Application de la théorie de la vente au 
cout marginal » [Pricing for advanced applications: Application of the theory of the sale at the 
marginal cost] Revue Générale d’Electricité, Vol. 58, pp. 321–40. 



電力市場のリパワリング 第 4 章 信頼度・アデカシー・供給不足時価格 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  

 

Page |127 

Brattle Group and Astrape Consulting (2013), Resource Adequacy Requirements: Reliability and 
Economic Implications, report prepared for FERC, www.ferc.gov/legal/staff-reports/2014/ 
02-07-14-consultant-report.pdf. 

CEER (Council of European Energy Regulators) (2014), Assessment of electricity generation adequacy in 
European countries, www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/ 
CEER_PAPERS/Electricity/Tab3/C13-ESS-32-03_Generation%20Adequacy%20Assessment%20Elec_ 
10-Dec-2013.pdf. 

CEER (2012), 5th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply 2011, Council of 
European Energy Regulators, April 2012, Brussels. 

Cramton, P., A. Ockenfels and S. Stoft, (2013), “Capacity Market Fundamentals”, Economics of Energy 
and Environmental Policy 09/2013; Vol. 2, No. 2, ftp://www.cramton.umd.edu/ 
papers2010-2014/cramton-ockenfels-stoft-capacity-market-fundamentals.pdf. 

Enel Distribuzione (2013), “Electric Network Operation Key Challenges”, presentation to the IEA 2013 
Emergency Response Review of Italy, 31 October 2013, Rome. 

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) (2015), 2015 Scenario 
Outlook and Adequacy Forecast, www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/ 
SOAF/150630_SOAF_2015_publication_wcover.pdf. 

FERC (Federal Energy Regulatory Commission) (2014), Price Formation in Organized Wholesale 
Electricity Markets, Staff Analysis of Shortage Pricing in RTO and ISO Markets, FERC staff report, 
www.ferc.gov/legal/staff-reports/2014/AD14-14-pricing-rto-iso-markets.pdf. 

Grimm, V. and  G. Zöttl,  (2013), “Investment incentives and electricity spot market competition“, 
Journal of Economics and Management Strategy 2013, Vol. 22, No. 4, p. 832-851. 

Henderson N. (2014) “Role of scarcity pricing in Australia”, AEMC, presentation to the IEA Electricity 
Security Advisory Panel (ESAP) workshop on scarcity pricing, 2 July 2014, Paris, 
www.iea.org/media/workshops/2014/esapworskhopi/Neville_Henderson.pdf. 

Hogan, W, (2013) “Electricity Scarcity Pricing through Operating Reserves”, Economics of Energy and 
Environmental Policy, Vol. 2, Issue 2, pp. 65-86. 

IEA (International Energy Agency) (2014a), The Power of Transformation: Wind, Sun and the 
Economics of Flexible Power Systems, OECD/IEA, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/ 
9789264208032-en. 

IEA (2013), “Resilience of the energy sector to climate change”, webpage, www.iea.org/topics/ 
climatechange/subtopics/resilience/. 

Pfeifenberger, J.P. (2014), “Resource adequacy requirements, scarcity pricing, and electricity market 
design implications”, IEA Electricity Security Advisory Panel (ESAP) presentation, 2 July 2014, 
www.iea.org/media/workshops/2014/esapworskhopi/Hannes_Pfeifenberger.pdf. 

Joskow, P. (2008), “Capacity payments in imperfect electricity markets: Need and design, Utilities 
Policy, Vol. 16, pp. 159-170. 

Joskow, P. and J. Tirole (2007), “Reliability and Competitive Electricity Markets” Rand Journal of 
Economics, Vol. 38, No. 1, pp. 60-84. 

London Economics (2013), “The value of lost load (VoLL) for electricity in Great Britain”, final report 
for OFGEM and DECC, www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/224028/value_lost_load_electricty_gb.pdf. 

NERC  (2013a), 2013 Long-Term Reliability Assessment, www.nerc.com/pa/RAPA/ra/ 
Reliability%20Assessments%20DL/2013_LTRA_FINAL.pdf. 



第 4 章 信頼度・アデカシー・供給不足時価格 電力市場のリパワリング 
 低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制 

 

Page | 128Page | 128

NERC (2013b), NERC Probabilistic Assessment, Addendum to the 2012 Long-Term Reliability 
Assessment, www.nerc.com/pa/RAPA/ra/Reliability%20Assessments%20DL/NERC_2012_ 
Probabilistic_Assessment_Final.pdf. 

NERC (2012), Reliability Assessment Guidebook, NERC, www.nerc.com/pa/RAPA/rg/ 
ReliabilityGuidelines/Reliability_Assess_Guidebook_3_1Final.pdf 

NERC (2011), Methods to Model and Calculate Capacity Contributions of Variable Generation for 
Resource Adequacy Planning, NERC, www.nerc.com/files/ivgtf1-2.pdf. 

Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) (2012), Electricity Distribution Annual Report for 2010-
11, Ref: 46/12, Ofgem, 30 March 2012, London. 

Pfeifenberger P. J. (2014), Resource Adequacy Requirements, Scarcity Pricing, and Electricity Market 
Design Implications, IEA Electricity Security Advisory Panel (ESAP), Paris. 

Potomac Economics (2015), 2014 ERCOT State of the Market Report, Potomac Economics LTD, July 2015, 
www.potomaceconomics.com/uploads/ercot_documents/2014_ERCOT_State_of_the_ 
Market_Report.pdf. 

Pöyry, (2015), Decentralised reliability options, Pöyry Management Consulting, www.poyry.co.uk/ 
sites/www.poyry.co.uk/files/decentralisedreliabilityoptionsfullreport_v300.pdf. 

PUCT (Public Utility Commission of Texas) (2012), Texas Administrative Code, Electric Substantive 
Rules, Chapter 25, Subchapter S, 11 November 2012, www.puc.texas.gov/agency/ 
rulesnlaws/subrules/electric/25.505/25.505.pdf. 

RTE (2014), “French capacity market – report accompanying the draft rules”, RET, Paris,  
www.rte-france.com/sites/default/files/2014_04_09_french_capacity_market.pdf



電力市場のリパワリング 第 5 章 容量市場の設計 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  

 

Page | 129 

第 5 章 容量市場の設計 

概要 

 容量メカニズム、または容量市場は、信頼度のニーズを確実に満たすことを目的

に、一部の電力システムに導入されている。容量メカニズムは市場の歪みを防止

するように慎重に設計する必要がある67。 

 容量メカニズムは、そもそも卸電力市場の価格シグナルが適切に働かないことの

代替手段ではなく、むしろ信頼度目標を達成するための政策主導のセーフティネ

ットとして考えるべきである。 

 戦略的予備力のようなターゲットを絞った容量メカニズムは、迅速に導入でき、

短期的な電力安定供給の問題に対処し、高い信頼度レベルを確保することができ

る。しかしそれらは、kWh 市場による長期的に十分な投資の実現を保証するもの

ではない。 

 このことを念頭に置いて、マーケットワイドな容量メカニズムは技術的に中立で

、供給側資源と需要側資源の両方を含め、かつ将来を見通した制度でなければな

らない。適切なペナルティにより、契約された容量のアベイラビリティを確保す

ることができる。 

 越境の参加を可能にするために、隣接するエリアの電源および短期の連系線潮流

の契約に関する明確かつ透明性のあるルール、特にそれぞれの市場における信頼

度基準を反映したルールが必要である。 

 

中長期的な電力の安定供給の懸念に応えて、自由化された電力市場を持ついくつかの地

域で、複数の形態の容量メカニズムが導入され、または導入が検討されている。容量メ

カニズムは、資源68のアデカシーを確保するために、資源への十分な投資を奨励し、また

は経済的な理由による電源の廃止を防止しようとする。容量メカニズムは、信頼度の維

持のために必要な限界的な電源にのみ焦点を当てるターゲットを絞った予備力確保義務

から、すべての参加者を巻き込むマーケットワイドなメカニズムまで、多様な形態をと

る。 

本章では、ターゲットを絞った容量メカニズムとマーケットワイドな容量メカニズムの

両方の設計の要素を分析する。世界の多くの地域が何らかの形で容量メカニズムを導入

しているが、本章では、10 年以上にわたり容量市場が導入されている米国での経験と、

欧州のより 近の発展に主に焦点を当てている。 

                                                                                 

67 訳注：容量メカニズムは、市場調達を行う容量市場を含む、より広い考え方である。 
68 訳注：本章では原文の「resource」を「資源」と訳している。それは、容量市場の資源とは、

多くの場合、電源を意味するが、本章で述べられているように、デマンドレスポンスをはじ

め電源以外の供給力を増加させるものの総称として resource が使われているためである。 
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5.1. 容量メカニズムの広がり 

kWh のみ市場 VS 容量メカニズム 

容量市場の導入に関するの主な論点は、kWh のみ市場では資源のアデカシーを確保する

ために十分な発電（もしくはデマンドレスポンス（DR）のような発電の代替手段）への

投資を促進できないということである。（長い議論は第 4 章を参照） 

一言で言えば、容量市場は、供給不足時価格が低すぎる水準に制限され、そして DR が信

頼度の基準を常に満たすには不十分である場合に必要とされる。図 5.1 は、政策立案者

のための単純化された意思決定ツリーであり、供給不足時価格が存在しない、もしくは

上限価格が低すぎる場合には、発電資源が固定費の回収を保証するために、何らかの容

量メカニズムが必要であることを示している。 

理論的には、十分な DR があれば、kWh のみ市場は常に需給が均衡し、市場価格が決ま

る（供給不足時には十分高い価格となる）。しかし、供給不足時価格とある程度の DR 量

があったとしても、容量市場が必要になる。これは、信頼度基準のレベルと性質の両方

に大きく依存している。信頼度基準が努力目標であり、政策立案者が高い価格と低い信

頼度を限られた期間（例えば、数年）にわたって受け入れられる場合には、供給不足時

価格を持つ kWh のみ市場で十分である可能性が高い。しかし、もしその信頼度基準が、

常に必須の資源のアデカシーの 低値として定義される場合には、容量メカニズムが必

要になる。 

本節では、さらに詳細にこの意思決定ツリーを議論し、容量市場の設計の考え方を描く。 

図 5.1 簡単な意思決定ツリー、kWh のみ市場 VS 容量メカニズム 

信頼度基準

信頼度基準

容量メ カ ニズム

k W h 市場

供給不足時価格

充分なデマンド レスポンス

（ 価格ベース） 指標目標

供給力最低値

 

 

供給不足時価格による容量コストの回収 

卸 kWh 価格にプライスキャップが課されている場合、そのキャップは、負荷遮断を回避

するために十分な電源への投資を促進するには低すぎる水準であることが多い。一年の

うち数時間しか稼働しない電源は、その短い稼働時間で全ての投資コストを回収しなく

てはならない。すなわち、発電機が他に利益を得る機会がないので、その短い時間にお

ける価格は、発電機の限界費用より高い値に上昇できる必要がある。 

完全に無制限の市場価格を許容することは、ほとんどの場合、政治的に耐えられない。

その理由の一つは、市場価格がこれらの限界電源がその投資コストを回収するために必

要なレベルを超えて上昇する可能性があるということである。このような市場支配力の

濫用を防ぐ自然なメカニズムがなく、規制機関は、しばしば卸電力市場価格に何らかの

制限を適用してきた。しかし、消費者にとっての信頼度の価値を正確に反映した、適切

なレベルのプライスキャップを設定することは困難である。 

その理由を理解するために、停電回避価値（VoLL: Value of Lost Load）の値を 20,000 US ド

ル/MWh に仮定する。典型的なプライスキャップは 3,000 US ドル/MWh に近い値である。
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年間三時間の信頼度基準、すなわち年間三時間の供給不足時価格を仮定すると、限界電

源の平均収入は 3,000 US ドル/MWh が年間三時間継続するため、合計で 9,000 US ドル

/MWh となる。この場合、「ミッシングマネー」（収入と停電回避価値の差）は 51,000 
US ドル/MWh（(20,000-3,000)✕3）となる69。 

この状況の認識のもと、価格スパイクが政治的に耐えられるようにするために、供給不

足時価格は事前に規制する必要がある。信頼度基準に整合した十分なレベルにプライス

キャップを設定することで、価格形成を改善する必要がある。プライスキャップは、容

量不足時の消費者の価値（停電回避価値）に設定されるよう、運用予備力要求量曲線を

導入する必要がある。供給不足時価格は、管理された価格曲線によって定義する必要が

あり、その価格曲線は、容量不足時に消費者に代わって価格を設定する（第 3 章と第 4
章を参照）。 

一部の地域では、（供給不足時価格に関しては第 4 章ボックス 4.1 を参照）容量メカニ

ズムの導入の必要性を避けるために、これらの方法またはこれらに類似の方法を用いる

ことを選択した。さらには、容量メカニズムの設計と導入は、控えめに言っても論争の

的となっていることを強調するべきである。先進的な容量メカニズムは、導入されると、

信頼度基準を満たすための正確な必要量より多くの容量につながる可能性がある。それ

は、「容量不足の可能性を 小化するために、より高い資源のアデカシーを求める政策

立案者側の選好により、容量メカニズムの導入が推進される」という事実が反映される

ためである。供給不足時価格の改善によりミッシングマネー問題は低減される。しかし

ながらそれは、例えばキャッシュフローの不確実性といった、供給不足時価格への依存

から派生する他の課題を解消することはできない。供給不足時価格を選ぶ前に、次の側

面、つまり DR と信頼度基準を考える必要がある70。 

デマンドレスポンス 

供給不足時価格が備わった市場においても、十分な価格ベースの DR が必要とされる。し

かし、今日まで、kWh のみ市場の形態が直面する課題は供給不足の状態における DR の

不足である。したがって、プライスキャップのない市場においても、市場決済価格が十

分に高い価格にならない事象は起こりうる。DR は、需給バランスを維持するための強制

的な負荷遮断を減少する。もしくは負荷遮断に置き換わる可能性を将来的に持っている

にもかかわらず、ほとんどの消費者は、当分の間、物理的なインフラも市場のインフラ

もないため、リアルタイムの電力料金に晒されることはない。 

信頼度基準 

DR の不足は、政策立案者が、通常は消費者に代わって信頼度の基準を定義し設定し続け

ることを意味する（第 4 章参照）。信頼度基準が必達目標ではない場合、投資のニーズ

                                                                                 

69 停電回避価値は、平均的な顧客が電力供給の強制遮断を回避するための支払い意思額を表す。

実際の値は、顧客または地域によって異なる。停電回避価値のより詳細な議論については、

第 4 章ボックス 4.1 を参照。 
70 分散型の信頼度のオプション（Pöyry, 2015）または運用予備力要求量曲線の採用（Hogan, 

2013）を含む、資源のアデカシーを確保し、容量の費用を回収するいくつかの代替メカニズ

ムが提案されている。容量の費用を回収するすべての仕組みとその様々な代替案に言及する

ことは、本書の範囲を超えており、すべての市場に対応する理想的な設計を一つ選ぶことは

行き過ぎであろう。したがって本章では、これまで導入されてきた容量市場の経験に焦点を

当てるにとどめる。 
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に応じて、より高いあるいは低い信頼度の期間はあるが、平均して信頼度基準に達する

ように管理価格曲線を設計することができる。 

信頼度基準が満たすべき 低の水準として定義される場合、管理された供給不足時価格

は、事前に定義された信頼度基準を常に満たすには不十分である。電力産業には投資サ

イクルがあり、新しい投資決定がされる前に、市場では低い信頼度と高い供給不足時価

格が数年間発生する可能性がある。これらの環境でも、容量メカニズムは、低炭素電力

システムへの移行の過程において、需要、発電所の廃止・新設の不確実性が増加する中

でアデカシーを確保することができる。 

より一般的には、容量市場は、セーフティネットを作るために必要とされる場合が多い。

特にシステムの移行の過程、政治的に目標が設定されたとき、あるいは政府が高い信頼

度レベルを維持したい、もしくは所定のレベルを下回らないことを保証したいと望んで

いる場合などである。 

容量メカニズムの現状 

容量メカニズムは世界の自由化市場において、次々と導入されている。表 5.1 は、米国

および欧州連合（EU）内の主要な市場での容量メカニズムに対する経験をまとめたもの

である。 

表 5.1 主要な市場における容量市場の経験 

領域/市場 容量メカニズム コメント 

米国   

PJM マーケットワイド  米国の も古い 大の容量メカニズム 

NYISO 
(ニューヨーク ISO) 

マーケットワイド 毎月のスポット市場であるため注目 

ISO-NE 
(ISO-ニューイングランド) 

マーケットワイド   垂直需要曲線を使用 

CAISO 
(カルフォルニア ISO) 

容量オークション 
現在代わりの容量メカニズムを考慮中 
（信頼度と柔軟性のニーズを満たす目的） 

MISO 
(Midcontinent ISO) 

容量オークション  

ERCOT 
(テキサスの電気的な 
信頼度会議) 

容量メカニズムはない 
発電者は、kWh 及びバランス市場へ加算し追加収入を

かせぐ；デマンドレスポンスのためのオークションが

組織された 

欧州連合   

英国 マーケットワイド  容量オークションに関与しないオプション 

フランス マーケットワイド 非集中型 

イタリア マーケットワイド  

ドイツ 
ターゲットを絞った 
メカニズム 

 

スウェーデン 
ターゲットを絞った 
メカニズム 

戦略的予備力 

スペイン ターゲットメカニズム 容量支払い 

ベルギー 
ターゲットを絞った 
メカニズム 

戦略的予備力 

 

注: ISO = 独立システム運用者 (independent system operator)。 
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米国 

米国の電力市場は、完全に規制され、垂直統合された電力会社からなる市場と、部分的

または完全に再編された市場が混在している。米国の多くの地域で、様々な地域送電機

関（RTO: Regional Transmission Organisation）と独立システム運用者（ISO: Independent 
System Operator）が組織されている、すなわち、ISO ニューイングランド（ISO-NE: ISO 
New England）、ニューヨーク ISO（NYISO: New York ISO）、 PJM ISO（ PJM）、

Midcontinent ISO（MISO: Midcontinent ISO）、カリフォルニア ISO（CAISO: California ISO）、

Southwest パワープール（SPP: Southwest Power Pool）、およびテキサス州の電力信頼度

協議会（ERCOT: Electric Reliability Council of Texas）である。これらのうち、ISO-NE、NYISO
と PJM は、 大限に機能する容量市場を持っている。MISO は容量オークションの形での

限られた機能の容量メカニズムを有する。CAISO は、地域電力事業者（LSEs: Load Serving 
Entities）に容量確保義務を設定し、また標準的な容量調達メカニズムを持っているが、

現時点では正式な容量市場を持っていない。そして、ERCOT は完全に kWh のみ市場のま

まである71。 

本章では、主に PJM と NYISO の二地域における容量市場を説明する72。PJM の容量市場

は も古く、 も成熟しているので、容量市場に関する理論的な議論のほとんどは、こ

の例で説明することができる。NYISO の容量メカニズムの設計は、PJM と ISO-NE がフォ

ワードルッキングの考え方を採用しているのに対し、短期のスポット市場であることが

やや独特であるためにここで紹介する。 

欧州連合 

容量メカニズムは近年、個別の欧州諸国内において、様々な形態で導入されてきた。英

国、イタリア、アイルランド、スペインは容量支払い方式を用いているのに対し、スウ

ェーデンとフィンランドは 2003 年に戦略的予備力を導入した。時間とともに一部の仕組

みは廃止されている（Süssenbacher, 2011）。 

近年では、エネルギーの安定供給の問題が再浮上している。英国、フランス、イタリア

は、マーケットワイドな容量メカニズムを導入することを決めた。一方ベルギーは、タ

ーゲットを絞った仕組みである戦略的予備力を選択した。その他の国々、例えばアイル

ランド、ポーランド、デンマークは、どの方向に決定するのか、計画した仕組みを導入

するかどうかをまだ決めていない。 

欧州レベルでは、容量メカニズムのための広範なガイドラインが、現在、国家援助のガ

イドライン（EC, 2014A）の形で存在する。これらのガイドラインは、エネルギー供給の

仕組みと近隣諸国の容量の考慮に資する技術のための共通の分野に主に関連するもので

ある。ガイドラインにはまた、EU 加盟国の容量メカニズムの導入のための前提条件、例

えば省エネルギーと需要の柔軟性を促進する措置が含まれている。ガイドラインは資源

のアデカシーの問題の原因についての詳細な評価と、介入73がなければ市場による十分な

容量の提供が期待されない理由の説明とを求めている。 

                                                                                 

71 SPP は、自らの信頼度要件を満たす完全な垂直統合の電力会社から構成されている。SPP が正

式な予備率の要件を持っているが、その要件を確保するための強制的な仕組みは存在しない。 
72 議論に関連する場合、ISO-NE の容量市場からの例として用いられる。 
73 訳注：容量メカニズムは市場への介入と考えられている。 
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容量メカニズムの体系 

容量メカニズムは様々な形態をとりうるが、どの場合においても目的は同じであり、資

源のアデカシーの要求を満たすために十分な容量を確保することである。欧州委員会は、

容量メカニズムを、1）信頼度目標値を満たすために必要な電源に市場外で報酬を与える

「ターゲットを絞った」仕組み、および 2）市場内のすべての電源に報酬を与える「マ

ーケットワイド」な仕組みという、大きく二つのカテゴリに分類している74。 

本章では、分類された二つのタイプの容量メカニズムに焦点を当てる。 

 ターゲットを絞った予備力（カテゴリ 1） 

 マーケットワイド、ボリュームベース、集中バイヤーモデル（カテゴリ 2） 

これらの仕組みは、米国および欧州における複数の管轄区域で、すでに様々な程度で実

施されており、他の国々でも導入され得る仕組みの代表例である。 

ターゲットを絞った容量メカニズムは、主に供給不足の状況で使用される発電や DR と契

約するための手段として使用される。このため、しばしば戦略的予備力または容量予備

力と呼ばれる。 

このような仕組みの下では、近い将来に廃止もしくは休止しそうな電源が、供給不足の

際に利用可能な状態に保持される。しかし、このような仕組みでは電源が新設されても

良いはずである。利用が求められる期間は、供給不足が発生する確率の高い数ヶ月程度

であることが通常である。ターゲットを絞った仕組みは、電源や DR に追加収入を提供す

るものではなく、市場の歪みを避けるために kWh 市場への参加は許容されないため、契

約した電源にとっては唯一の収入の手段である。 

マーケットワイドな容量メカニズムは、全ての容量（電源、DR、その他の技術）のどれ

でもよく、特定の期間（通常はシステム運用が厳しい時期に利用可能であることが必

要）に収入を与えるように設計された規制の手段であると、広義に定義される。これら

の容量メカニズムは、 大需要を満たすために十分な容量が利用できることを保証する

ために、再編された電力システムにおける電力の売り上げから収入を補完するものであ

る。これは特に、ほとんど使用されず、一般的に制限された卸 kWh 価格に直面している

ピーク容量の固定費回収のためのものである。マーケットワイドな容量メカニズムは、

ターゲットを絞った仕組みで発生しうる負のバイアスを避けるために、すべての容量に

報酬を与え、どの市場参加者も優遇しない。この仕組みは、理論的には、効率的で 小

コストの技術ポートフォリオの実現につながる。 

マーケットワイドな容量メカニズムは、資源のアデカシーを確保するために十分な信頼

度達成の選択肢を調達するためのツールと考えることができる。信頼度の達成の選択肢

とは、要求される信頼度を満たすために資源を起動させる権利（義務ではない）である。

資源は、「事前に設定された条件に従って必要に応じて起動することに同意する」こと

への対価として報酬を受け取る。 

                                                                                 

74 この分類は、明示的な容量支払いを提供しない信頼度のニーズを満たすための方法を省略して

いる。例えば、電力不足時価格や信頼度のためのオプション（kWh 市場の収入を時間をかけ

て平滑化する）を持つ kWh のみの市場。 
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全体として、容量メカニズムには、仕組みがとる形態にかかわらず三つの基本要素があ

る。 

 第一に、容量に対する要求量のレベルを決定しなければならない。総要求量が多

くの個々の意思決定の結果である典型的な卸電力市場とは異なり、容量市場にお

ける要求量は、現時点では、選好する信頼度を表現できる仕組みがないため、管

理側が決定しなければならない。そのため、容量の要求量は、通常、いくつかの

特定の信頼度基準（例えば停電が 10 年に一回）を満たすために必要な予備率と

して定義される。 

 要求量の決定においては、信頼度の維持費用を負担する責任主体を設定しなけれ

ばならない。米国では、例えば、信頼度の要求量はシステム運用者が決定し、そ

の必要レベルを満たす義務は地域電力事業者に課される。したがって地域電力事

業者は、容量市場の支払い費用を負担しなければならず、これらの費用は、多く

の場合電気料金へ加算する形で消費者に転嫁される。 

 第二に、容量市場の管理者は、理想はオークションの形で、価格発見のための仕

組みを開発する必要があり、これは、マーケットワイドな仕組みにおいては、前

述のように事前の要求量曲線の開発の必要性につながる。そしてその要求量曲線

は、資源のアデカシー目標と市場への新規参入の促進に必要な価格の期待水準に

依存する。戦略的予備力のようなターゲットを絞った仕組みにおいては、管理者

がどのコストを入札プロセスに織り込むかを決定する必要がある。 

 第三に、定義された容量プロダクトが存在しなければならない。容量は、本質的

に電力を供給するための選択肢であり、資源が提供できる容量は、一般的な市場

の下で実際に供給される電力とは異なる。ある発電所の容量は信頼できる予備力

として価値を持つ。例えば天然ガス発電機は、実際の運転条件下では僅かの時間

しか稼働していなくても、確実に給電可能であり、その有効性は高いと言える。

一方、風力発電については、たとえ実際の負荷率が高くても、需要がピークとな

ったり供給力不足となるときなど、電力が必要とされるときにその出力のほんの

一部しか頼ることができないとすれば、有効性は低いと評価される。この容量プ

ロダクトには、対象とする技術の特性を含むことができる。 

設計に関係なく、容量メカニズムの目的は、資源のアデカシーを確保するために卸電力

市場を補完することである。容量メカニズムは、そもそも卸電力市場を適切に設計でき

ないための代替と見るべきではない。特に、容量メカニズムは、単に発電機の収益性を

確保するための方法として導入すべきではない。需要に対して相対的に容量が過剰にな

っているケース（おそらく規制市場の時の過剰建設の名残という理由、もしくは市場外

の仕組みがある種の発電機の過剰な投資を呼び込んだという理由で）では、卸価格は全

ての発電機のコストを回収するのには不十分かもしれない。そのような状況においては、

容量市場は利益の出ない発電機を市場に残すための方法のように見える。しかし、容量

市場が適切に機能するためには、信頼度目標を達成するために十分な資源のアデカシー

を確保するという唯一の目標に焦点を当てなければならない。 

電力市場の特性の変化に伴い、特に出力が変動する再生可能電源が大量導入されると、

「信頼度」の定義が変わってくる。限界費用ゼロの出力が変動する再生可能エネルギー電

源の大量導入は、卸価格を下げ、ミッシングマネーの問題を悪化させる。さらに供給と需

要の双方に対し、柔軟性の高い（需給）サービスの必要性を増加させる。一部の地域で

は、出力が変動する再生可能エネルギー電源の増加に伴い、システムの信頼度を確保する

という明確な目的を持って、容量メカニズムを導入しようとしている。 
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5.2. ターゲットを絞った容量メカニズム 

戦略的予備力の一般原則 

ターゲットを絞った容量メカニズムとして、戦略的予備力は、ともすれば市場から撤退

する古い電源と主に契約することで、短期の安定供給を確保する有用な手段である。導

入が迅速で、導入と取引の費用が小さい。しかしながら、戦略的予備力は、将来のエネ

ルギー政策や電力市場そのものの不確実性に起因する新規電源投資の長期的なリスクを

軽減するものではない。したがって、戦略的予備力を導入している国では、投資家が、

市場リスクが高すぎるとの判断を継続し、さらに DR が十分に開発されない場合、戦略的

予備力の電源を増加させるか、国が新規電源に投資せざるを得なくなる可能性がある。

（Cramton, Ockenfels and Stoft, 2013）。これは、kWh のみ市場の参加者が更に減少し、多

くの新規電源が戦略的予備力として長期契約する事態につながる可能性がある。そのた

め、戦略的予備力は、短期的な信頼度のニーズに対処するために適したメカニズムとし

て見るべきである。導入の目的が安定供給の 低レベルを維持することであれば、他の

容量メカニズムの方が適している可能性がある。 

図 5.2 戦略的予備力がある場合の卸市場の供給曲線（参考） 
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戦略的予備力は、本質的には、もっぱら信頼度が脅かされる期間、すなわち市場が需要

に見合った供給力を十分に提供できない期間の使用に備えて稼働可能な状態にしておく

発電ユニット、貯蔵技術、もしくは DR である（図 5.2）。戦略的予備力のユニットの起

動は、送電網運用者（TSO: Transmission System Operator）等の独立機関が判断する。容量

および需要資源の量と種類の仕様は、通常、システム信頼度からの特定の必要性の分析

結果に基づく。契約する容量は通常限定的であるが、卸電力市場に少なからず影響する

可能性がある。 

戦略的予備力は、市場が十分な容量を供給できない場合にのみ動作するように意図され

ていて、予備力としてのユニットは市場価格が供給不足を示す価格を超えた時に給電さ

れる。これらのユニットは、前日市場、当日市場、もしくはバランシング市場で使われ

る。戦略的予備力の給電ルールは、市場価格に直接影響を与える。 

予備力の発動は通常、事前に決定された閾値価格に連動する。これは（閾値価格が停電

回避価値より低い限り）、消費者を供給不足時価格から保護し、事実上、市場のプライ
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スキャップとして作用する。その結果、投資家が新規電源を建設するインセンティブを

減らす可能性がある。したがって、難しい課題ではあるが、効率的に停電回避価値を評

価することは戦略的予備力の設計において重要な要素となる。 

戦略的予備力の容量は、例えば一年ごとに指定された量（MW）が、通常、入札により

調達される。そのような入札を行う前には、競争的な入札プロセスとなるよう利用可能

な容量が十分にあるかを十分評価することが必要で、市場支配力を悪用する可能性を制

限するようにオークションを設計しなくてはならない。 

容量マージンが厳しい市場では、卸電力市場においてゲーミングや市場支配力が行使さ

れる可能性がある。例えば、発電事業者は価格を上げるために供給を控える可能性があ

る。戦略的予備力の存在は、これらの資源が 後の手段として負荷配分されるため、市

場支配力の濫用の可能性を減らすことはできない。したがって、kWh 市場での大幅な価

格スパイクの可能性は残っており、供給不足の状況における市場支配力の濫用を減らす

ための手段を導入する必要がある。低価格で戦略的予備力を負荷配分することは、ゲー

ミングの機会を減少させるが、その予備力の必要量ははるかに多くなる。 

戦略的予備力は既存の電源、または予備容量のために建設された新しい電源で構成され、

DR を含めることもできる。DR は、通常、要求されたときに、十分に迅速かつ指定され

たレベルに電力消費を削減することが義務付けられた消費者で構成される。DR を戦略的

予備力に組み込むかどうかは、その国の状況に依存する。利用可能な古い電源が供給過

剰になっている場合、DR は十分な容量の確保の 小費用の方法であるとは考えにくい。

したがって、DR を含めるかどうかは、純粋に政策的な選択である。例えば、スウェーデ

ンは DR 由来の戦略的予備力を増やすという要件を導入した。 

戦略的予備力の供給者のための補償方法は、入札書類に規定され、その内容は場合によ

って異なり、直接支払い、オプションの形での支払い、または両者を組み合わせた支払

いなどがある。戦略的予備力の契約は、通知期間や使用時間などの規定を含むこともで

きる。これらの契約が多様化すればするほど、戦略的予備力はより複雑化し、契約した

容量が信頼度の目的を完全に満たすかどうかの評価が難しくなっていく。 

戦略的予備力スキームの費用は、一般的に、託送料金やインバランス料金に含まれるシ

ステム料金を通じて回収され、その費用は事実上消費者に転嫁される。 

所望の信頼度レベルを効率的な費用で提供することは、全ての容量メカニズムにとって

重要な考慮事項である。戦略的予備力は、供給不足の際に追加の容量を持つことにより、

希望するレベルの安定供給を実現する。しかし、戦略的予備力の採用は、予備力に選定

されない発電所が代わりに閉鎖を選択するリスクを受け入れることを意味する。このこ

とは、信頼度の目標を達成するためにシステム内に十分な容量を確保するための予備力

が次第に大きく膨らむ「滑りやすい坂道」効果につながる。 

kWh のみ市場の場合、発電所は、メリットオーダーすなわち短期限界費用の順に並べら

れる。しかし、戦略的予備力が導入されると一部の発電所を市場外にするため、このメ

リットオーダーは歪められ、その結果、利用可能な も費用効率の良い発電所によって

電力が発電されない可能性がある。しかし、戦略的予備力によって引き起こされるいず

れの市場の非効率性も、予備力の量が少なく例外的な状況下でのみ負荷配分される限り、

小さいと考えられる。 

さらに、予備力が不要になった場合にも、確保される容量が小さく、予備力自体が長期

契約の形をとらない限り、撤退費用は限定的である。 
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スウェーデン 

スウェーデンは、出力変化が大きく、天候に依存する（天候はダムの貯水位と 大需要

の両方に影響を与える）容量である水力発電の割合が高いため、2003 年に戦略的予備力

を導入した。当初は一年限りの措置と考えられていたが、2020 年まで延長された。 

スウェーデンの TSO である Svenska kraftnät（SvK）は、供給不足の場合でも十分な容量が

利用可能であることを保証する法的責任がある。SvK は冬期期間（11/16～3/15）に備え

て毎年入札を実施する。戦略的予備力に関する規制の中に入札の規模が記載されており、

発電と DR の両方が参加することができる。スウェーデンの法律は、2011 年～2013 年に

は 大 1,750 MW の戦略的予備力を求めたが、現在の計画では、2017～2020 年にはその

量は 750 MW まで減少し、その後はゼロになる予定である（図 5.3）。しかし、予備力を

2020 年を超えて延長する議論もある。近年の入札における法律上の上限は 1,500 MW で

ある。 

2014/15 年について、SvK は法律上の上限より少ない 1,346 MW を確保することを選択し、

戦略的予備力は 26GW のスウェーデンの 大需要に対する割合は 5.7%である。 

戦略的予備力への需要側の参加のための要件は以下のとおり。 

 スウェーデンの送配電網に接続していること 

 単一の需要場所において少なくとも 5 MW の需要規模があること 

 バランシンググループとして、もしくはバランシンググループを通じて、バラン

シング市場で 低 5 MW の入札を一回以上継続的に実施すること 

 起動時間が 30 分未満であること 

 少なくとも二時間の需要が削減できること 

 24 時間以内に消費ユニットを再稼働できること 

予備力は、同じ入札ゾーンにあれば異なる消費ユニットのグループで構成することがで

きる。需要側の資源は 1 MW あたりの管理コストを入札する。さらに、需要の予備力が

利用可能で、契約されている全ての時間において、需要側の資源はバランシング市場に

周波数調整の入札をする。入札の価格は変動費と利幅の合計である。所有者は、継続的

に資源の状態を TSO に報告し、資源が使用できなくなった場合、速やかに TSO に通知し

なければならない。需要側の参加者は前日市場に資源を入札することができるが、その

場合 SvK による支払いは受けられない。これにより、ユーザーは供給不足の状況で消費

を減少させ、負荷遮断のリスクを減少させることができる。もし需要がスポット市場で

落札されない場合には、その資源の所有者は、周波数調整市場に資源を入札することが

求められる。周波数調整市場では、他のすべての利用可能な資源が使用された後に需要

減少が使用され、 も高い落札価格と事前に合意していた価格のいずれか高い方の値が

つく。 
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図 5.3 スウェーデンの戦略的予備力の発展 
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Source: Svenska kraftnät (2015), (2012). 

 
戦略的予備力における需要側資源のシェアは、当初は 2017 年から 100%に増加する計画

であった。2014 年 6 月から有効となった規制の変更により、この要件が緩和されたが、

戦略的予備力を段階的に廃止する量とスケジュールは維持されている。この変更で SvK
の調達の選択肢は増加したが、2014/15 年に SvK は供給側と需要側の資源をほぼ 50:50 の

割合で調達した。SvK は、持続時間の長い予備力に加え反応が早い予備力のシェアを維

持することが重要であるという理由で、需要削減のシェアの変更を訴えた。短期の kWh
市場における需要の参加を高めるためのツールとして戦略的予備力を用いるという目的

は、まだ本当には実現していない。さらに、長い計画期間と常に利用可能という要件が、

需要削減をより利用しにくいものにしている。 

戦略的予備力の電力料金は、北欧の電力取引所であるノルドプールの前日オークション

である Elspot における も高い入札額に基づいている。Elspot 閉場後に未使用の戦略的

予備力が残れば、その予備力はバランシング市場で利用することができ、全ての市場へ

の入札が発動された後にだけ利用される。 

戦略的予備力の発動の原則は制限的である。主な条件は買い入札が利用可能な売り応札

を超えていることである。利用可能なオプションは、需要の入札の削減か戦略的予備力

の利用のどちらかである。戦略的予備力は、その後、売りを増やすもしくは買いを減ら

す営利目的の入札の も高い価格より 0.1 ユーロ/MWh 高い価格でスポット市場に入札さ

れる。 

戦略的予備力の発電分は、現在市場への入札は禁止されており、市場外に位置づけられ

る。しかし、将来は戦略的予備力の電源は、市場のキャップより低い価格での発電を求

められ、卸市場価格に影響を与える可能性がある。他方 SvK は、戦略的予備力はベース

ロード電源への投資の必要性には対応するべきではないと指摘している。戦略的予備力

は、2003 年の導入から 2014 年の 5 月までに合計八時間利用されている。すなわち、

2009 年 12 月 17 日の 17 時と 18 時の二時間（約 1,400 ユーロ/MWh）、2010 年 1 月 8 日

の 8 時, 9 時, 10 時の三時間（約 1,000 ユーロ/MWh）、2010 年 2 月 22 日の 9 時, 10 時, 11
時の三時間（約 1,400 ユーロ/MWh）である。 
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ベルギー 

ベルギーは 2014 年に、電力市場の機能に懸念を持つ電力法によって戦略的予備力を導入

した。その目的は、ある原子力発電所の短期的な問題および 2025 年までに原子力発電75

の廃止が想定される中で安定供給を確保するためである。850 MW の戦略的予備力が

2014/15 年の冬の間契約され、これは 750 MW の発電と 100 MW の DR から構成されてい

た。エネルギー省は 2015/16 年の冬については、戦略的予備力の合計容量を 3,500 MW に

増やすことを決定した。（Elia, 2015a） 

ベルギーの送電網運用者である Elia は、戦略的予備力の入札手続きを運営している。全

てのアグリゲータ、Elia 送電網の利用者、もしくはシステムアクセスに責任を持つ関係者

（発電事業者、主要な消費者、供給事業者やトレーダー）は、戦略的予備力の入札に参

加できる。入札に参加する発電容量は各年の冬の五ヶ月間、5.5 時間前の通知で利用でき

ることを求められる。ベルギーの制御区域内のすでに廃止された発電ユニットも入札に

参加できる。契約した発電ユニットは、Elia と契約した容量だけ市場外で稼働するとみな

される。 

個別あるいは集約された負荷は DR として入札に参加できる。契約された DR は一年契約

である。二種類の契約が DR には想定されている、一つは四時間以内に起動し四時間持続

する契約で年間発動回数は 大 40 回、もう一つは 12 時間以内に起動し 12 時間持続する

契約で年間発動回数は 大 20 回である。 

毎年、連邦エネルギー大臣の指示により、EU のエネルギー総局（DGE: Directorate-
General for Energy）のアドバイスのもと、Elia は安定供給の統計的分析の結果にもとづき、

戦略的予備力を算定する。意思決定においては、大臣が、各年の戦略的予備力の必要量

（MW）を設定する。同じ手続きにより、戦略的予備力は必要性に基づき年ごとに変化

する。つまり、大臣は必要な量を決定し、市場は入札プロセスへの応札によって戦略的

予備力の価格を設定する。 

電力市場でエネルギー不足のリスクが感知されると、戦略的予備力が発動される。ベル

ギーの電力取引所が、前日市場もしくは当日市場において需要に対して売り応札の総量

が不足することを示した場合、取引所は戦略的予備力から追加の kWh を割り当てるため

の手続きを発動する。この際、取引所の価格は、Belpex DAM（Belpex: ベルギーの取引所

の前日市場, DAM: Day Ahead Market）に適用される上限価格（現在 3,000 ユーロ/MWh）
に設定される（Elia, 2015b）。 

5.3. マーケットワイドな容量メカニズム 

一般原則（PJM の信頼度価格モデルに基づく） 

マーケットワイドな容量メカニズムの多くの設計が存在する中で、PJM は、豊富な経験

と興味深い教訓を提供する。本節では、PJM の例を使って、マーケットワイドな容量メ

カニズムの設計に必要な一般原則を議論する。 

PJM の信頼度価格モデル（RPM: Reliability Pricing Model）は米国における 大かつ も複

雑な容量メカニズムである。その複雑さを考えると、それはより小さい目的（例えば、

一時的な信頼度の必要性への適合）を求めている国または地域における容量市場設計の

                                                                                 

75 原子力は 2013 年に発電量の 35%に達した。 
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ためのモデルには必ずしもならない。しかし、信頼度価格モデルは、多くの理由から詳

細に検討する価値がある。まず、信頼度価格モデルは、市場の力を使って容量への投資

を奨励するための取り組みの も進化した例である。第二に、信頼度価格モデルは、非

常に大規模で複雑な地域における資源のアデカシーを確保するという基本的な目標を達

成することに成功している。第三に、その構成を分析することで、メカニズムの形態に

関係なく、すべての容量メカニズムにとって重要な知見が得られる。 

PJM は 1999 年に設立された、現在米国で 大の RTO である。PJM は 13 の州とコロンビ

ア特別区を含み、2014 年 6 月に 141,673 MW の 大需要を記録した。2014 年の設備容量

は 183,724 MW であった。 

容量市場の設立への圧力は、市場改革、特に小売競争の導入に呼応して、PJM の設立後

すぐに始まった。新規に参入する小売事業者は、既存の地域電力事業者と同様な容量確

保義務が求められ、それは、相対契約を結ぶか、自らが本格的な電力会社となって電源

を建設するかを意味した。これらの新規参入者は、自らの容量確保義務の量が発電ユニ

ット容量より小さい場合、その履行は（既参入者と比較して）不利であることに気づい

た。さらに、地域電力事業者が消費者を獲得したり失ったりするスピードが速く、年間

契約の容量プロダクトは、自らの容量確保義務を効率的に履行できるほど柔軟ではなか

った。 

PJM では、卸 kWh 市場の収益は長期的に信頼度を維持するには不十分で、単一のマーケ

ットワイドな容量市場の価格では も必要な場所に容量の建設を促進できないことが分

かり、2007 年に PJM は信頼度価格モデルを導入した。信頼度価格モデルでは、容量は年

間のプロダクトとして定義され、所要予備力を満たす義務は引き続き地域電力事業者に

課された。さらに信頼度価格モデルでは、三年先までの容量を扱う先渡市場、系統制約

を反映した価格を決定する地点別要素、市場支配力の行使の可能性を減ずる事前ルール、

を導入した。 

容量プロダクト 

容量プロダクトの定義こそが全ての容量市場の中核である。 も一般的に定義すると、

容量プロダクトは信頼度の必要性を満たすために利用できる資源である。しかしながら、

信頼度の必要性を満たすことは、エネルギーの供給ばかりではないことを強調することが

重要である。PJM における容量プロダクトは、物理的な商品であり、そして要求されたと

きに実際に kWh を供給することを求められる。例えば、金融商品で容量確保義務を代用

することはできない。 

しかしながら、一般的な容量の定義では、給電可能な発電機、出力が変化する再生可能

発電機、DR や節電といった需要側の資源、送電線への投資を含む、多様な資源が容量市

場に参加することを認めている。システム運用者の視点では、信頼度の必要性を満たす

ことに貢献する、すなわち、発電し、需要を削減し、全体の信頼度の必要性を下げるこ

とに意義がある。エネルギー資源については、容量市場（CM）へ参加する発電機は日単

位で電力市場に約束した容量の全てを提供しなければならない。これは、要求に応じて

電源が利用可能であることをシステム運用者に対し請け負うことであり、そして、容量

市場は kWh 市場を補完するものであり、kWh 市場の代替ではないという事実を補強する

ものである（Bowring, 2013）。PJM においては、容量市場の費用は、kWh 費用に比べて

まだ小さいものの、卸価格のかなりの割合を占めている（図 5.4）。 

出力が変動する資源も信頼度に寄与するが、システム運用者は（信頼度からの）必要に

応じてそれらの電源に給電指令を出すことはできないので、実際の容量クレジットを決

定するのは通常の電源より難しい。第一の課題は、実際の運用下での出力変動電源の特
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性・動作に関する経験の一般的な不足である。第二の課題は出力が変動する発電機の特

性・動作が設置場所に大きく依存することである。PJM エリアの西部にある風力発電機

が様々な条件のもとでの特性・動作が分かったとしても、東部の風力発電機の特性・価

値の解明にはほとんど役に立たない。したがって、性能測定基準では、資源の種別に加

えその設置場所を考慮する必要がある。システム運用者は、資源が送電制約のある地域

に存在し、そのためその地域にしか供給できないのか、制約のない地域に存在し、その

ためより大きいシステムのアデカシーの必要性に貢献できるのかを知る必要があるため、

設置場所だけでも不十分である。 

図 5.4 PJM の卸市場価格の構成 
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Source: Monitoring Analytics, 2015. 

 
新しい出力が変動する資源については、PJM は、事前に設定した低減係数を適用する。

低減係数は、風力発電に対しては銘板容量の 13%、太陽光発電（PV: Photovoltaic）に対し

ては 38%である（PJM, 2014A）。ここで留意すべきは、PV のデフォルト値は PV 電源の典

型的な年負荷率より高いことである。これは、PV の発電と 大需要の時点が一致してお

り、双方とも天候の影響を大きく受けるからである。すなわち、PJM の 大需要は、典

型的には夏の暑く晴れた日に発生し、それは PV 電源が多く発電している時と一致する。 

再生可能発電機が発電を始めた後は、低減率は実績の特性・動作に基づいて調整するこ

とができる。PJM では、資源の実発電量の三年間移動平均と、 大需要の実績との比較

に基づいて調整を行う。 

資源の参加資格は、容量市場をめぐる論点の一つである。特にこの問題は、容量収入を

既存資源も受け取ることができるのか、それとも新設資源だけが受け取れるようにすべ

きか、という点を中心に議論が展開されている。 
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図 5.5 PJM 容量市場からの収入の電源別内訳 
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図 5.5 に示すように、PJM では既存資源が容量市場の収入の大半を得ている。新設資源

は増加しているが、2017/18 年においてその受け取り額が 10 億 US ドル以下であるに対

し、既設資源はほぼ 60 億 US ドルである。 

すでに卸電力市場から十分な収入を獲得している資源が容量支払いの形で追加の利益を

受けるべきかという問題がある。一つの答えは、kWh の供給と同様に、容量の提供がサ

ービスであると認識することである。卸電力市場で何が起こっていようが、問題の資源

は容量市場へ参加することで、信頼度の必要性を満たすために利用できることを約束し

ている。したがって、これらの資源が容量市場から収入を得ることは合理的である。 

その問題を考察するもう一つの方法は、容量市場がなく、かつ卸電力市場にプライスキ

ャップがないと何が起こるかを考えることである。供給不足の期間、卸電力市場の価格

は市場の全ての電源の限界費用を超えた値まで上昇し、全ての発電機は同じ限界利益を

受け取る。容量市場は、確実な収入源を持つことで、供給不足の期間に受け取る限界利

益に置き換わる、もしくはオフセットする。卸電力市場に参加する特定の資源に対する

差別がないのと同様に、容量市場での差別があってはならない。 

要求量曲線 

PJM には、PJM を通して負荷が容量の要求量を陽に表現するメカニズムは存在しない。

したがって、容量の要求量は管理された手順で決定する必要がある。これは、調達すべ

き容量の要求量とそれに支払う価格の両方を決定することを意味する。 

容量市場の目的は資源のアデカシーを確保するための十分な投資を促進することであり、

容量の要求量には資源のアデカシー目標が採用される。それは通常 大負荷に予備力マ

ージン（IRM: Installed Reserve Margin）を加えたものである。その中の も簡単な形態は、

要求量が全ての価格に対して資源のアデカシーの目標に固定された要求量曲線であり、

要求量曲線が垂直であることを意味する。 

容量に対して支払われる実際の価格は容量の供給と要求量の交点で決定され、これは図

5.6 に示す資源要求量曲線のことである。しかしながら、要求量が固定され（さらに事前

に知られ）ているため、供給者は容量を保留し、固定費の回収に必要な額をはるかに超

えた価格に上昇させることができる。また、容量市場は複数の売り手はいるが、買い手

は単一であり、買い手が市場支配力を濫用するという、買い手独占の問題がある。市場

支配力の緩和については、本章の後半でより詳細に説明する。要求量曲線の視点から見

ると、市場支配力の濫用に対する緩和の対応としては、容量価格への制限、一部のケー
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スでは価格の下限を課すことが行われてきた。制限は信頼度のために需要家が全体で支

払うであろう 大値を代表する。それは多くの場合、停電回避価値に設定される。 

PJM の初期の容量市場の設計では垂直の要求量曲線を使用していた。しかしながら垂直

の要求量曲線は、大きな価格変動（容量が非常に少ないとプライスキャップを発生し、

新設容量が加わるとすぐに下限値まで下落する）を起こすことがほどなく明らかになっ

た。この理由は、実際の追加的な容量の必要量はしばしば極めて小さく（数十 MW のオ

ーダー）、一方で新設発電機の容量はそれより大きいことによる。このような状況にお

いては、予備力マージンの目標を満たしていない市場は、高い容量価格を支払うにもか

かわらず、一旦容量が十分になると、新設電源は高い容量価格の利益が得られなくなる

ため、電源新設が促進されないといういびつな状態になってしまう。 

垂直な要求量曲線に変わる代替案は、価格に伴って調達すべき容量が変化する、右下が

りの要求量曲線である76。PJM は図 5.6 に示すような可変資源要求量（VRR: Variable 
Resource Requirement）曲線と名付けた、凹状の要求量曲線を用いている。 

図 5.6 2017/18 年度受け渡しの PJM の資源要求量曲線 
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Source: PJM, 2014b.  

PJM の要求量曲線は 3 点で定義される。 

 点(a)はプライスキャップの交点で、容量の上限価格（このケースではコンバイン

ドサイクルガスタービン（CCGT）の正味新設相当費用（CONE: Cost of New Entry）
（仮定した発電所が卸電力市場とアンシラリーサービス市場から得られるであろ

う収入をコストから差し引いたもの）の 150%もしくは調整前のグロス新設相当費

用（新設発電機のトータルコスト）の 100%のどちらか大きい方）と、予備力マー

ジン（IRM）の目標－3%との交点である77。 

 点(b)は、IRM の目標＋1%で、正味新設相当費用の 100%の点である。 

 点(c)は、容量 IRM＋5%への制限で、価格が正味新設相当費用の 20%の点である。

予備力マージンは、停電期待値（LOLE: Loss of Load Expectation）が 10 年に一回と

なる値をベースに計算される。 
 

                                                                                 

76 ISO-NE は、時間とともに価格が下るオークションで設定された価格を用いて、容量市場で垂直

な要求量曲線の使用を継続している。 
77 これらのコストを大局的に見ると、PJM におけるグロス新設相当費用は、全体として 143,000 

US ドル/MW・年（または 392 US ドル/MW・日）よりわずかに大きいと推定されるが、正味新

設相当費用は約 121,000 US ドル/MW 年（または 332 US ドル/MW・日）と推定される。グロ

ス新設相当費用と正味新設相当費用は両方とも、コストと収益の両方の違いを考慮に入れ、

地点別に測定することができる。 
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右下がりの曲線を使用することで、容量の供給が所望の資源のアデカシー目標より小さ

くても大きくても、プライスキャップと価格の下限値との間のどこかで市場が決済する

ことで、価格の変動の可能性が小さくなる。右下がりの曲線は、供給者が容量を出すこ

とを抑えることによる価格への影響を制限し、市場支配力の濫用の可能性を小さくする。 

しかし、図に示すように、右下がりの曲線を用いれば、実際に必要とされる容量より多

いもしくは少ない容量を確保することになる。したがって、要求量曲線の傾きは慎重に

決定しなければならない。PJM では、要求量曲線が凹状であり、容量が予備力マージン

の目標値を超えた点で、目標以下の場合に比べてより傾きが急になる。これは容量超過

の場合には容量の価値が相対的に小さくなることを意味する。これが電源の過剰投資の

防止のインセンティブになる。しかしながら、信頼度の面から見ると、 適な投資レベ

ルは予備力マージンの必要量を正確に満たすことであるが、準 適な結果の中では投資

不足より過剰投資の方が望ましい。PJM はこのことを、 適な予備力マージン必要量を

1%超えた容量に目標を明確に設定することで対応している。しかしながら一部の市場で

は、凸状の要求量曲線の導入を好むかもしれない。供給が需要を上回ったとき、容量価

格の変動性を削減することにより、供給が信頼度を確保するための要求量よりも不足し

ていて、かつその不足量が経済的に建設できる容量のサイズに比べて相対的に小さい量

の時でも、これは投資を促進させるために有効である。 

新設相当費用（CONE） 

容量要求量曲線の重要な構成要素は、推定された新設相当費用である。なぜならこれは、

調達される容量の合計に関係なく、その容量の価格が市場に新しい投資を呼び込むのに

十分でなくてはならないからである。PJM では、要求量曲線の傾きは新設相当費用によ

り決定される。したがって、要求量曲線が確定する前に、行政が市場に適した新設相当

費用を見積もる必要がある。 

新設相当費用は、オークションにより容量が調達される年における参照技術の均等化コ

ストの想定値に基づいている。PJM では三年後を想定している。 

新設相当費用はグロスもしくは正味で計算することができる。理想的には、正味新設相

当費用は期待される（予想される）収入に基づいて計算されるべきであり、過去の収入

に基づくべきではない。それは一時的な市場の状態が正味新設相当費用の解析にバイア

スをかける可能性を避けるためである。 
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ボックス 5.1 新設相当費用（CONE）を評価するための参照技術 

第一の代替案は、Brattle Group が提案したように、コンバインドサイクル・ガスタービンと

燃焼タービンの平均コストに基づいて新設相当費用を推定することであり（Pfeifenberger et 
al., 2014）、これにより市場変動と推定誤差の影響を低減できる可能性がある。第二の代替

案は全く異なる技術を選択することで、特に、DR（消費者が需要を削減する意志）の採用

を支持する議論も行われる。しかしながら、DR に分類される技術は多岐にわたり、あらゆ

る潜在的な新技術を代表する単一の新設相当費用の値を推定することは（PJM ではこれを今

後三年間について行う）、極めて困難である。 

新設相当費用を推定するためには、管理者は、電気と燃料の将来の価格、運用と保守コス

ト、建設コストを含む、一連の仮定を作成することを求められる。新設相当費用は場所によ

っても異なる場合がある。例えば、農村地域よりも人口密度の高い地域で新しいコンバイン

ドサイクル・ガスタービン発電所を建設する方が高価である可能性が高い。そのため、市場

によっては、特定の地点別容量市場オークションと連携する複数の新設相当費用が必要とな

る可能性がある。 

技術の選択にかかわらず、全ての決定は必ずバイアスを伴うことも認識すべきである。よく

機能する卸市場と容量市場を仮定すれば、投資決定は長期レンジでは 適な電源ミックスを

導く。他方、例えば重要なパラメータ（燃料コストなど）の短期的な変動が長期的にも続く

と仮定してしまうなど、もし新設相当費用が間違った仮定の下で計算されていれば、短期に

おいてある技術もしくは技術の組み合わせは、過剰投資もしくは投資不足を導く可能性があ

る。 

 

基本的な市場の状態は時間の経過により変わるので、新設相当費用の前提条件には定期

的な更新が必要である。PJM においては、新設相当費用は三年に一回見直されるが、イ

ンフレ率に基づく見直しは毎年実施される。新設相当費用を確立するためのプロセスは、

広い範囲の利害関係者が携わり、可能な限り公開かつ透明な環境で行われるべきである。

それにもかかわらず、理想的なプロセスにおいても、新設相当費用が特定の技術に基づ

いているという事実は、長い目で見ると、その技術（もしくは類似または低コストの技

術）が主要な新設発電機となる可能性を表している（ボックス 5.1 参照）。 

右下がりの要求量曲線を持つ市場では、正味新設相当費用は要求量曲線と予備力マージ

ンの目標値の交点を示す。市場の持つ容量が過少の場合は、決済価格は正味新設相当費

用より大きくなり、理論的に新たな電源が市場に参入してくることを促進すべきである。

容量が過多の場合は、容量価格は電源新設を促進するには不十分である可能性があり、

理想的には一定の既存容量が市場から退出することを選択するよう十分な低さにあるべ

きである。 

長期的には、容量の価格は正味新設相当費用に収束すべきである。収束しないというこ

とは、正味新設相当費用の評価が正しくないこと、もしくは他のいくつかの要因（例え

ば、追加の政策や規制の介入）が供給に影響を与えている可能性がある。 

フォーワードオークションと約束期間 

容量市場の開発にあたっては、二つの時間領域に留意する必要がある。第一に、目標は

想定された将来の信頼度のニーズを満たすために十分な容量を調達することである。し

たがって容量市場は、容量に対してどのくらい先でのシステムへの接続を求めるかを予

め明示しなくてはならない（先渡し期間）。第二に、容量市場は、電源を利用可能にす

るとした一定期間（約束期間）の見返りとして確実に支払いを行わなくてはならない。

支払いを行う期間の長さを決めることは、投資家が負うリスク（容量価格が短期間しか
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保証されていないと、価格の不確定性に直面する）と消費者が負うリスク（容量支払い

の義務を長期にわたって負う）の間のバランスをとることを意味する。 

PJM の容量市場では今後の新設電源が競争に参加できるように、先渡し期間は三年間で

ある。新設電源は将来について一定の容量の提供を約束することで、一定の価格を確保

する。フォーワードオークションは、既存電源にとっても、将来の収入の確実性を高め、

運転を継続するか、廃止するかの判断に資する点で価値がある。投資家の視点から見れ

ば、より長い先渡し期間がより望ましいかもしれない。長期の先渡し期間は系統計画者

にとっても有益である、というのも、系統計画者は送電整備計画の策定にあたり、長期

の供給のアベイラビリティが必要だからである。 

しかし、長期の先渡し期間の問題は、予測に伴う一般的な不確定性である。投資家は、

特定の期間で特定の仕様の電源を建設することを約束しなくてはならないだけでなく、

システム計画者も、先渡し期間終了時点での信頼度の必要性を自信を持って見直し、シ

ステム信頼度の必要要件を決定しなくてはならない。信頼度の必要性を過剰に見積もる

と（例えば誤った高い需要の伸びを仮定するなど）、過剰投資を招く可能性がある。た

だし過剰な容量は電源の廃止を促すので、これは長い目で見れば必ずしも問題ではない78。

システム運用者の視点からより心配なのは、信頼度の必要性を低く見積もる可能性であ

る。これは投資不足を意味し、投資が不可能な期間において追加投資が必要となること

を意味する。 

PJM における先渡し期間は、新しいコンバインドサイクル・ガスタービンの想定建設期

間に基づいて決定される。新設相当費用を決定するための参照技術と同様に、先渡し期

間の基本となる技術の選択は特有のバイアスを伴う。より長期の建設期間を必要とする

電源（例えば原子力発電）を検討している投資家は、容量市場が十分な価格の確実性を

提供していないと見る可能性がある。建設期間が比較的短い技術（PV、DR）にとっても、

容量支払いを受け取るかなり前に電源を運開させるか、実際の約束期間に近くなるまで

投資を遅らせるかを選択することが必要で、長期の先渡し期間は不利益となる可能性が

ある。 

PJM がこの問題に対処するためにとった方法の一つは、「オークションの再構成」であ

る。これにより、システム運用者は約束期間が来る前に、市場の状況変化を反映した信

頼度必要量の見直しが可能になり、投資家も、投資家側の状況の変化を反映するために、

入札価格の更新が可能になる。例えば、建設の遅延に直面している発電機は、容量オー

クションからの撤退を選択し、約束通りの容量を提供できないことに対するペナルティ

のリスクを回避することができる。 

PJM における既定の約束期間は一年間であるが、送電制約のあるエリア（発電機一台の

追加が容量価格に大きく影響する可能性のあるエリア）では、参加者は受け取る容量価

格を 大三年間固定することも選択できる。 

約束期間の長さは、誰がどのリスクを負うのかについて重要な意味を持つ。長い約束期

間は、信頼度の観点から保守的であり、容量の調達費を低減する可能性があるが、料金

支払者に長期の費用負担を負わせることになる。しかしながら、長期の約束期間は投資

家にもリスクを負わせることになる。すなわち、市況に関係なく利用可能な状態であり

続けなくてはならず、容量価格が特定の発電事業者にとって長期的に不十分であること

                                                                                 

78 訳注：需要の伸びの小さい管轄区域ではこれは言えず、電源の寿命の期間を通して余剰状態が

続く場合もある。 
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が分かった場合、損する状態のまま運転をし続けるか、廃止した上で利用可能でないこ

とによるペナルティに直面するかを選択する必要に迫られる。 

他方短い約束期間は、支払者側の過払いのリスクを低減するが、より多くの資本を必要

とする投資を低減するインセンティブとして作用する可能性がある。もし投資家が、容

量市場を十分な価格の確実性を提供する場として見なさなければ、投資家は初期投資が

も小さい技術に投資することで、電力価格リスクに対する も自然なヘッジ手段を選

択する可能性がある。その結果、容量市場は、信頼度の必要性を満たすための十分な新

しい投資を促進できず、より高い容量価格を生む場合も考えられる。 

約束期間に関して唯一の答えはないものの、他の市場が適切に機能し、規制の不確実性

が抑制されている限り、長期間より短期間の方がより適切なリスクのバランスを提供す

るはずである。これは長期的な価格シグナルの必要性を否定するものではなく、（信頼

度の必要性に特化した）容量メカニズムは、長期のシグナルを提供する適切な方法では

ない可能性があるということである。投資家は、価格が長期に安定する容量支払いを好

むかもしれないが、長期の約束は、リスクを投資家から需要家に移転させると理解すべ

きである。いくつかの市場では、市場の新規参入者に対し、長期の約束期間を選択でき

るようにするだけで妥協した例もある。 

地点別容量価格 

PJM は全体として信頼度の目標を満たすことはできているものの、システム内の送電制

約があるため、PJM の中の需要の一部は十分な信頼度を確保していないことを意味する。

これに対処するため、PJM の容量市場では、送電線制約地域(LDA: Locational Deliverability 
Areas)79の形で地理的要素が含まれる。PJM には合計 27 の LDA があり、地域ゾーンおよ

び地域ゾーン内のサブゾーンが含まれる。容量市場の手続きは、RTO 全体同様に LDA に

おいても機能しているが、各 LDA には地方の状況を反映したそれぞれの信頼度必要量が

ある。 

RTO の容量価格は各 LDA の容量価格の 低値に設定される。もし送電制約により、ある

LDA において 低コストの容量だけで当該 LDA の地点別信頼度要件を満たすことができ

ない場合、当該 LDA 内のより高いコストの容量がそのゾーン（サブゾーン）の容量価格

に設定され、当該 LDA の容量価格は RTO の容量価格より高い価格で決済される。実際こ

の状況は、PJM の容量オークションにおいてほぼ毎回起こっている（図 5.7）。 

                                                                                 

79 訳注：PJM 内の送電事業者の管轄エリア。 
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マップ 5.1 PJM の LDA 
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図 5.7 LDA(LDA)ごとの RPM 決済価格 
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PJM エリア外の資源 

2017/18 の提供年から、PJM は、エリア外の資源が局所的な信頼度要件達成に貢献できる

ように、LDA の資源の必要性の評価にあたり、PJM 外からの送電可能量を含めて評価を

行う予定である。PJM 外の資源は、当該 LDA に送電できなくてはならないので、PJM は、

十分な送電容量を持つ五つの外部資源ゾーンに参加を限定した。 

PJM は各外部ゾーンに対する容量の輸入の上限を定義し、PJM へ輸入できる容量の 大

値を決定する。他方、個々の資源は、PJM 内への長期の送電権を確保していること、PJM
内の資源と同じ入札義務要件に従うこと、そしてその容量資源が「擬似的に連系されて

いる」、すなわち物理的に PJM のサービスエリア内に位置する資源と同じ再給電ルール

や地点別料金ルールに従うこと、の三つを挙証することで、上記上限値に対する適用除

外を申請することができる。 
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性能要件 

資源の種別に関係なく、システム運用者が利用可能な資源をできるだけ正確に把握する

ことは極めて重要である。もしある資源もしくはある資源種別から確保できる容量クレ

ジットの想定が小さすぎた場合、容量市場は過大な容量を確保することになり、もし容

量クレジットの仮定が大きすぎた場合、システム運用者は「予備力は満たされている」

という誤った前提条件の下でシステムを運用することになる。 

しかしながら容量を提供する側の視点で見ると、提供側にはできるだけ多くの容量を入

札するインセンティブがある。チェックを受けない状態であれば、いくつかの資源は本

来のアベイラビリティを偽ることで容量クレジットに影響を与える可能性がある。時間

が経てば、実際の運用を通じて偽りの報告は徐々に明らかにされるが、システム運用者

は、第一にこのインセンティブを除くためにあらゆる手段を尽くすべきである。出力が

変動する電源に対し既定の容量値を使うことは、操作の可能性を除くことはできるが、

容量確保の不足や超過の可能性を除くことはできない。加えてシステム運用者は、不履

行に対し大きな課徴金を課すことができる。もし資源が容量義務により並列を指示され、

kWh を送電できないもしくは義務より少ない kWh しか送電できない場合には、資源所有

者は不足課徴金（不足ペナルティ）を支払わなくてはならない。先渡市場においても、

もし電源が必要な約束期間内で並列されなければ、ペナルティが課される。 

PJM では、契約を履行できない容量資源は、容量支払い額が低くなる形でペナルティを

受ける。容量価格は、 初の年の不履行で 50%になり、二年目の不履行では 25%になり、

三年目の不履行ではゼロになる。これらの契約不履行のペナルティは、水力発電や、風

力発電や PV などの出力が変動する資源には適用されない。 

特性・動作要件は、緊急時に特に重要である。2014 年の米国における極渦（Polar 
Vortex 80 ）の際、 PJM の 大需要は、同じ時期の通常の需要より 25% 増加し

（Paulos,2014）、同時に PJM の電源の 22%が、機械的な故障と天然ガスの供給不足で使

用できなくなった。そのため PJM では、新たな「容量性能」というプロダクトを作り、

ある性能要求を満たす電源には、容量価格を超えたプレミアムが支払われるようにした81。

容量性能プロダクトの導入は、事実上 2 つの容量のカテゴリができたことになる。それ

は容量市場の 低要件を満たす「ベース」のカテゴリとアベイラビリティを保証するた

めに追加のステップを踏む「信頼できる」カテゴリである。例えば、天然ガス火力発電

所が二種類の燃料を使用する機能を有する、確実な燃料輸送契約を結ぶ、もしくは風力

発電が何らかの貯蔵技術を備えるなどである。また、例えば柔軟性のない原子力発電所

と DR を組み合わせることなど、補完的な資源を組み合わせることもできる。DR 資源自

体も、これまでは夏のパフォーマンスに焦点が当たっていたが、冬のパフォーマンスに

も重点が置かれることによって影響を受ける。 

                                                                                 

80 訳注：極域の成層圏で晩秋から春にかけて発生する強い西風に囲まれた巨大な低気圧の渦。極

渦が低い緯度にせり出すと、ジェット気流流路の南下に加えて、極と気圧差が小さくなるこ

とで、寒気が流れ込みやすくなり、寒波に見舞われやすくなる。 
81 PJM は、その容量メカニズムに性能による支払いを初めて導入したわけではない。2014 年 5 月

に、連邦エネルギー規制委員会（FERC: Federal Energy Regulatory Commission）は ISO-NE のペ

イ・フォー・パフォーマンス・イニシアティブ（PI: Pay-for-Performance Initiative）を承認した。

PI の下では、容量支払いは二つの部分に分かれている。容量資源は、まず容量オークション

によって決定されたベース支払いを受ける。次に、実際の供給不足時に、容量資源は自らの

義務に比べてどの程度の容量を提供できるかによって、追加の支払いを受ける、またはペナ

ルティを課される。 
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市場支配力の緩和 

容量市場は、容量の要求量と供給量を一致させるため、一般的に市場支配力の濫用の可

能性に悩まされる。PJM 市場は、構造的に市場支配力の問題を抱えており82、全系レベル

と LDA レベルの双方において83、ほぼすべてのオークションが「主要供給三社（TPS: 
Three Pivotal Supplier）テスト」に不合格であったが、実際のパフォーマンスの分析から、

PJM の容量市場は競争的であると考えられている（Monitoring Analytics, 2015）。 

PJM の容量市場が競争的とされる第一の理由は、事前規制として市場支配力を軽減する

ルールの存在である。PJM のルールの下では、主要供給三社テストに失敗した全ての供

給者は、限界費用で容量市場に自らの容量を供給しなければならない。この場合、容量

の限界費用は、資源の年間可変費、容量市場以外の全ての PJM 市場における収入の純利

益、容量市場に参加するために電源をオンライン状態で維持するのに必要な全ての固定

費を加えたものとして定義される（Bowring, 2013）。これらの費用は、資源別に個別に

算定するか、各技術に対し PJM が決定した既定の費用を使うことを資源保有者が選択す

ることができる（しかし、限界費用は当該ユニットの他市場からの収入を用いて計算す

る）。 

PJM の容量は、供給側と需要側ともにタイトであるが、PJM には、買い手側の市場支配

力の可能性を軽減するためのルールもある。 小供給価格ルール（MOPR: Minimum Offer 
Price Rule）は、市場にある新たな天然ガス資源がオークションに参加する初年度は、

低価格で自らの容量を入札することを定めている。これは、容量価格を低下させる効果

を持つ、意図的に低い容量価格での買い入札により容量価格を下げることを防止するた

めである。 

小供給価格は、PJM が算定し、発電資源の正味新設相当費用になる。このルールは、

天然ガス発電のみに適用され、石炭、原子力、再生可能エネルギー発電には適用されな

い。これらの資源は、建設の経験が相対的に少なく費用のばらつきが大きいため、標準

的な参考価格を決定することが相対的に難しいという理由で適用されていない。加えて

原子力発電は、その建設に必要なリードタイムが長いため、容量価格を下げる目的では

建設されるとは考えにくいという理由で適用されていない84。同様に、再生可能エネルギ

ー電源の容量クレジットの価格は相対的に低いため、容量価格の低減を目的として投資

家が再生可能エネルギー発電機を建設することは考えにくい。 

需要側の資源 

通常、DR と省エネルギーという二種類の需要側の資源が容量オークションに参加する、

DR は需要削減が必要な時に（一般的には電力不足の時に）、システム運用者によって要

請され、その結果、システムの信頼度維持に必要な発電資源の合計必要量を減らす。DR
では、しばしば需要シフトの形態（例えば、工場の運転時間をピーク時間帯からオフピ

ーク時間帯にシフトするなど）をとるため、需要量の合計は必ずしも減らない。省エネ

ルギーは、特にピーク時間帯のエネルギー利用を恒久的に削減する。需要側の資源は、

程度の差はあれ、主要な容量市場のすべてに採用されるが、少なくとも量の観点からは、

                                                                                 

82 訳注：基本的に送電線混雑があるということ。 
83 TPS テストは、テスト対象供給者に市場内の上位二つの供給者を加えた三者を市場から除外し

ても、容量市場が決済可能かどうかを測定するもの。 
84 PJM インターコネクション L.L.C.の、整理番号 EL11-20-000 に対する回答。建設リードタイムが

長く、資本集約的な技術である石炭火力発電にも同様なことが言える。 
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PJM が も成功しており、2017/18 年のオークションにおける決済量は 12 GW を超える

（11 GW の需要と 1.4 GW のエネルギー効率化）。 

PJM は DR を、実際のアベイラビリティに応じて、通年、拡張夏期、制限付きの三つのカ

テゴリに分けている。これらのカテゴリの存在は、DR は経済活動をあえて抑制する選択

をすることであり、したがって、例えばガス火力発電機ほどのアベイラビリティはない

という事実を反映している。通年 DR 資源は、名前が示すように、システム運用者が一年

中利用できるもの、拡大夏期 DR 資源は、特定の月、おおまかに言うと夏期とその前後の

月でだけ利用できるもの、 後に、制限付き DR 資源は特定の曜日にのみ利用でき、PJM
では祝日を除く平日に利用可能なものとしている。それぞれの場合において、DR 資源は、

負荷の減少の持続時間、およびそれを要請できる日数の両面の制限がある。 

DR を複数のカテゴリに分類することは、DR と供給側資源を明確に区分けすることであ

る。容量市場に参加する発電機は、歴史的にそれらの運転特性に応じて区別されていない。

容量クレジット、すなわち系統に提供できる容量だけによって区別される。DR は、サー

ビスを発動できる時間に基づいて区別されるので、DR の容量市場への組み込みには課題

がある。 

需要側資源を容量市場に参加させるべきかどうか、どのように参加させるかについては、

今も議論が行われている。米国では、容量市場が DR への投資の主要な牽引役であること

は明らかである（IEA, 2013）。容量市場はアグリゲータやその他の DR 供給者が利用でき

る、しっかりとした将来の支払いの流れを提供する。しかし、DR 資源は小売市場にも参

加し、回避可能な小売電力コストの形で追加的な利益を得る（第 6 章参照）。ひとつの

解決策は、DR が供給側に参加することを許容し、一方で DR がサービスの提供を求めら

れた際に、小売料金相当額を払い続ける、もしくは小売料金相当額だけ容量支払いを減

らすことである。 

DR を容量市場の供給側と同等の資源として扱う代わりに、単純に別のサービスとして対

価を払う、すなわち DR はあくまで需要であり、 大需要の抑制により容量の必要量を削

減する効果に対して対価を支払うという考え方もある85。 

NYISO 

NYISO は設備容量（ICAP: Installed Capacity）市場（以降 ICAP 市場）を運営しており、PJM
の信頼度価格モデルと好対照をなす。信頼度価格モデルと共通の要素もあるが、決定的

な特徴は短期的（スポット）市場であるということである。ICAP 市場は長期的な資源のア

デカシーを確保することを目的としながら、長期的な価格シグナルを出すことも、複数年

にわたり容量価格を固定することもしない。 

                                                                                 

85 訳注：米国におけるこの論争に関して FERC に関する訴訟に対する連邦裁判所の判決が 2016 年

1 月に出された． 
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マップ 5.2 NYISO の需要ゾーン 

本地図は、いかなる領土の地位又は主権、国境及び境界への限界設定、その他いかなる領土、都市又は地域の名称への偏見を持つものではない。
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Source: NYISO, 2015. 

 

NYISO は 1999 年 12 月に発足し、サービスエリアが単一州である米国の ISO の一つであ

る。2014 年時点で、NYISO の設備容量は 41,297 MW であり、想定される 大需要は

33,666 MW である。容量市場は 2003 年に開始された。 

NYISO は地点別価格の市場であるが、ISO は A から K までラベル付けされた 11 の需要ゾ

ーンに分かれている。PJM と同じように、NYISO の ICAP 市場は地点別の要素を持ってい

る。ニューヨークの制御区域（NYCA: New York Control Area）全体に加え、ニューヨーク

市（ゾーン J）とロングアイランド（ゾーン K）の地点別容量価格がつくこともある。

NYISO は、2014 年 4 月にゾーン G,H,J を含むハドソンバレーの下流ゾーン（ゾーン J をサ

ブゾーンとして含んでいる）を新たに加えた。 

容量オークションと容量プロダクト 

NYISO の ICAP 市場の取引は、冬と夏の六ヶ月の二つの約束期間に分けて行われ、容量は

以下の三種類のオークションを通じて確保され、スポットオークションへの参加のみが

必須である。 

 ストリップオークション：次の約束期間の容量を調達する 

 月別フォーワードオークション：現在の約束期間の中で残っている全ての月を対

象とする 

 スポットオークション：当月限りの容量を調達する 

信頼度価格モデルとは異なり、ICAP 市場は短期の容量価格を提供するだけで、投資のた

めのシグナルを提供しない。代わりに ICAP 市場は、地域電力事業者が長期契約もしくは

自己供給だけでは信頼度要件を満たすことができない時に、自らの信頼度要件を満たす

ための方法として機能する（Kirsch and Money, 2012）。しかし、容量市場は、調達の方

法には関係なく、システム運用者が信頼度要件を満たしていることを確認できるように

容量プロダクトを標準化している。 
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容量資源として適格になるためには、各発電機は冬期と夏期の「 大正味保証容量

（DMNC: Dependable Maximum Net Capability）検査」を受ける。これは新設電源にも等し

く適用され、資源のフル運開より前には容量市場に参加する資格がないことを意味する。 

大正味保証容量検査は、異なった運用特性に対応するため検査手法は多様であり、実

際の運用データに基づいて行われる。ベースロード電源の化石燃料と原子力の発電所は、

四時間以上 大出力を維持しなくてはならないが、ガスタービンは一時間以上で良い。

風力発電や PV、自流式水力発電などの出力変動資源は、全発電ユニットの銘板値の組み

合わせで良い。容量資源は、定期的に運用データと保守スケジュールの報告を求められ

る。 

要求量曲線 

信頼度価格モデルと同様に、ICAP 市場では右下がりの要求量曲線を使用している。しか

しながらこれらの曲線は、信頼度価格モデルのものよりも幾分単純で、傾きが変わらな

い（すなわち線形で凹状ではない）。四つの ICAP ゾーンが、地点別の予備力マージン必

要量を反映した要求量曲線を持ち（図 5.8）、予備力マージン必要量は、10 年に一回と

いう停電期待値（LOLE）に基づいて、ニューヨーク州信頼度協議会（NYSRC: New York 
State Reliability Council）によって年間ベースで決定される。 

NYCA の外部の資源も、全量が送電可能である（十分な送電容量があり、NYISO を犠牲に

して資源が属する制御区域の都合によって出力制限されない）ことを示すことができれ

ば、ICAP 市場に参加できる。 

図 5.8 NYISO における 2014/15 年度の ICAP 要求量曲線 
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Source: NYISO, 2015. 

容量価格と市場支配力の緩和 

ICAP 市場は短期市場であり、価格の不確実性が大きく、その変動が大きくなる可能性を

持つ（図 5.9）。したがって、投資の観点からは、NYISO 容量市場は長期的な価格変動リ

スクを低減するツールとしてではなく、利用可能な容量が短期的な信頼度のニーズを満

たせない時に、投資の必要性を示す価格シグナルとして機能する。何らかの価格保証の

ほしい投資家は、地域電力事業者と長期の電力購入契約（ PPA: Power Purchase 
Agreement）を締結することを選択し、地域電力事業者は自らの容量義務に対する容量に

参入できる。 
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図 5.9 NYISO における ICAP 市場のスポット価格の推移 
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Source: NYISO, 2015. 

 
しかしながら、先渡しの期間が短いと、既存の電源だけが容量市場で競争することにな

る。これは、本来可能である供給力を制限し、ひいては市場の流動性を制限する。PJM
同様ニューヨークの市場には、送電容量の制約から相対的に高い要求量の地域を抱えて

いるため、市場支配力の懸念が更に高まっている。この代表例は、輸入容量に制限があ

り、新設電源を建設する土地が限られているニューヨーク市である。この理由から、

NYISO の ICAP 市場には、市場支配力の濫用を避けるために、事前規制として市場支配力

緩和ルールがある。 

英国 
英国では、電力市場改革の一環として、集中型の容量メカニズムが導入された。 初

のオークションが、2018/19 年の冬から始まる一年間のグレートブリテンにおける容量

を対象に、2014 年に実行された。容量オークションの実施は、グレートブリテンの

TSO であるナショナルグリッドが行う電力容量評価によって毎年決定され、情報が提供

される。ナショナルグリッドは、系統に接続された容量と DR を考慮し、次の 15 年間の

予備力マージンを評価し、信頼度基準を満たすのに必要な容量を勧告する。政府はその

後、容量のオークションの必要性を判断する（EC, 2014b）。 

容量市場は、想定される需要を満たすために常に十分な発電容量のアベイラビリティ確

保を目的として導入された。英国政府は、この容量を利用可能にするためには何らかの

インセンティブが必要との認識である。容量市場への参加は義務ではなく、発電も DR も

参加できる。 

受け渡し年の四年前に pay-as-clear のオークションが開催される。容量支払いを受けない

で残っているか、もしくは受け渡し年より前に廃止予定の発電所は不参加を選択できる。

二年目の pay-as-clear のオークションは、容量の確保の細かい調整を行い、短いリードタ

イムが適している DR の参加の余地を提供するために、受け渡し年に先立って開催される。 

既設の発電所の容量は一年契約である。大規模な改修が必要な既存の発電所は、 長三

年の契約を利用することができ、新設電源は、 長 15 年の契約が可能である。容量支払

いの費用は、ライセンスを持つ供給事業者が負担する。このコストは、年間 大需要に
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おける各供給事業者の需要予測値に基づいて配分され、メーターのデータが使えるよう

になった時点で供給事業者の需要実績に合わせて調整される。「需給調整サービス86」も

また容量市場に参加できる。需給調整サービスの供給者は、需給が厳しい期間にナショ

ナルグリッドの指示に従うことで、kWh を受け渡していると見なされる。しかし、ナシ

ョナルグリッドからの給電指令に対応できなかった場合には、容量市場と需給調整サー

ビスの契約の両方のペナルティが課される。 「適切な需給調整サービス」を提供する業

者は容量市場へ参加できる。適切な需給調整サービスの供給者は、電力システムのスト

レス期間中にナショナルグリッドの指示に従うのであれば、エネルギーを提供している

とみなされる。しかし、この事業者が適切な需給調整サービスに関するナショナルグリ

ッドからの送電指示への対応ができなかった場合は、容量市場と適切な需給調整サービ

スの契約により、ペナルティが課せられる。 

オークションと受け渡し年の間に、参加者が二次的な取引を通じて契約状態を修正でき

るよう、二次市場が設立される予定である。 

安定供給を確保する必要がある時はいつでも、容量市場は容量供給者に kWh を供給する

義務を課す。容量供給者がこれに失敗した場合にはペナルティを負担する。このモデル

は、容量に対する追加的/物理的なテストになる。必要な回数、レベルまでの容量を提供

できることを立証できない場合、これができるまで容量支払いの権利は放棄させられる。 

期待レベル以下の特性・動作となったユニットはペナルティを課され、期待レベルを超

えたユニットは追加の支払いを受ける。ペナルティには次の三つの要素からなる。 

1：容量供給者の月々の容量収入の 200%を月間ペナルティ総額の上限額とする。系統需

要に応じて月々の支払い額の重み付けを行い、全ての月において年間収入の 20%を

ペナルティの上限とする。 

2：年間ペナルティ総額は、年間容量収入の 100%を上限とする。 

3：供給者の年間容量支払い単価［英ポンド/kW･年］の 1/24 にペナルティの料率［英ポ

ンド/kWh］が設定される。 

図 5.10 2014 年度向け英国の容量市場における落札者 
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86 訳注：Relevant Balancing Services とは、ナショナルグリッドが提供する“Short Term Operating 
Reserve”、“Fast Reserve”、“Firm Frequency Response”、“Constraint Management Service”、
“Frequency Control by Demand Management”の総称である。“CONSOLIDATED VERSION OF THE 
CAPACITY MARKET RULES, 14 JULY 2016, ELECTRICITY AMENDMENTS TO THE CAPACITY MARKET RULES 
2014” 
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系統がストレス状態にある時に発電もしくは需要減を契約した参加者は、ナショナルグ

リッドから四時間前に通知を受け、その時限までに発電あるいは需要の低減をし、そう

でなければ停電回避価値に連動したペナルティを払わなくてはならない。 

2018/19 年の 初の容量市場オークションでは、19.4 英ポンド/kW の価格で 49.3 GW の

容量が調達された。既存の容量は 54.9 GW であり、オークションの調達量よりも 5.6 GW
だけ多い。新規の容量は 2.8 GW が契約したが、8.4 GW の経年の石炭火力発電所とコン

バインドサイクル・ガスタービン発電所が容量契約を締結できず、これらの発電所の所

有者は不安定な状態となった。 

フランス 

フランスの容量メカニズムのルールは、2015 年 2 月に承認された。この分散型のメカニ

ズムにおいては、各供給事業者は、2017 年 1 月から始まる 大需要期間の間で、全ての

自社需要家への十分な電力の供給保証が求められる。供給事業者は、発電事業者あるい

は DR の運用者から容量を買うことができる。 

フランスは電気暖房/給湯に大きく頼っているため、電力システムは気温に非常に敏感で、

1℃の気温の低下が 2.4 GW の需要増加につながり、これは原子力発電所二基分に相当す

る。寒冬となった 2012 年には、フランスは 102 GW の 大需要を記録したが、2014 年の

大需要は 82.5 GW にすぎなかった。これに関連し、国営の TSO である RTE は、今後安

定供給の低下が続くと予想しており、2015/16 年の冬期には 900 MW、2016/17 年の冬期

には 2,000 MW のマージンが不足するとしている。 

容量メカニズムの下で RTE は、十分な発電容量を維持する発電事業者と需要を減らす DR
のアグリゲータに、容量証書を発行する。このシステムは、原子力発電所は約 80%、ガ

ス火力発電所は約 85%、風力発電所は 20～25%程度となるアベイラビリティに従って、

全ての発電資産に報酬を与えるものである。 

認証された容量は、2017 年に始まる定義された 大需要の期間に、予想されるアベイラ

ビリティを果たす義務を持ち、同時に、供給事業者は 大需要の期間、自らの消費者の

需要に一致する認証容量を保有する義務を持つ。認証は EPEX 電力市場および相対で取引

できる。 

いわゆる” 大需要期間”の定義は、システム設計の重要な要素である。 大需要期間は、

合計で年間 100～250 時間と期待されており、安定供給のリスク期間に一致している（フ

ランスの場合は冬期）。 大需要期間の日は、一日前に通知され、需要の条件（ 大需

要が予想される日）によって発動される。 

5.4. 地域の市場と容量取引 

米国や欧州、そして世界の他の地域でも、電力市場の相互連携が増えている。そのよう

な環境の下で、一つの国や管轄区域で信頼度のニーズを満たすことはもはや考えられな

くなっているにもかかわらず、信頼度基準と容量市場は、政治的な境界で分けられて開

発されている。 

欧州では、国単位の容量メカニズムの導入が欧州の kWh 市場を歪めているかどうかの議

論が起こっている。この議論は、安定供給を確保する何らかの仕組みの必要性を議論し

始めた EU の中心となる国々（例えばフランス、ドイツ）の数が増加したことに端を発し

ている。イタリア、英国、アイルランドのような国もまた、そのような仕組みの導入を

議論するか、すでに導入している（マップ 5.3）。 
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マップ 5.3 西欧主要国の隣接する容量市場 

本地図は、 いかなる領土の地位又は主権、 国境及び境界への限界設定、 その他いかなる領土、 都市又は地域の名称への偏見を持つも のではない。
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容量メカニズムは新しい事象ではないが、前日市場のカップリングを通じた国際連系線

の潮流に関する各国の協調が進み、国独自の容量メカニズムが相互に影響しないかとい

う疑問が発生した。特に、国もしくは地域レベルの容量市場の存在は、地域間の kWh 市

場の機能を損なわないか、そして、外部の資源はどのようにして容量市場に参加するの

か？ 

国又は地域レベルの容量市場の存在は地域を跨ぐ電力市場の機能を損
うのか？ 

容量市場は、理想的には卸電力市場と同じ物理的な境界を持つべきである。容量市場の

影響としては、供給不足時価格の発生頻度が減る可能性がある。供給不足時の利益を容

量市場からの収入で置き換えることで、収入のリスクは低減する。kWh のみ市場の A 国

と容量市場を持つ B 国の二つの市場のいずれかを選択しようとしている投資家は、容量

市場を持つ方がより魅力的だと考えるだろう。B 国における容量の増加は卸電力市場価

格を低下させるが、A 国は B 国と連系されているので、A 国もまた、卸価格の低下の恩

恵を受けるであろう。したがって、大きな卸電力市場の中の一部の領域に容量市場が存

在すると、全ての市場参加者の卸価格が低下する一方、容量市場の領域内の市場参加者

だけが、失われた収入を回収することができる。 

地域 kWh 市場があり、その中のサブ地域に複数の容量市場がある場合、複数の容量市場

の設計に一貫性がない場合には、これらの容量市場は次の四タイプのひずみを産む可能

性がある。 

1：系統連系された設備容量の利用パターンの変化 

2：風力発電と PV の資源のアデカシーへの貢献の過小評価 

3：容量市場における市場支配力濫用の可能性 

4：新規投資場所選定の影響（IEA, 2014） 
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容量メカニズムにおいて外部の容量が地域内の容量と同じ条件で参加できれば、容量の

利用パターンはより 適化される。例えば、一つの市場における過剰な容量が、容量不

足の市場に参加できる場合である。他方、外部の容量が参加するには、当該市場間でい

わゆる「継ぎ目（シーム）」問題の取り扱いについて合意すること、すなわち当該市場

間で容量の移転を妨げたり制限したりしないことを確保する必要がある。これには、送

電容量の割り当て、容量プロダクトの定義、送電線の停止と発電機の停止の協調などの

課題がある（FERC, 2013b; MISO, 2012）。米国の容量市場は、外部の容量の参加について

豊富な経験を持っている（マップ 5.4）が、これらの市場における規制の枠組みが異なる

ことが、これらの経験を他の地域へ適用することを制限している。 

マップ 5.4 米国北東部の隣接する容量市場 

1年間の予備力マージン要求

(2013年6月から ）

集中型容量市場

P JM  I S O

ニューヨ ーク ISO (NYISO)

M I SO

ニューイングランド ISO�
(ISO-NE)

集中型容量市場

集中型容量市場

本地図は、いかなる領土の地位又は主権、国境及び境界への限界設定、その他いかなる領土、都市又は地域の名称への偏見を持つものではない。  
 
異なる容量市場間の相互作用と越境参加を検討すると、越境参加は魅力的であるが、参

加の資格や制度設計について複数の課題がある。安定供給、経済効率、競争への貢献と

いった利点も、十分定量化できていない（FTI Compass Lexecon, 2015）。 

エリア外の容量の市場参加 

容量市場の設計において当該地域外の容量（以下「外部容量」）を考慮に入れる方法に

は多数の選択肢がある。 も単純な方法は、内部資源だけに参加を制限し外部資源を全

く考慮しないという選択肢である。フランスでは、連系効果を統計的な方法で一方的に

評価する。英国では、2014 年に行われた 初の容量オークションでは外部の容量資源は

参加できなかったが、2015 年に開始するオークションでは入札する可能性がある。EC か

らの働きかけもあり、両国の市場は、国別の容量市場への外部容量資源の明示的な参加

を目指している（State Aid Guidelines, 2014）。なお、複数の地域を跨ぐ容量市場を設計す

ることも一つの選択肢である（FTICompass Lexecon, 2015）。 

PJM では、地域の資源から外部の容量資源を区別する必要性により、外部容量資源には

内部資源にはない追加の制約として、ファーム送電容量を確保して、供給可能性を示す

必要がある。システム運用者が管理できるのは内部のローカルな資源だけで、外部資源

については、要請した時には利用できることを仮定するしかない。このために、しばし
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ばある種の送電網に関する解析が行われる。例えば、米国で隣接する市場である MISO
と PJM は、地点間（PtP: Point-to-Point）解析を用いて、所与の地点に関する制約の下で

完全に送電できる容量を見積もる。しかし、各地域はこの解析を個別に行うので、少な

くとも方法論については協調が必要である。それが行われなければ、ある市場がある資

源の供給できる容量を過大に評価するリスクがあり、その結果、輸入側の市場が確実に

供給可能と考えていた資源を、輸出側が供給削減してしまう可能性が生じる。 

もう一つの懸念は、送電容量の kWh と容量のための割り当ての間の区別である。kWh の

供給者も容量の供給者も、ファーム送電容量を得る入札をすることができる。しかし電

力不足の時には、容量供給者だけが kWh を供給する義務を負う。米国では、kWh のみ市

場と容量市場との間の競争が、輸出により利用可能な容量の供給を制限している可能性が

ある。送電権の割り当て方法が容量の義務と整合していなければ、時間軸の問題も出てく

る。外部容量が一年間の契約期間で三年先の容量市場への参加を希望する場合、予め三年

前に一年間のファーム送電容量を入手しなくてはならない。したがって、容量資源が外

部の容量市場に参加するには、容量を輸出する側の市場は、輸入する市場の要件を満たす

送電容量の割り当てルールを整備している必要がある。 

システム運用者の視点で見ると、外部容量資源のアベイラビリティは、内部容量のもの

より低いことに注意が必要である。供給不足の状況の下で負荷遮断が行われるときは、

通常地域内の消費者への供給が優先され、連系線が先に遮断される。欧州の場合、電力

を輸出するために自国の負荷を遮断しなくてはならない場合に、その国がどうふるまう

かを予想するのは難しい。この観点から、越境の負荷遮断手続きを明確に定義すること

が、システム運用者の相互信頼を確保し、越境の容量取引の条件を作る上での必須条件

である。 

両方の地域に容量市場が存在する場合、両側の資源が同じ送電線を使って逆向きに容量

を売る可能性がある。これは、送電線の割り当て超過を防ぐために、先渡しがファーム

ベースで、送電容量を同時にかつ両方向に協調して算定しなくてはならないことを意味

する。 

容量市場の効率的な協調のための原則 

外部の容量が地域市場に 適に参加するために、相互に連系された全ての市場の間の送

電能力を決定する共通の手法が必要である。 

欧州では、Eurelectric（欧州電気事業連合会）が欧州電力市場のための標準モデルを開発

した（Eurelectric, 2015）。この Eurclectric は、容量をアベイラビリティと定義し、越境の

容量市場への参加は欧州大の容量市場への足掛かりとなるべきと考えている。容量市場

の協調についての議論は始まったばかりであり、今後数年間はより大きな注目を集める

と考えられる。 

完全な市場統合にはならなくとも、容量市場統合のための基礎作りとしていくつかの措

置が考えられる。  

 地域の資源のアデカシーの予測は容量の必要量の決定に用い、kWh 市場の領域と整合

している必要がある。この地域のアデカシーの予測は、異なる地方の市場への連系線

の効果と、連系されたエリア間の容量の提供のレベルの解析に用いることができる。 

 越境の容量取引ができるようにするために、容量プロダクトの定義の矛盾を避ける。

プロダクトの定義は、利用可能な期間（どの時間か）、先渡しのリードタイム、ペナ

ルティの制度を含む。容量プロダクトの輸入可能量も重要な検討事項である。 
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 越境の kWh 取引への干渉を避ける。容量市場は、卸電力市場の価格形成を歪めるべき

でない。特に、実際のエネルギーの潮流の向きを決定する、先渡し、前日、当日、バ

ランシング市場の歪みを避ける目的で、越境の容量を確保するべきではない。 

結論 

自由化された市場において、容量メカニズムは十分な資源のアデカシーを確保する上で

重要な役割を果たしうる。容量メカニズムはまた、供給側の資源に主に焦点を当ててい

た電力市場に、代替資源が参加することを可能にする。容量市場は、適切に設計するこ

とで、kWh 市場を歪めることなく「ミッシングマネー」問題の解決の一助となる。 

しかしながら、容量市場は卸電力市場の問題を解決するツールとして見られるべきでは

ない。容量市場が適切に機能するためには、卸電力市場の正しい設計が重要である。容

量市場は、電源の収益の不足を埋めることができるが、収益を確保するツールと考える

べきではない。容量市場は、セーフティネットであり、kWh 市場の供給不足時の利益を

補完するものである。 

多様な種類の容量メカニズムが見られるが、本章では主に、欧州の一部で見られる戦略的

予備力（ターゲットを絞ったモデル）と米国の自由化された地域で もよく見られるモデ

ル（マーケットワイドな買い手集中モデル）に主に焦点を当てた。形態にかかわらず、容

量市場の適切な設計には、三つの主要な要素がある。 

・システム運用者による資源のアデカシーのニーズの評価に基づく、予め決められた容量

資源の要求レベル 

・価格決定の方法、これはオークションの形態が望ましい 

・アデカシーの必要性を満たすための容量の貢献を考慮した、適切に定義された容量プロ

ダクト品、ただし 大限技術的に中立であること。 

容量メカニズムは、外部の容量の参加を可能とし、地域における多様な資源を有効に活用

すべきである。これには、容量が真に越境の取引が可能であることを保証するために地域

の協力が必要であるが、容量市場の仕組みが完全に調和している必要はない。 

アデカシー確保の問題は、限界費用ゼロの出力変動電源の大量導入により、より顕在化し

ていく。容量市場は多くの競争市場において導入されている。 も信頼度を高め、 低の

コストにより、市場と親和性の高い方法で容量市場を導入する方法について理解を深め

ることが重要である。 
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第 6 章 デマンドレスポンス 

概要 

 デマンドレスポンスは電力システムが厳しい状態の時に需要を減少させ、ま

た、低炭素資源がより豊富な時に電力消費のタイミングを調整することによ

り、電力システムの脱炭素化における役割を果す87。 

 大口の消費者はすでに卸電力市場に直接参加して価格に応答している。彼ら

は事前に予想される消費電力分を調達し、短期市場での再販により価格変動

へ応じている。 

 これらに加えて、スマートメーターと自動化技術の進歩は小規模な消費者の

価格感応性を高めている。クリティカルピークプライシング（CPP）などの

価格を変動させる（ダイナミックプライシング）という選択肢はこれらの潜

在力を活用するための直接的な方法である。 

 しかし、今日まで、卸電力市場への参加からの収入は、デマンドレスポンス

を開発するために必要な設備投資の固定費に見合うには額が不足するととも

に予見可能性も低い状態であった。 

 別の選択肢は、電源としてデマンドレスポンスを扱い、卸電力市場において

「給電する」ことである。米国の地域送電機関の PJM のように、デマンドレ

スポンスのアグリゲータによる容量市場への直接参加はいくつかの市場にお

けるデマンドレスポンスを促進させるために有効であった。 

 しかし、デマンドレスポンスを発電として扱うことは複雑な市場ルールを必

要とするが、これはデマンドレスポンスが評価されるべき対象の消費のベー

スラインを定義する必要性のためである。デマンドレスポンスに対する報酬

の適切なレベルを定義することは難しく、多くの議論が行われている。 

 後に、消費者信頼感を守るためのデータの保護は、デマンドレスポンスの

大規模な展開のための追加的かつ重要な前提条件である。 

 

電力部門の変革を成功させる上で、電力システムへの新技術の統合は規制機関の主要な

課題であり、これは発電についてだけでなく、電力の消費方法を変更する新技術が含ま

れる。 

デマンドレスポンス88（Demand response: DR）プログラムは、電力消費者が価格シグナ

ルに応答して、またはインセンティブと引き換えに意識的に需要の時間を変え、あるい

は需要自体を低減する機会を提供する。現在まで DR は主に大規模な産業の領域であっ

た。しかし、今日では、新しいスマート家電や関連技術により、小口消費者（あるいは

消費者に代わって、エネルギー・サービス・プロバイダー）が電力需要を自ら管理する

ことを可能にしつつある。 

                                                                                 

87 訳注：基本はこの通りであるが、本書の範囲ではこれを 30 分平均の同時同量を想定した内容に

とどまっている。しかし、デマンドレスポンスの便益は、様々な時間領域の需給バランスに

貢献するところにあることに、注意が必要である。 
88 訳注：需要を管理するという広い意味で、Demand response と同義、あるいは関連する用語とし

て Demand side management がある。米国の規制環境下で始まった Integrated Resource Planning
で使われている。 



電力市場のリパワリング 第 6 章 デマンドレスポンス 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  

 

Page | 165 

多くのスマートな技術がすでに存在するが、次の四つの主要な課題が残っている：まず、

消費者の参加を得る必要性、多くの市場におけるこれを支援する規制の枠組みの欠如、

実現への大きな制約となるプライバシーやサイバーセキュリティ問題に対応するための

DR 制度設計、そして、電力市場の再構築において断片化された多数の利害関係者の参

加による更なる複雑化への対応である。 

本章では、まず第 6.1 節で脱炭素化に向けた DR 開発の可能性とその便益について議論

し、次に第 6.2 節で需要側あるいは発電側としての電力市場への需要の参加に着目し、

後に第 6.3 節で、ダイナミックプライシングなどの価格ベースの DR が今後どのよう

に開発されるかについて述べる。 

6.1. デマンドレスポンスの便益 

DR は、システムの状態に応じて負荷を調整する機会とみなされる。風力発電、太陽光発

電(PV)の出力が少ない時には需要を低減し、逆に出力が豊富である場合には需要を増加

させることができる。この需要側の柔軟性は、将来の電力システムの脱炭素化ための重

要課題であり、出力が変動する電源の大規模な統合を促進する。 

将来のゲームチェンジャー 

スマートグリッドなどの新しい技術の開発のおかげで、今日の消費者は、自動プログラ

ミングとエネルギー管理システムにより、消費パターンを変える可能性を持っている。

DR は新しい概念ではないが、私たちの社会へ到達するその継続的な構造変化は、経済協

力開発機構（OECD）諸国の経済活動における産業の占有率の減少など、DR の従来型の

資源の役割を低下させる傾向にある。幸いなことに、電力需要側の変化、新しい計量技

術の展開、ビハインド・ザ・メーター(Behind the meter)での発電の展開は、DR の大規模

展開のための新しく、かつ、好ましい状況を作り出す。 

図 6.1  EU の 2050 年における DR の供給曲線モデル 
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DR の可能性は、一般的には、ピーク需要の約 15%に上る。この容量は、DR の持続時間

と頻度についての市場プロダクトの定義によるが、国際エネルギー機関（IEA）は、欧州

連合(EU)において 2050 年までに 150 GW を超える可能性があると評価した（図 6.1）。

DR は、消費の規模に比例した影響により、四段階の明確なレベルで展開される。 
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 産業部門：大規模工場では、エネルギーコストを減少させるために電力価格に合

わせて生産プロセスを調整する柔軟性を持つ 

 業務部門：一般的に自動化された技術により、エネルギーコストの低減のために、

空調や照明システムを管理する 

 家庭部門：革新的な商用サービス、例えばスマート家電を介して、消費者の日常

生活への影響を 小限としつつエネルギーを節約する 

 運輸部門：EV の展開 

「電力の消費者は一般的に電力価格に応じて、自らの消費パターンを変更しない」とい

うこれまでの事実は、常に電力市場設計の課題となっており、近年まで、適切な物理的

または市場インフラが、この種の DR を活用のために導入されることはなかった。しかし、

現在、経済全体での情報通信技術（ICT）の加速的な普及は電力需要を再編成しつつあり、

スマートメーター、スマート家電、エネルギー管理ソフトウェアの発展は、電力消費の

タイミングの 適化に必要となる取引費用を低下させつつある。 

DR は、図 6.2 に示すように、様々な目的で使用可能であり、多様な次元で負荷の柔軟性

を高めることができる。 

 ピークシェービング：厳しい需給条件の期間中にピーク消費量を削減し、発電と

電力システムにおける供給容量の必要性、ひいてはピーク発電資産への投資の必

要性を低減する 

 ボトムアップ：風力発電または PV から十分に出力を得られる時間帯において、

消費の増加またはこの時間帯への消費のシフト 

 出力変化速度緩和：システムの制約が低い時間帯から負荷を移動し、供給力の急

速な変化のニーズを緩和する89。 

図 6.2  再生可能エネルギー(RE)の高い導入率における DR の様々な役割(シミュレーション) 
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今後、DR 技術は電力市場における「ゲームチェンジャー」となり、また、第 4 章で述べ

たアデカシーの課題の解決策となる。消費者が価格に応答することに関心を持ち、それ

に実際に応答できる場合には、電力市場は消費者が電力消費に置く価値を反映する透明

性を持つ必要があり、この場合には、市場は常に供給と需要をバランスさせることが可

                                                                                 

89  訳注：再生可能エネルギー発電の事前の抑制も有効である。 
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能である。原理的には、このような柔軟性により、電力の価格の大きな変動を減らし、

ガスなどと同様のコモディティに近づくことができる。 

後に、発電はさらに分散型が増加するため、DR も発展する。消費者のビハインド・

ザ・メーターでの発電への投資に伴い、系統事故の発生や電力の市場価格の高騰時には

バックアップ発電を使用する機会が増える。エネルギー管理システムは、卸売価格、送

配電網費用、分散エネルギー貯蔵とバックアップ発電機の燃料費に対応して、電力網の

需要を 適化する。これは電源のメリットオーダーと電力網からの電力の安定供給に対

して消費者が認める価値を変化させる。 

送配電網への効果 

電力網の視点からは、DR 技術はシステムのセキュリティを向上し、送配電網のストレス

状態の解決に貢献し、結果として供給信頼度に貢献する。送電網運用者（TSO）は、周波

数の安定と発電電力と需要の適切な均衡を確保するためのバランシング目的で DR を用い

ることができる。配電網運用者（DSO）は、能動的な消費者と TSO と発電事業者との間

の情報の流れの管理に責任を持つようになる。 

目標とする DR プログラムも、系統混雑に対処するための送電網の容量の増強投資の代替

となる可能性がある。英国の場合、送配電網の強化のコストは、EV やヒートポンプ式暖

房の 100%の普及と組み合わせた 適な DR を備えたシステムにおいて、約 3 分の 1 にな

ると推定されている（Strbac G., 2008）。送配電網投資への DR の便益は託送料金（第 9
章参照）に反映される。 

デマンドレスポンス資源としてのエネルギー貯蔵 

電力システムの視点からは、エネルギー貯蔵は需要のシフトと同様の働きを持つ。エネ

ルギー貯蔵技術には蓄電と蓄熱の二つの種類があり（IEA, 2014）、さらに貯蔵時間別に

短期、長期、さらには分散型蓄電池に分類することができる。 

電力供給を制御するために、電力を数時間もしくは数週間にわたり貯蔵できる長期の応

用に 大の価値がある。また、季節間の貯蔵に適用できる技術は非常に限られている。

この目的のために使用できる代表的な技術は揚水発電（PSH）であり、これは今日、 も

成熟し広く用いられている選択肢である。IEA の 2014 年の推定によれば、電力貯蔵容量

の 99%が PSH であり、全世界で少なくとも 140 GW の PSH が送電網に接続されている。

圧縮空気エネルギー貯蔵も過去において米国と欧州で成功裏に使用されてきたが、その

規模は小さい。 

後に、蓄電池などの他の貯蔵技術が、電力を貯蔵し必要なときに利用できるようにす

る新たな機会を提供し始めている。蓄電技術は、エネルギー密度から、安全性、リサイ

クル性、蓄電池の系統接続やその他の問題に至る一連の課題に苦しんできた。蓄電技術

は、ごく 近になって大規模に展開され始めているが、それらの使用法は風力発電や

PV などの出力が変動する再生可能エネルギーの展開とますます関連を強めている。例

えば、風力発電機の新しいモデルでは、短期貯蔵ができる蓄電池システムを含む。従来

のシステムでは風力発電所規模での電池貯蔵であったのに対し、この新技術では、風力

発電機システム自体に蓄電池が統合されている。そして、ソフトウェアアプリケーショ

ンにより、発電事業者と風力発電機がリアルタイムでデータにアクセスすることで短時

間先の出力の予測が可能になる。 

しかし、比較的高い設備費と、それに対する信頼性の高いコスト回収メカニズムを導入

する必要があるなど、エネルギー貯蔵技術の大規模な展開には課題が多い（Think, 
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2012）。これは電力市場の設計に影響を与える。エネルギー貯蔵が供給のアデカシーか

ら電力システムの安定性など複数の目的を果たすことができるよう、規制の枠組みは、

発電機および/または負荷など、貯蔵資産の明確な分類を提供することが求められる。

これらが明らかになることで、電力部門のアンバンドリングという背景における、託送

料金の適格性や貯蔵設備の所有形態などの一定の技術的および経済的な問題が緩和され

る（Strbac, 2008）。 

省エネルギーと炭素排出削減 

DR と省エネルギー率は相互に関係するが、 終的な目標は異なる。DR は、主として価

格やインセンティブのシグナルによって電力需要をシフトするのが主目的であるが、省

エネルギーは、エネルギーの使用効用の 大化である。したがって、関連する技術は異

なる目的に役立つが、その使用と規制の観点からは互換性があると考えられる。 

DR 技術は、また、ガス火力発電や石炭火力発電に依存する時間帯から、より多くの再生

可能エネルギーや低炭素排出の電源が利用できる時間帯に、エネルギー需要を切り替え

ることにより、CO2 排出量削減への貢献を通じて環境上の便益を提供することができる。

例えば、亜臨界石炭火力発電所 1,000 MW の発電を原子力発電に振り替えることで、CO2

排出量を 71,000 トン回避でき、これは 19 US ドル/MWh の節約に相当する90。このような

便益は、意味のある炭素価格のより広い文脈で理解することが必要である。 

自動化と複数エネルギー部門のカップリング 

DR の大規模な展開には、新たなエネルギー管理技術の一部としての自動化手法の開発が

必要になり、これらは供給契約に埋め込まれた価格シグナルに結び付けられる。例えば、

消費の自動削減には、TSO またはアグリゲータによって送信される事前に定義されたシグ

ナルを使うことができる。ここでの主要な技術としては、このようなエネルギー出力の微

妙な変化を可能にするオンサイト発電、給湯、デジタル制御のサーモスタット、自動照明

システム、および製造プロセスと、遠隔制御ポンプなどのビル管理ソリューションが挙げ

られる（図 6.3）。これらの調整技術は、商業センターや大規模な製造現場では特にサイ

ト別に重要な意義があるが、家庭部門に関しては個々の日常生活には非常に限定的な影響

しか与えず、集約したレベルでの意義はより大きくなる。 

従来のシステムでは、計画に基づいて、例えば決められた日付の利用者データを収集して

いるが、新しいスマートメーターは、毎時のデータを収集することができ、これは驚異的

な変化となる（Cukier, 2015）。DR、スマートグリッド技術の大規模展開は必然的に収集

データの粒度の向上やデータの収集の増大につながる。主要な課題は、そのような技術の

効率を 大化するように、これらのデータを適切に収集し処理することである。「ビッグ

データ」は現在の市場ニーズと消費者行動のよりよい評価のための適切な分析ソフトウェ

アの開発を必要とする。データ管理により、地元電源の特性やその配電網への影響を特定

することで、分散型発電の統合を支援することとなる。 

                                                                                 

90 炭素価格 22 US ドル/t-CO2の想定で、1,000 MW の亜臨界石炭火力発電を原子力発電で 800 時間

代替することで、71 万トンの CO2を削減できる。 
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図 6.3 PJM(2014/15 年)における DR 資源 
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注：HVAC=暖房、換気、空調； 500,000 件の平均顧客基盤を持つ米国の中規模な電力会社。 

Source: PJM, 2015. 

 
ビッグデータの管理には、計量システムの導入が必要である一方、大量のデータを管理

し、利用者にとって妥当かつ有用な情報を抽出することができる他の専用ソフトウェア

を必要とする。この種のソフトウェアは電力会社ではなく専門の会社によって開発され、

脱炭素化電力システムの管理に新たなプレーヤーが登場する。 

プライバシーとサイバーセキュリティ 

安定した送電と消費者データの保護は、DR、特にスマートグリッドシステムの幅広い展

開の重要な前提条件であり、これらが効果的に機能するためには、スマートメーターと

DR は、 終エネルギー消費に関する非常に粒度の高い情報を利用できる必要があり、こ

の情報は事業者、法執行機関そして悪意のある人々が関心を持つ可能性がある。したが

って、これらのデータの 大限の保護を保証することは規制機関の優先して実施すべき

事項である。DR データは、発電事業者、電力会社、 終消費者、DSO そしておそらく

TSO の間で取り扱われる。この関係が適切に機能するように、 終消費者はその電力消

費に関するデータの開示に同意する必要があり、同様に、DSO と TSO は送配電網容量お

よび電力供給と発電に関する費用についての発電設備のデータを開示する必要がある。 

以下の個人データの誤用の二つのリスクの可能性は、消費者からの信頼に影響を与える。 

 悪意のある、または悪意のない、送配電網攻撃 

 機器の故障や利用者/管理者のエラーなど、悪意のないサイバーセキュリティ事故 

現在、サイバーセキュリティ事故の大半は悪意に基づかないもので、ハリケーン、竜巻、

洪水、太陽活動などの自然現象から生じるものである。原因にかかわらず、悪影響は多

くの場合、同じであり、リスク評価手法の開発が重要である。 

消費者が「オプトイン」するか、詳細な情報を提供した上で初期設定の選択肢から「オ

プトアウト」できることにより、消費者が情報を共有することに同意するための明確な

道筋の確立が必須である。所有者が自分のデータを公開するための秘匿性のレベルに同

意した後は、規制機関が侵害に対処するためのルールを策定し、適切な規制機関を指定

する必要がある（CEER, 2012）。欧州の一部の国では、スマートグリッドの場合には独立

したプラットフォームの設立を選択している一方、他の国では DSO にこの権限を委ねて

いる。 
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6.2. 電力市場への需要の参加 

電力消費者は各種のメカニズムに従って、電力価格の変動に応答できる(Hogan, 2010)。 

 ダイナミックプライシングにより、 終消費者が積極的に価格に対してその消費

量を調整する。 

 明確な契約により、消費者が一定量の電力を購入し、（消費しない）余剰分を再

販売する。 

 「帰属（imputed）DR」により、ベースラインに基づき個人の消費量が推定され、

そのベースラインに基づき計算された DR が発電資源として市場に参加する。 

初の二つの形式は、消費者が消費のために限界価格の支払いに同意するものとし、電

力価格への応答（図 6.4、左欄）に対応している。これらの手法は直接的であるが、それ

らは再構築された電力市場での発展に時間がかかり、その結果は様々である。 

このため、市場設計者は DR を発電資源（図 6.4、右欄）として取り扱うような第三の選

択肢を考慮するようになった。これはまた、供給不足とリアルタイムでの制約が短期的

な市場価格に適切に織り込まれていない場合（第 3 章と第 4 章を参照）、またはダイナ

ミックプライシングを実現するための物理的および市場インフラがない、あるいは開発

中である場合、特に必要となる可能性がある。これらの場合、多様なエネルギー資源を

利用可能とするために、DR の要件を含めて市場設計を更新する必要がある。 

この DR を発電として取り扱うという手法は、DR の発展を促進するために、すでにいく

つかの市場で実施されている。しかしながら、市場設計全体はかなり複雑になる。 

図 6.4 DR の手法 

 

 

卸エネルギー市場への参加 

DR を開発する直接的な方法は、顧客を負荷として電力市場へ参加できるようにし、リア

ルタイムかつ動的（ダイナミック）な電力価格に反応できるようにすることである。 

これは大規模な産業消費者のための事例である。実際には、彼らは先渡市場で事前に予

想される消費電力を調達し、短期市場に転売することによって卸売価格の変化に対応す

ることができる。前日または当日の市場価格が非常に高い場合、消費者はそれを消費せ

ず、この電力を再販売する。消費者は実際に計量された電力に基づいて支払いを行う。 

小口の消費者にとって、卸電力市場への直接参加は通常できず、この役割は、卸電力市

場に参加していない多くの消費者の負荷を集約する電力小売事業者に与えられる。彼ら
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の消費者の一定割合が価格に応答する場合、これらの消費者によって消費されない電力

を小売事業者は卸電力市場に再販売することができる。 

小売事業者は、このようなリアルタイムの価格、CPP やピークタイムリベート（次節参

照）などの多様な契約の約定を提供することで、価格に反応する消費者の基盤を開発す

ることができる。消費者がスマートメーターを有する場合、小売事業者は消費者が実際

に反応したことを確かめる責任があり、そうでない場合は、彼らはインバランスの対象

になり、彼らの消費者の合計負荷に基づいて支払いの義務が生ずる91。繰返して言うが、

消費者はスマートメーターにより実際に計量された電気に基づいて料金を請求される。 

ボックス 6.1 フランスにおける DR  

 

消費者が積極的にこのような制度へ参加するために、DR を十分に魅力的にするための課

題はその報酬である。卸電力市場価格は消費者が負荷を削減するための十分な補償の代

わりとなっていない可能性があり、これは消費されないエネルギーの単位量の購入の正

当化に対し市場価格が十分に高くないためである。その結果、卸売電力市場への参加に

よる収入は、DR を開発するために必要な計量や他のスマートデバイスおよび/または自

家発電機への投資に伴う（固定）費用を賄うために十分なものではなかった。 

容量市場への参加 

容量市場は電力市場より DR の発展に有効であった。第 5 章で議論したように、容量メカ

ニズムは 小のコストでピーク需要を満たすために利用できる十分な資源を確保するた

                                                                                 

91 スマートメーターなしでは、消費者の消費特性は平均的に計算され、小売事業者は、消費者が

電気料金に反応したかどうかを知ることはできない。 

フランスは時間帯別とダイナミックな電力料金の実施におけるフロントランナーである。

1960 年代、国営電力会社である EDF はすでに時間別（昼/夜、季節）に差をつけた電気料金

を提案していた。EJP（effacement jour de pointe）料金は CPP の一形態であり、2000 年におい

て 6 GW の DR 容量を開発した。年月が経過し、電力市場の自由化によりこれらの料金の利

用可能性が下がり、その後に容量は 3 GW まで低下した。 

フランスでは、DR は容量、kWh、バランシング市場に参加できる。 

フランスでは、まず DR 運用者は 2003 年に業務および産業市場に参入し、家庭市場へは

2007 年に参入した。DR 運用者は金銭的な対価により消費者へ電力需要を管理する能力を提

供した。フランス TSO である RTE は、エネルギーとバランシング市場を DR に開いたが、参

加要件が 10 MW であり、家庭や中小規模の企業の直接参加は自動的に除かれることとなっ

た。 

議論中の問題は、システムにおける新しいアグリゲータにより契約された負荷シフトの報酬

に関するものである。これに向けてフランスでは 2012 年に新しい NEBEF (notifications 
d’echange de blocs d’effacement)と呼ばれる規則を導入し、RTE を、負荷シフトを入札し、提

供する唯一の仲介者とした。このシステムの導入時、消費されない電力のために設定した価

格は発電に使用される供給源と比べて特に魅力的ではなかった。 

2015 年 1 月のフランスにおける容量報酬メカニズムの導入により、DR は完全に市場参加の

有資格者になり、規制されたインセンティブメカニズムが廃止される。アグリゲータが参加

し容量メカニズムにより報酬を受けることになる。さらに、支援メカニズムが導入され、ア

グリゲータが規制電力料金によって金銭的な便益を受けることができるようになった。 
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めに開発されてきた。容量市場では、DR の唯一の重要な役割は、負荷削減によるシステ

ムのアデカシーへの貢献である。 

エネルギー小売事業者は、ダイナミックプライシングを開発することによって、彼らが

支払いの対象となる容量必要量を低減できる。kWh 市場への参加に加えて、小売事業者

はまた、消費者の価格への反応の基盤を開発することにより、その消費者の集約された

ポートフォリオのピーク需要を減らすことができる。ダイナミックプライシングには、

卸 kWh 価格に加え、小売事業者が容量に対して支払う価格も反映させる。DR は小売事

業者や地域供給事業者が容量市場で契約する義務を負う容量を低減することができる。 

しかし、 も効果的な解決策は DR アグリゲータの容量市場への直接参加であり、これに

より、DR に必要な先行投資の資金調達に必要となる予測可能な収入源が創出された。こ

の手法では、資源と等しい水準で DR の可能性を 大限に受け入れる方法で容量報酬メカ

ニズムを設計することができる。 

DR が容量市場に効果的に参加を許可するためには、多くの条件に適合させる必要がある。 

第一に、利用可能な DR プロダクトの明確な定義に加え、システム運用者とアグリゲータ

と消費者の間の契約内容に関する完全な透明性が必要である。同様のサービスを提供す

るために歴史的に使用されてきた多くの需給調整契約も包含する必要がある。 

第二に、容量報酬メカニズムは、大規模な企業や家庭の消費者かにかかわらず、消費者

の初期投資を正当化する十分に高い予見可能な経済インセンティブを提供する場合にの

み、DR 資源の開発を促進することができる。 

第三に、DR の価値は、それが大規模な産業や家庭の顧客からのものかどうかに直接依存

することなしに、卸電力市場における様々な顧客クラスの参加を、同一のルールの下で

活性化することはできない。アグリゲータは DR 参加者を組織し、市場での収入を再分配

する運用者として、ここで重要な役割を果たす。市場ルールはアグリゲータの役割、責

任と義務と、それらがどのように DR 参加に影響するかを明確に定義する必要がある。 

米国では、容量市場への DR の参加は、2007 年以来の PJM だけでなく、2010 年 6 月以来

の先渡容量市場の下での ISO ニューイングランド（ISO-NE）92、四種類のプログラムの下

でのニューヨーク ISO（NYISO）で実施されている93。 

PJM の場合には、容量メカニズムの導入は DR の展開を強力に推進することが証明された。

容量市場は、PJM 信頼度価格モデル（reliability pricing model: RPM）の下で定義されるよ

                                                                                 

92 2010 年 6 月から、ISO-NE は先物容量市場に DR を統合した。ISO-NE は、能動的 DR 資源（ISO-NE
からの指令後 30 分で応答するリアルタイム DR）と受動的 DR 資源（夏ピークや季節ピークに

対する資源）を区別している。2017 年 6 月には、能動的 DR 資源は電力市場にも参加するに相

応しいものとなるだろう。2012 年からの移行期間では、参加者は前日の地点別限界価格に対

して負荷の低減を提供することができる。受動的 DR は、ISO-NE における電力市場への参加に

は向かない。 
93 NYISO では、（ICAP 特殊ケース資源や緊急 DR プログラムと呼ばれるプログラムにおいて）発電

の不足により供給信頼度が損なわれる可能性がある場合、DR は緊急資源として適格である。

この場合、大口の消費者が自主的にその消費電力の低減を約束し、NYISO から（プログラムに

より負荷カットの前あるいは後に）対価を受ける。DR は、前日 DR プログラムにも適格とさ

れ、負荷の低減が「ネガワット」とみなされ、報酬は市場決済価格に固定される。 後に、

DR はアンシラリーサービス市場のプロダクトとなり、消費者は、リアルタイムの市場にその

負荷の削減容量を入札し、運転予備力と周波数制御サービスに追加の資源を提供する。この

場合、スケジュールに入ったオファーは、このサービスの市場決済価格による支払を受ける。 
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うに、電力システムの発電設備やインフラへの投資に確実性と可視性を提供するよう、

卸電力価格と同時に長期的な投資シグナルを導入する目的で、2007 年に PJM によって導

入された。信頼度価格モデルは、三年先の容量約束に基づく先渡市場である。 

過去数年間、PJM における DR の展開により、システムのピーク負荷の 6%をカバーする

規模に達した。これは 100 万以上の 終消費者に対応する規模である。PJM における容

量市場への DR の参加は、「経済的」と「緊急」という二つの分類（表 6.1）で発動され

る。どの消費者も、状況に応じて、いずれかまたは両方の分類に参加することができる。 

表 6.1 PJM の DR 制度の概要 

 

 緊急負荷反応プログラム 経済負荷反応 

プログラム 

市場 容量のみ市場 容量とエネルギー市場 kWh のみ市場 kWh のみ市場 

容量市場 
DR は信頼度価格モデ

ルで決済 
同左 

信頼度価格モデルに

含まれない 
同左 

給電要件 義務的な出力抑制 同左 任意の出力抑制 負荷配分出力抑制 

ペナルティ 
DR イベントまたは 

テストコンプライア

ンスペナルティ 
同左 NA NA 

容量支払 
DR 決済価格に基づく

容量支払 
同左 NA NA 

エネルギー支払 エネルギー支払なし 

小給電価格と LMP の

高い方に基づいたエネ

ルギー支払 

PJM の「緊急イベント義

務的出力抑制」宣言時は

エネルギー支払 

同左 

完全 LMP に基づくエ

ネルギー支払 

負荷配分出力抑制の

場合は時間に対する

エネルギー支払 

注: LMP = 地点別限界価格（locational marginal price）; NA = 該当なし。 

Source: Monitoring Analytics, 2014. 

 
しかし、緊急 DR は発電容量、送電線の増強、省エネルギーと並び、PJM の容量市場を明

確にするはるかに有力なプロダクトである。このプロダクトは、例えば、送配電網シス

テム運用者がシステムの容量や信頼性の観点で緊急事態を宣言すると発動される。一般

的に、定義された期間（一年）にわたり、負荷遮断は制限された回数（契約上年間 大

10 回）まで発動され、5 月から 9 月までの休日でない平日に 大六時間の継続が可能で

ある。2012/13 の契約年については、合計 8 GW の DR はほぼすべての区分（家庭、商業、

工業、政府、教育、産業）で発動され、これは、この期間中の PJM の 大需要の 5%相当

であった。 

緊急 DR の主たる目的は、電力供給の信頼度を確保するために、送配電系統の負荷を軽減

することである。この方式は、実施できない場合には顧客にペナルティを与える義務的

な約束と考えられる。PJM は 終的な電力の消費者との直接の関係を持っておらず、そ

の接点を、「負荷削減サービスプロバイダー（アグリゲータ）」が担い、顧客の DR の機

会を特定し、必要な機器やプロセスを設ける責任を負う。 
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PJM における他の二種の DR プログラムは容量の支払いを受けていない（表 6.1）。緊急

DR はまた、自発的に行うことができるが、この場合には容量市場に基づいた対価は設定

されていない。 

経済負荷反応プログラムは卸電力市場への経済的目的のために発動されるプロダクトで

ある。消費者が卸売価格に応じて一定の時間幅の間でその負荷を自発的に軽減する。こ

のプログラムの場合には、DR は発電資源と直接競合する。この枠組みでは、DR は前日

計画予備力、瞬動予備力、周波数調整など異なる形の下で卸電力市場に対しアンシラリ

ーサービスを提供することができる。 

信頼度価格モデルの導入は PJM における DR 展開の鍵となっている。図 6.5 に示すように、

PJM での DR の収入の大部分は容量メカニズムから得られる。 

図 6.5 PJM の 2008 年-2014 年における DR の収入 
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2014 年 5 月には、コロンビア特別区上訴審連邦裁判所は、連邦エネルギー規制委員会

(FERC: Federal Energy Regulatory Commission)の DR に関する Order 745 に対し、「FERC は、

DR プロバイダーのための州規模の支払いルールを強制する権限を持っていない」との意

見を述べた。 高裁がその判決を覆したが、これは様々な形態の規制の違いを避けるため

に、DR 導入の前に明確なルールと責任を設定することの重要性を示している94。裁判所は

また、DR 資源に PJM およびその他の地域送電機関 RTO が市場決済価格（地点別限界価格

全額）で支払うべきという報酬ルールを批判した。 

                                                                                 

94 PJM は、2015 年 5 月に開催された「ベース残留オークション(Base Residual Auction)」で、負荷供

給事業者（LSP: Load Serving Entities）と他の負荷削減サービスプロバイダー（CSP: Curtailment 
Service Provider）に、オークションに需要側の削減を入札し、それによって、PJM が必要とする

容量資源の量を削減することでこの状況に対処した。この PJM により提案されたいわゆる「一

時しのぎ」の対応策は、負荷供給事業者からの DR 入札がまだ PJM 容量市場で可能という事実

に基づいているが、需要側の提案にとどまるため、容量資源として扱われないと考えられる。

そのため、確保される容量に対する報酬は、卸売市場から直接もたらされるものではない。そ

の代わり、州のプログラムやその他の金融インセンティブプログラムからもたらされるように

回避費用および債務から直接的に経済性やインセンティブがもたらされる。言い換えれば、

「DR による削減が電力市場で実行を求められた場合、電力市場から追加の支払いを受けられな

いが、需要減によるエネルギー費用を回避することができる」（PJM, 「PJM 卸売市場における

DR の進化」 p.6）。執筆時点では、PJM は、 高裁の判決に応答していない。 
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ボックス 6.2 ベルギーにおける DR に対する対等な市場  

近年の原子力発電所の事故停止とその原子力発電の長期の段階的廃止が原因で、ベルギー

は 2014/15 の冬期に電力供給不足のリスクを経験した。推定不足量は約 1.2 GW の冬季ピー

ク容量の不足であった。その結果、ベルギーの規制機関は、発電と DR（DR からは 50 MW
の 小値の契約要件）を対象に戦略的予備力を採用した。入札の結果、TSO は、850 MW
の容量を契約し、うち 100 MW は DR で、これは大企業を含め 50 のベルギー企業と連携し

たアグリゲータによるものであった。ベルギーにおける現下の供給不足のリスクは、今後

の冬にも継続するとされ、それが原子力の段階的廃止の計画の改定と市場設計の見直しに

ついての議論を引き起こしている。 

バランシングおよびアンシラリーサービス市場への参加 

DR はまた、電力市場が非常に短期的に直面し、通常、バランシングならびにアンシラ

リーサービス市場で扱われる需給の不均衡に対する解決策でもある。バランシング市場

は、主として予期せぬ電力需要の変化、あるいは、発電設備や送電線の故障を主な原因

とする需給バランスの短期的で一時的な変化に、特に市場終了後に対処するものである。

アンシラリーサービスとは、TSO がブラックスタート機能、瞬動予備力、無効電力、DR
を含む、様々なサービスから構成されるシステムのセキュリティを確保するために契約

する一定の範囲の機能である（ENTSO-E, 2015）。 

DR は一秒未満から数分の時間で反応する機器に依存している。通知時間の短縮、測定

の速度と精度が従来の DR とアンシラリーサービス市場の DR との違いである

（MacDonald et al., 2010）。 

DR は四つの主な種類のプロダクトに依存する全てのアンシラリーサービスの市場に参

加することができる。 

 周波数制御：系統運用者のエネルギー管理システムからの信号を受け、自動発電

制御による供給と需要の瞬間的なバランスを介したシステム周波数の制御。例え

ば、産業における水電解設備はすでにこの種のサービスを提供している。 

 瞬動予備力：発電容量における空き容量の部分で、システムに接続され、10 分以

内に出力を増やすことができるもの。 

 非同期予備力：発動後 10 分以内に提供することができる予備力。 

 待機予備力：発動後 30 分以内に提供できる予備力。 

しかし、DR の全ての形態が信頼性の高いアンシラリーサービスを提供することができ

るわけではなく、これは応答時間、継続時間および需要増が期待できるかなどの設定要

件による（RAP, 2013）。 

DR がアンシラリーサービス市場に参加して価値を提供する唯一の現実的な解決策は、

この資源を発電資産として取り扱い、給電することである（図 6.4）。実際に非常に短

い通知時間（数分または数秒）と測定に必要な速度と精度を仮定すると、リアルタイム

価格へ応答する可能性を想定することは困難である。市場設計においては、DR の金銭

的対価と市場規模など一連の要素に慎重に対処する必要がある。 

需給調整のためのアンシラリーサービスとして DR を提供する新規参入が対価があると

判断できるほど DR の市場価格は十分に高くなければならない。これに関して、市場ル

ールがバランシング市場およびアンシラリーサービス市場への参加において DR のアグ

リゲーションを許容する（必ずしも必要とは限らないが）場合、他の資源との比較に十

分耐える DR の規模を増加させるために役立つ事例がみられる。同じ解釈で、(RTO が
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DR 可能量を評価するための)リアルタイム計量の一定の要件は、DR 運用者の費用を少な

からず増加し、多数の小規模需要によるビジネスモデルのアンシラリーサービス市場へ

の参入を妨げる可能性がある。 

導入の課題 

DR アグリゲータの役割 

小規模顧客と家庭部門の参加を含む DR の大規模な開発は新しいサービス形態を必要と

し、これは多くの個々の DR 機会を合計し、それを卸電力市場へ提供可能であるような

プロダクトへ統合することになる。アグリゲータは電力会社と利用者の間の仲介役とし

て機能し、利用可能な発電を使ってリアルタイムの電力需要の 適化を支援することが

できる。 

したがって、消費者との契約による合意に基づき、 終的な利用者による直接的な行動

なしに、アグリゲータは特定の装置のスイッチを部分的にオンあるいはオフできる。こ

れにより、アグリゲータは、 終的なエネルギー消費者がリアルタイムの価格に対応す

る複雑な負担のない DR の利用を提供する。こうして、アグリゲータは電力システムの柔

軟性増加の鍵となることができる。 

しかし、アグリゲータは発電機や消費者とは異なり、配電網への物理的な接続ポイント

を持っておらず、その電力市場への参加は送配電網情報ネットワークへのアクセス、デ

ータ管理とリアルタイムの計量に基づく。これは市場の適応と送配電網へのアクセス規

則を必要とする。これらのルールへの適応は取引費用を削減するものである必要があり、

通常 DR に特有である。 

また、アグリゲータは提供者から利用者への大きなデータの流れにアクセスし、管理し

ければならない。これには、一方で電力システムが適切なデータ管理ソフトウェアを装

備し、他方ではデータのプライバシーが確保されていることが含まれる。 

ベースラインの設定 

DR を発電資源と考える場合、その発動に対する対価は消費されないエネルギーの量に

基づいて計算する必要がある。この計算には、DR が発動されていなかった場合に消費

されていたはずの電力に対応するベースラインの決定が必要である。 

ベースラインは全ての市場において以下を行うための鍵となる。 

 DR の潜在的な能力の決定 

 実施された DR の事後の性能評価 

いくつかのベースラインの計算方法が実施あるいは試験されている（図 6.6）。様々な

数十の方法を定義することはできるが、 も一般的で単純な方法は、実際の計量データ

との比較に基づくものである。回避された消費エネルギーは直前または直後の計量され

た消費に基づいて推定される。更なる可能性は類似した利用者グループの実際の消費、

あるいは類似した消費条件（季節、温度、平日 対 週末など）の下での年間の別の時期の

同じグループの消費を使用することである。また、消費を宣言するというのも一つの方

法である。 

いくつかの方法で DR の比較的正確な統計的推定ができるが、通常は大量のデータを必

要とし、複雑な実施方法を必要とする。逆に、他の方法（例えば、前後の時間帯の消費

あるいは過去の消費に基づいて計算したベースライン）は実施が比較的簡単である。し

かし、その方法は実際の DR の過大あるいは過少評価につながり、このため消費者はベ
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ースラインを変化させるために、消費パターンを変化させる動機を持つ。Leautier
（Crampes and Leautier, 2015）が引用しているように、これはボルチモアの野球場の管

理者の場合として経験されており、DR の量とその結果としての報酬を大きくするため、

彼らは競技場の照明を昼間に点灯することにより、ベースラインの消費を人為的に増加

させた。 

実際に、これら各種の方法の選択では計算の精度、データの利用可能性、そして 後に

述べるが決して軽んじられない事項として、顧客に対する説明に必要な方法の単純さの

間でのトレードオフが残る。ベースラインを計算するための方法論の選択では、ゲーミ

ングや不正な行動のリスクを考慮することも重要である。DR プロバイダーと消費者と

の間では、ベースラインを過大評価する動機をそぐように契約上の合意における歩み寄

りも含まれる。 

図 6.6 ベースライン算定の手法例 

DR��の��：アグリゲートされた&'に)づく,-

��の!"��をqいた���0�で�lされるベースライン �¢の��で�lされるベースライン

£¤された��から�lされるベースライン

 
Source: Based on RTE, 2014. 

 
実際に行われる方法に応じて、システム運用者は DR が期待通りに応答しない場合がある

ことを認識する必要がある。アグリゲータは通常、DR 資源の大規模なポートフォリオを

管理することによって、この問題に対処する。統計的には、信頼度の高い集約された DR
が要求に応えられる確率を評価することができる。 

DR の報酬 

電力市場における発電資源としての DR の大規模な展開は、DR プロバイダーに支払われ

る金銭的対価の水準に依存する。 

DR のための完全に公平な水準を実現するためには、原理的には、基準点は卸市場価格で

なければならない。しかし、特に DR の初期段階では、この価格はこれらの技術の大規模

な導入に必要な投資とそれに関連する取引費用を完全には賄えない可能性がある。した

がって、規制機関およびシステム運用者への課題は、補助金により市場を歪めない DR へ

の報酬はいかにあるべきか？ということである。 

二重支払いの課題 

DR の不適切な展開が市場を歪ませる可能性としては、二重支払いや発電機の収入不足の

問題がある。 
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二重支払いの問題は、消費していない電力量に対して過剰に報酬を得られるかもしれな

いという考えに帰する。消費者が MWh あたりの固定の電気料金を支払い、この電力の

一部を DR としてピークの電力価格で再販する場合、消費者は、消費されなかったエネル

ギーに対する小売料金の節約と、他方ではこの消費されなかったエネルギーの市場での

再販から得られる更なる利益を二重に得ることになる。すなわち、支払いをしないエネ

ルギーを再販売することで、二つの方法で利益を得ることになる。 

このような場合、 終消費者が DR 目標によって意図しない行動をとる可能性がある。特

に、消費者は発電を低コストで利用できる可能性がありながら、ある利益を取るために

その消費を削減することがある。 

さらに、これは、 終消費者との契約上の合意に従って事前に定義された電力量を提供

することを約束した供給事業者の収入にも影響する。 

発電事業者への補償 

DR が外部運用者またはアグリゲータによって発動されると、供給会社が損失の発生を主

張することが実際にありうる。需要の予測に基づいて、発電事業者は予め規定された価

格で顧客に送る一定量の発電を行う。アグリゲータが DR を発動すると、その電力は 終

的な消費者に販売されず、もとのバランシングメカニズムに応じて、発電会社の需給は

不均衡になり、バランシング市場のコストが発生する。 

実際、消費者はアグリゲータにエネルギーを販売するが、そのためには自分の供給者か

らそのエネルギーを購入する必要がある。したがって、供給者は失われた収入のために

何らかの形で補償を必要とする。 

このため、DR アグリゲータが存在する市場では、電力を供給する発電事業者の公正な対

価を確保するために、市場ルールを明確にする必要がある。補償は限界価格に等しくす

べきではなく、それより低くすることで DR への過剰報酬を避けるべきである（Chao, 
2009）。 

6.3. ダイナミックプライシング 

ダイナミックプライシングは、小口の消費者からの DR を実現する直接的な方法である。

本節では、消費パターンの変化が電気料金に関係することについて、小売事業者が電力

の消費者へどのようなシグナルを提供するかについて述べる。このシグナルはフラット

料金制では提供されない。フラット料金は、限界発電コストと電力価格が大きく変動す

る脱炭素システムではあまり適しない。 

ダイナミックプライシング、または時間ベース価格（Time-based pricing）とは、卸市場

価格変動の少なくとも一部を 終消費者に転嫁する電力小売料金である。一つの例はリ

アルタイムプライシングで、ここでは卸電力価格が 終消費者に適用され、計量される

毎時の消費に基づいて支払い額が計算される。ダイナミックプライシングの背後の発想

は発電の限界価格の変動を価格に結び付ける概念を導入することである。定義により、

この変化は需要の変化、発電および電力貯蔵の費用に加えシステムのバランシングなど

一連の費用を内部化する（Joskow and Wolfram, 2012）。 

価格は顧客に優しいものであるべき 

従来の時間帯別（ToU: Time of use）料金では、風力発電や PV（の大量導入時）に特有の

卸電力価格の変動を十分反映することはできない。あらかじめ指定された時間帯別料金
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による価格設定では、出力の変動する再生可能エネルギーの導入率が高いシステムにお

いて、電力価格の動的な特性を反映することはできない。確かに、出力が変動する電源

からの電力生産の限界費用は非常に低く、卸売価格に影響を与え、その価格が数時間ゼ

ロとなるケースが発生する（第 3 章参照）。逆に、風力発電と PV の出力が低い時間帯で

は、負荷を満たすために従来電源により発電し、電力価格が高くなる。発電費用が低い

時に電力を使用し、あるいはその時間帯に需要を移動するよう、消費者を動機づけるた

めに、ダイナミックプライシングによるシグナルを送る必要がある。 

時間帯別料金においては、複数の電力価格が適用される固定的な時間帯が予め設定され

る。時間帯別料金の価格設定の古典的な例は、ピーク/オフピーク電気料金であり、夜の

料金が低くなる。この料金体系は、 終消費者の消費パターンに影響を与えることを目

指している。しかし、時間帯別料金の価格設定は、単純化され、季節間の価格差はうま

く反映されず、また、出力が変動する再生可能エネルギーが導入されたシステムには適

していない。風力発電および PV の出力は、卸電力市場における従来のピーク/オフピー

クの価格差を大きく変化させる。 

電力のリアルタイムの価格設定は、すでに複数の市場での既定の選択肢であるが、まだ

多くの場合、より小口の消費者へ導入するには複雑過ぎると考えられる。リアルタイム

料金は毎時変化する実際の卸売価格を消費者に適用することになる。これらの価格は一

日の各時間での発電費用をより正確に反映しており、この点で、この料金は 終消費者

へ価格シグナルを提供する も純粋な方法であり、 も送電網が混雑し発電費用が高い

時間帯での消費削減への動機づけとなる。リアルタイムの価格設定は、例えばスペイン

の小口の消費者のためのものなど、多くの市場で初期設定の料金メニュー（第 9 章参

照）がある。 

しかし実際には、供給者は通常、理解し、予想し易い CPP や別の形のダイナミックプラ

イシングなど、単純化された価格設定体系に依存している。消費者には、リアルタイム

の料金に晒されず、簡略化され理解し易い料金構造が提供されている。供給者間の競争

により、小売料金のさらなる差別化が行われることが期待されている。ある供給者は定

額を提供しても、他の供給者は多少とも工夫したダイナミックプライスを提供する可能

性はある。 

CPP は、卸売価格が一年のうちで も高い数日に、電力料金が極めて高くなるような

大料金を上げる特別な追加料金である。この特別料金により、電力会社はピーク需要の

時間帯にエネルギー消費量の削減を消費者に動機づけることができる。このような CPP
の発生は回数と期間で通常制限される。極端な気象状況によるピーク需要のリスクや、

またはエネルギー（コモディティ）価格の高いピーク予測に対応するように設計される。

二つの場合とも、CPP の間、消費者はより高いピーク料金が一定期間適用されることが

通知され、その消費量を低減する選択を勧められる。 

CPP 制度が行われる場合、消費者はその制度に同意するか、CPP が初期設定として適用さ

れる場合はそこから自発的に脱退することを求められる。どちらの場合でも、消費者は

プロジェクトの一部であり、CPP 料金の適用が数時間前に通知される。この方式は自動

DR 技術が備わった家庭分野において特に重要である。 

図 6.7 は、米国ミシガン州の DTE Energy の顧客に適用される電気料金を表す。ダイナミ

ックプライスは消費者からの反応を引き出すために、通常料金よりも 10 倍以上高いこと

が必要である。（これは 1,000 US ドル/MWh の料金を意味する。）ピーク料金は一定、

あるいはピークにより変わることもあり、卸売価格の変動を反映し、その結果として変

動ピーク料金として働く。 
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図 6.7 DTE Energy における平日の電気料金 
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Source: IEA, DTE Energy website, accessed 2015. 

 
需要ピーク時のリベート料金は CPP の変化形である。この小売料金構造では、ピーク時

の負荷低減に対し消費者への報酬の可能性が提供される。たとえば、図 6.8 はコロラド州

の Xcel Energy の顧客向けの料金モデルを示している。CPP と同様に、このようなイベン

トは不定期である。しかしピーク時の電力を消費しないことへの金銭的対価がそのベン

チマークとしてのベースラインを仮定していることを考えると、この料金の計算はいく

つかの不確実性を持つ可能性がある。先に述べたように、別の年の一日の同じ時間で

「通常」の電力消費量を表す適正なベースラインを定義することに、その複雑さがある。 

図 6.8 Xcel Energy のコロラド州における 大需要時リベート 
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Source: IEA, Xcel Energy website, accessed 2015. 

 
ダイナミックプライシングの可能性は限られているが、全ての消費者が料金に反応する

必要はない。分析によれば、顧客の 20%未満しかダイナミックプライシングを選ばない

場合でも、DR の利益のほとんどを享受できることが示されている（Borenstein, 2011）。 

再構築された電力市場におけるダイナミックプライシングの課題 

理論的な長所が示されるのにもかかわらず、ダイナミックプライシングの提案は、小売

競争がある電力市場においても、実際にはうまく発展していない。さらに悪いことに、

自由化された電力市場においては、過去の CPP プログラム（ボックス 6.1）によって DR
が低下する可能性がある。 

ダイナミックプライシングの発展に失敗した理由としては、卸売価格の変動が比較的小

さく、極端なピーク価格あるいは負の価格が存在しないない（または非常に少ない）、
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あるいは送配電網の料金構造がダイナミックプライスを常に許可するわけではないなど

がある。 

価格の変動と低頻度の極端な価格 

ほとんどの電力市場は昼/夜の価格差は大きくない。その理由の一つは PV の発展であり、

日中の正味需要ひいては卸売価格が低下する状況である。その結果、一日または一週間

の中で、高価格の時間から低価格の時間へ消費をシフトさせた場合の利益は限られる。

しかし、この状況は一時的であると予想され、卸売価格の変動は、出力の変動する再生

可能エネルギーの導入量の増加により、拡大すると考えられる95。 

価格の急騰は非常に稀で、ほとんどの市場ではピーク価格は十分には高くないため、そ

れに応ずる DR の発展も遅れている。欧州で記録された 近のピーク価格は、2012 年 2
月のある二時間で、フランスで発生したもので、2,000 ユーロ/MWh のレベルに達した。

PJM では、2014 年の冬の極渦により価格は 3,000 US ドル/MWh に上昇した。 

管理的供給不足時価格の導入は価格ベースの DR の発展に貢献する。第 4 章で述べたよう

に、より良い供給不足時価格の形成が十分に機能する市場の基本的な構成要素となる。

価格が 10,000 US ドル/MWh のピークに達すると、需要がシフトするか電気暖房による負

荷削減など、一時間、1 kW 低減した場合には、家庭の消費者は 10 US ドルを節約するこ

とができる。しかし、第 4 章で述べたように、これらの価格は実際に発生する機会はほ

とんどない。 

同様に、負またはゼロ価格もめったに発生しない。2012 年のドイツでは、負の価格は前

日市場において 15 日間で 56 時間、当日市場において 10 日間で 41 時間記録された。今

日まで、この頻度では、このような低価格の事象でコスト回収する、例えば電気ボイラ

ーへの投資を正当化するには十分ではない。 

確かに、ダイナミックプライシングの導入の重要な課題は、顧客が極端な価格の事象の

頻度に一定の予見可能性を持つことである。高い電気料金に対応できる設備に投資する

ために、消費者は平均の毎年の収入あるいは可能な節約を評価できなければならない。

極端な価格があまりにも稀にしか発生しなければ、DR は不経済で発展しないと考えられ

る。 

供給者は通常、消費者をリアルタイムの価格に晒すことはせず、ダイナミックプライシ

ングを実施する場合でも、単純化された料金体系を用いている。ダイナミックプライシ

ングが正しく機能するためには、それが消費者にとってある程度予測可能で、（価格の

大きな変化が）定期的に発生する必要がある。供給者は電力価格の変動を平滑化する料

金を提供し、特定の年のシステムのニーズに対応していなくとも、実際に支払いを減ら

すことができる時間数の予測値を提供する料金オプションを提供することができる。卸

電力市場と小売市場との間の仲介する役割において、供給者は、例えば統計的手法を使

って、ダイナミックプライシングを設定することができる。 

送配電網費用の分解と配賦 

現状のダイナミックプライシングの限られた展開は、自由化された電力システムにおけ

る電力部門の異なる区分の間で、価格構造を連携させることが難しいことも原因となっ
                                                                                 

95 訳注：これはスポット電力市場の中など、現在の市場取引の中心となっている電力市場の中で

は必ずしも起こらない。調整力の価値を反映するなど、市場制度の大きな改善が必要と考え

られる。 
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ている。 終的な小売料金は託送料金、卸売価格、供給業者のマージン/利益の合計と

して計算される。託送料金は、通常、発電コストの時間変化を反映しないため、ダイナ

ミックプライスは卸売価格の時間変化からのみに由来し（その変化が小さいため）、ダ

イナミックプライシングに参加する消費者の動機を削ぐことになる。 

平均的には、卸電力は通常、 終的な電気料金の 50％未満であり、DR を動機づけるた

めに、ダイナミックプライシングは小売電気料金における kWh 分のみしか反映させる

ことができない。結果として生じる高価格と低価格の時間帯の間の差は、顧客に価格へ

の反応を動機づけるほど十分に高いものとならない。 

託送料金の構造はダイナミックプライシングが競争的電力市場で未だ発展途上であるも

う一つの理由である。このパラドックスは、規制下の垂直統合型の電力会社は送配電費

用を配賦するので、より簡単に DR を実施できるはるかに大きな柔軟性を持っているこ

とである。しかし、規制機関は、送配電網費用のこのような割り当ては価格に反応する

消費者に内部補助を与える可能性があることを考慮し、ダイナミックプライシングや発

電に対応する CPP のための特別な託送料金定義には、普通は消極的である。 

この問題に対処し、DR に望ましい価格シグナルを回復するためには、消費者の様々な

カテゴリで送配電網費用の配賦を選択できるようにする必要があるかもしれない。これ

らの側面については、料金構造の改定時に慎重に評価し、送配電網容量への将来の投資

に関連して分析する必要がある（第 9 章参照）。 

結論 

脱炭素化への道程では、DR などの新しい技術の展開が必要になる。これらの技術はシス

テムが風力発電や PV の変動に反応する上で役立ち、それらの統合を支援する一方で、

終消費者が自らの柔軟性から利益を得る力を与えることになる。 

需要が卸電力価格へ反応するような市場インフラを形成するには、 終消費者は大口顧

客のための直接的、または仲介者を経由した間接的な、価格に反応するための選択肢を

持つ必要があり、したがって、ダイナミックプライシングの実施を奨励すべきである。 

また、容量市場への DR の参加は DR アグリゲータの収入を確実にするために有効であっ

た。この場合は、DR は発電所と同様に給電できることになるが、これは複雑な実施上の

問題を提起し、適切な規制の枠組みを定義することは難しいことが明らかになっている。 

後に、消費者からの信頼と理解の構築のために、消費者の権利と保護について慎重に

評価すべきであり、消費者は大規模な DR を含むシステムとしての成功における決定的な

役割を持つ。 
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第 7 章 連系送電網 

概要 

 送電網と新しい地域間の連系線は、風力発電や太陽光発電 (PV) の導入率が高

いシステムの需給バランスをとるために必要な従来型の電源の新設を削減す

ることができれば、他の資源への投資に対し多くの場合、費用効率の高い代

替手段である。 

 越境投資にあたっては、地域間の資源アデカシー評価と送電網開発計画にお

いて、これまで以上に強力な協調と協力が不可欠である。 

 大規模連系地域の規模の大きさと複雑さのもとで、資源アデカシー評価と送

電網計画の実施においては、ボトムアップとトップダウンの双方のプロセス

が必要である。 

 費用と便益を特定し見積るためには、関係する地域での共同作業と、発電事

業者、デマンドレスポンス事業者や消費者など、関連するすべての主要な市

場関係者の参加が必要である。 

 地域間の送電網への投資の費用配賦については、それぞれの管轄区域は通常

、社会全体としての厚生ではなく自らの利益を重要視するため、その原則を

慎重に作成する必要がある。 

 

脱炭素化の目標の達成には、風力発電や PV の資源と需要地を接続するだけでなく、国や

州の間で電力を輸送するため、強力で高い信頼性を持つ送電網96が必要である。再生可能

エネルギーは正確な意味で分散型ではないが、多くの場合、良好な風力発電あるいは PV
の場所は需要地に近接しているわけではなく、これらの資源の開発には新しい送電線を

必要とする。 

また送電網は安定供給を確保し、 も低いコストで発電を行うために重要である（図

7.1）。風力発電や PV などの「出力が変動する再生可能エネルギー」が今日の電力の少

なからぬ量を発電するが、それらは一般的に従来の電源と比べて信頼性が低い。連系線

は、経済協力開発機構（OECD）加盟国で享受されている安定性の高い電力供給を維持し

つつ、VRE の高い導入率97を実現するために、 も費用効率98の高い解決策である。送電

線により、システムの需給バランスを取るための新しい発電容量の必要量を低減するこ

とができる。 

                                                                                 

96 訳注：本章ではその趣旨から、一部の例外を除き、network は「送電網」とする。 
97 訳注：本書では、年間の発電量に対する再生可能エネルギーの発電量の割合などと定義してい

る。 
98  訳注：同じ費用でより高い効果が得られることを言う。 
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図 7.1 送電網計画のトリレンマ 

社会的受容
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エネルギー供給セキュリティ 脱炭素

 

 

送配電網に、再生可能エネルギーの導入のために必要とされる投資と同規模の投資を必

要とすることは注目される。新政策シナリオ（NPS）では、IEA 世界エネルギー投資展望

2014（IEA, 2014a）は、OECD 諸国において 2035 年までに 5,460 億 US ドルの投資が必要

とされ、そのうち 55%が既設設備の増改良、15%未満が特に再生可能エネルギーに関連

するとされる。送配電の費用は、OECD 諸国における再生可能エネルギー、従来発電、

送配電網全体の 37%を占める（図 7.2）。 

図 7.2 新政策シナリオ 2015 年～2040 年における投資 
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Source: IEA, 2015. 

 

多くの場合、電力市場は、制約や混雑なく機能すべきであると言われる。原理的には、

このような市場では、送電網により、大規模な地理的領域にわたって 60 分コマの電力価

格を同じ水準にすることができる。しかし実際には多くの送電線を必要とするため、こ

の目標の達成には高額な費用を必要とし、その実施は難しい。送電線の費用と便益を、

特に全体的な政策目標に照らして、慎重に評価する必要がある。 

送電網の自由な開発にはいくつかの要因が影響を与える。ほとんどの OECD 諸国では、

国内の送電線投資を促進するための仕組みを開発してきたが、新しい送電線の建設には、

主として許認可プロセスのため一般的に 6～10 年、時にはより長い期間を要する。政府
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は、多くの場合、（いわゆる NIMBY と BANANA 効果により）99送電線建設への地元の反

対に直面している。 

送電網増強のプロセスの遅れはまた、脱炭素化の目標達成をより困難にする。一部の地

域では、再生可能資源からの発電は、より広い領域に電力を送ることができないため、

特定の時間ではその出力を抑制する必要がある。出力抑制は、ある程度までは効率的と

みなされる。例えば、ドイツの陸上風力発電は 大出力での運転時間は 220 時間で、年

間総発電量の 10%である（第 8 章参照）。しかし、出力抑制のニーズは、送電網計画に

おいて考慮すべきであり、送電線建設の許認可の遅れが発電出力抑制の原因となっては

ならない。 

送電網への投資は、すでに各国、各州内での大きな課題であるが、さらに大きな課題は、

それらの間の連系の改善であり、これが本章の焦点である。連系線のプロジェクトは複

数の主体を含み、それらの主体は多くの場合、全体的な効率や社会的厚生ではなく、自

らが属す固別の地域または国の視点を取る。越境の投資の促進のための開発が OECD 内

で奨励されているが、 小の費用で脱炭素化を達成するために、地域間の送電網計画と

規制には改善の余地がある。 

7.1. 電力市場の背骨としての送電網 

送電網は、広い地理的領域にわたる電力市場の確立と、国境を越えた市場のさらなる統

合の基本である。市場統合の水準は OECD 各国により大きく異なり、多様な制度や規制

の枠組みを反映したものである。新しい送電線の建設は、典型的には、信頼性と効率性

の考え方によって検討される。これまでの出版物である Seamless Power Markets（IEA, 
2014b）および Electricity Networks: Infrastructure and Operations （IEA, 2013）を踏まえ、本

節では、多くの OECD 加盟国における連系線増強のための主要な議論の状況を示す。 

分散型 対 集中型の発電 

通説に反して、低炭素再生可能エネルギー発電の開発は、直ちに分散した電源配置を意

味するわけではなく、風や日照などの自然資源の場所によるところが大きい。風力発電

や PV の開発のための条件を満たす場所は均等に分布しておらず、多くの国では風ある

いは日射の強い場所により迅速に VRE を導入する傾向があり、その場所は需要地から遠

いことが多い。欧州では、例えば、北海の海岸沿いで発電した電力を、それぞれの国の

主要な需要地に輸送するため、送電網への莫大な投資が必要となる。越境取引が電力シ

ステム間の電力需要パターンとコストの間の差を補完することによって、電力システム

全体の費用低減に寄与するため、これら再生可能エネルギーの適地と需要地の関係のパ

ターンは、より広い地理的領域にわたる市場統合の便益を高める。 

マップ 7.1 に示すように、米国では、PV のための強い日射条件が得られるのは南西部で、

テキサス、ニューメキシコ、アリゾナ、カリフォルニアの各州が含まれる。陸上風力発

電については、テキサス州と中西部の地域が 大の資源量を持つ。米国国立再生可能エ

ネルギー研究所(NREL: National Renewable Energy Lab)（NREL, 2008）による「風力発電に

よる全米の 20%の供給」など、多くの検討で、送電線と連系線のより一層の活用により、

これらの資源を 小の費用で利用できるとされている。 

                                                                                 

99 NIMBY は「Not In My Back Yard：私の裏庭ではダメ」、BANANA は「Build Absolutely Nothing 
Anywhere Near Anything：何でも、近くのどこでも、絶対に建設反対」の略。 
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マップ 7.1 米国の PV 資源（左図）と風力発電資源（右図）の比較 

 
本地図は、いかなる領土の地位又は主権、国境及び境界への限界設定、その他いかなる領土、都市又は地域の名称への偏見を持つものでは

ない。 

Source: NREL, 2012. 

発電費用の削減 

市場の統合により全体としての給電費用が低減することはよく知られている。各時間帯

での需要を満たす費用が 小となる方法は、 も安価な電源（風力発電、PV、流れ込み

式水力発電と原子力発電）から使い始め、その後、限界費用が増加する順に他のユニッ

トを使用することである。従って、広範かつ多様なポートフォリオによる電源に負荷を

配分することで、全体の発電費用が低減される100。 

電源ミックスは欧州全域で大きく異なり、この異質性が各国間の電力取引の多くの機会

をもたらす。2013 年に、ポーランド、オランダ、イタリア、英国、デンマークでは、電

力の 60%以上が化石燃料による発電であった（図 7.3）。逆に、ノルウェー、スイス、オ

ーストリアは、かなりの水力発電容量を持ち、それらが発電に使われる。フランス、ベ

ルギー、スウェーデン、チェコ共和国は、大きな原子力発電容量を持つ。欧州において、

ドイツとデンマークは風力発電の大半を、ドイツとイタリアは PV の大半を占める。この

多様な電源ミックスは、各国のエネルギー政策と自然環境の両方の違いから生じる。各

国のエネルギー政策は、多くの場合同じ目的を追求しながら、実際の電源ミックスは異

なったものになる傾向がある。 

送電インフラは、広い地理的領域に分布する風力発電や PV の変動性を平滑化することが

できる。広いエリアに分布する再生可能エネルギーの集約された負荷率101は、ピーク発

電に対する出力割合で、個別の発電所の負荷率よりも高い。 

                                                                                 

100 訳注：基本的には正しいが、他の章で柔軟性について述べられているように、ここでの限界費

用をエネルギーだけではなく送電網の混雑や柔軟性にかかる費用を含めたもので考えること

が必要。 
101 訳注：本書では、負荷率を、年間の発電量を (定格出力)×8,760 で除したものとしている。 
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図 7.3 欧州各国の 2014 年 12 月における発電電力量シェア 
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Source: IEA, 2015. 

 

電源は、一旦設置されると、時間の経過とともに 適性が落ちても、何十年間も続けて

運転される。そのため、連系線による電力の取引を増やして燃料費の差を活用すること

は、全体費用を低減し安定供給を増強するという意味で、一般的に有益である。 

北米の発電エネルギー源の構成を見ると、カナダはかなりの量の水力発電容量を有する。

一方、米国は、中央部のパウダー川流域には安価な石炭火力発電を有し、東海岸にはか

なりの量の原子力発電、中西部にはより良い風力資源を持ち、アリゾナ、ニューメキシ

コの砂漠地帯は、PV・太陽熱発電には 高の場所である。 

しかし、シェールガス開発が北米でのエネルギー部門を急速に変えている。様々な場所

で確認されたシェールガス資源は、連邦規模のパイプライン網への大規模な投資ととも

に、天然ガス価格のボトルネックを解消し、米国の天然ガス価格を地理的に均一にする

に至った。その結果、複数の電力市場において、同程度の低価格でガス発電が選択され

ている。この状況は、「送電線によりガス火力発電による電力を運ぶ（gas by wire）」よ

りもガスのパイプラインの方が安価であるため、ガスと電力のインフラを協調させると

いう課題を提起することとなった102。 

システムセキュリティ 

すべての OECD 地域の電力システムでは、機器の損傷や停電の大規模波及につながる可

能性のある周波数変動の問題を回避するために、強力な技術基準や規範を作ってきた。

今日、電源ミックスにおける風力発電や PV の導入率の増加に伴い、越境の電力の流れの

変動はより大きくなり、その予測は難しくなる傾向にある。そのため、越境する連系線

の電力の流れの管理と電力取引はより複雑になる。 

これまでの経験からは、システム運用者間の協調の欠如が、OECD 加盟国の電力システム

で発生したほぼすべての主要な停電の根本原因であることを示している103。米国では、

1965 年の北東部大停電への反省から、北米の基幹電力システムの信頼性の確保のために、
                                                                                 

102 訳注：2013 年の極渦による米国東部の電力危機を拡大した原因としてガスの安定供給が注目

され、以来、電力、ガスの両市場の運営を含む様々な検討、制度改善が行われている。 
103 訳注：原因の判断を誤れば対策の範囲も間違う。ほぼすべて主要な停電の「根本原因」が運用

上のものか、それとも設備形成、予期せぬ自然災害など他の要因によるものかは、個別に検

討することが必要ではないか。 
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1968 年に北米電力信頼度協議会（NERC: North American Electric Reliability Corporation）が

設立された。大陸欧州では、隣接制御エリア間の協調運用のため、1951 年に発送電協調

同盟（UCPTE: Union for the Co-ordination of Production and Transmission of Electricity）が設

立され、現在は欧州送電網運用者ネットワーク（ ENTSO-E: European Network of 
Transmission System Operators）となった。 近では、地域を跨ぐ送電網の物理的状況を

より広域かつリアルタイムに近い時点での把握を支援するために 2006 年に送電網運用者

協調機関（CORESO: Coordination of electricity system operators）が、2008 年に TSO セキュ

リティーコーオペレーション（TSC: TSO Security Cooperation）が設立された。 

安定供給に伴ういくつかの課題はあるが、電力市場の統合により、多様な供給源からの

少なからぬ量の便益と、十分な発電容量を維持するための費用の低減が得られる。シス

テム運用者の間の強力な協調は、このような大規模な同一周波数連系エリアのシステム

における安定供給の維持に不可欠である。 

地域的アデカシー 

地理的領域の連系により、資源アデカシーの確保と予備力維持のために必要な費用のか

さむ容量資源を共同で利用することができる。より広い地域の電源ポートフォリオの活

用により、計画停止、計画外停止や安全性の懸念などにより利用できなくなった電源の

代替となる容量を見つけ易くなる。ENTSO-E は、さらなる市場統合の進展により、欧州

全体での電力価格の均等化が促進され、2～5 ユーロ/MWh の低減になると考えている

（ENTSO-E, 2014）。これらにより、適切な容量を維持する費用を低減し、電力システム

の信頼度を向上させることができる。 

図 7.4 欧州 16 ヵ国の 大需要 
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Source: ENTSO-E, IEA. 

 

電力の 大需要は、通常、隣接地域で異なる時刻に発生する。北欧とカナダでは電気暖

房・給湯により冬に、南欧と米国では空調により夏に発生する。中央ヨーロッパの国々

では連系システム全体の 大需要は、2013 年では各国の個別の 大需要の合計より 5%
少なく、地域全体ではその減少量は 30 GW に達する（図 7.4）。連系線が完全には十分

でないためピーク需要をこれだけ削減することはできないが、連系線と国内送電網を強

化することで、電源のさらなる共同利用が可能になる。 
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欧州の Pentalateral エネルギーフォーラム104の 2015/16 年の冬と 2020/21 年の冬の同地域

の供給信頼度の分析結果では、想定される VRE の増加により、すでに連系線が整備され

た地域にとっても、連系線の重要性が高まることが示された。連系されたエリアで電源

と需要を協調することで、停電期待値（LOLE: Loss of load Expectation）を低減することが

できる。例えば、フランスでは、連系されたシステムでは、分離されたシステムと比較

して、2015/16 年の冬において停電時間の期待値は 217 時間から 14 時間に低減される

（Pentalateral Energy Forum, 2012）。 

表 7.1 地域、二期間の LOLE の比較 

LOLE (時間) Pentalateral Region 領域 

 2015 年~2016 年の冬 2020 年~2021 年の冬 

 単独 連系 単独 連系 

ベルギー 177 0 308 0 

フランス 217 14 151 6 

オーストリア 0 0 3 0 

スイス 1 251 0 1 086 0 

ドイツ 1 0 0 0 

オランド 0 0 32 0 

ルクセンブルク 8 760 0 8 760 0 

 

Source: Pentalateral Forum, 2015. 

 

長期的に地域的効果を利用し、連系地域の電力の安定供給を確保するために、資源のア

デカシー評価の地域分析は、送電網の計画に適した基礎にもなる。送電網の増強と発電

容量の将来の必要性を包括的に示すため、このようなアデカシーの評価には連系線だけ

でなく地域内送電網を含めた送電網の制約を適切に組み入れる必要がある。 

VRE の導入量の増加に伴い、アデカシーは電力システムにおいてもはや決定論的に考え

られないことに注意することが重要である。地域間のアデカシー分析は、電力需要と水

力発電、風力発電や PV の確率的特性を反映すべきである（第 4 章参照）。そのような確

率的シミュレーションの結果は、特定の時間における確率分布の正確な計上、利用率、

各国の気象条件の相関に関する多くの仮定の影響を受ける。 

7.2. 送電網の現状 

連系線の初期の開発は 1920 年代に遡る。この時点で、電力システム間の連系は、機器の

故障、予期しない需要や日常的な保全に対して発電予備力を与えることで、信頼度を上

げることが明らかになった。連系はまた、予備力の共有と、供給安定性を増加する多様

かつ低コストの電源の利用を通じて費用の削減をする。これらの連系線は、二者間また

は多者間の取り決めと、垂直統合された電力会社と政府との間の長期契約の下で、主に

                                                                                 

104 ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フランス、ドイツ、オーストリア、スイスとの 7 国間

の政府間イニシアティブ。 
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建設された。これらの送電線の開発は、同期周波数（50 Hz または 60 Hz）による大きな

連系電力システムに徐々に発展した（NREL2012）。 

北米 

現在北米には、西部、東部、テキサス州、アラスカ州、ケベック州の連系という、五つ

の周波数エリアが存在する。異なる連系エリアは同期されておらず、交流連系線でなく、

連系容量は高圧直流送電（HVDC: High Voltage Direct Current）による物理的な容量により

制限されている。現時点で、約 2 GW 連系容量を持つ直流連系が、西部連系と東部連系

の間、および東部連系とテキサス州連系との間に存在する。 

ボックス 7.1 東部連系の増強 

DOE の委託により、NREL は東部連系内の様々なシステム運用者のエリアを跨ぐ送電線のニー

ズを評価した。Eastern Wind Integration and Transmission Study（NREL, 2011）では、2024 年ま

でに 20%～30%の風力発電の導入に必要な送電網と連系線の開発ニーズと、電力システムの運

用に与える影響を分析した。この検討は、その種のものとして米国で 初のものであり、

NREL は、これに続き、多様な風力発電や PV の導入戦略と運用パラダイムがシステム運用に与

える影響を評価している。 

Eastern Wind Integration and Transmission Study では、抑制率を 1%～7%として風力発電を統合

するために必要となる連系線の必要性を評価するために、三つのシナリオと風力発電の様々な

導入場所と技術とを使用した。シナリオ 1 は、遠隔の大草原地帯にある 高の陸上風力資源の

利用を目的として、複数の管轄区域を横断する 大の連系線を建設するシナリオである。これ

に対し、シナリオ 3 は、主として洋上風力発電を利用し、残りを必要な分として需要中心地に

近い陸上風力発電の開発で賄うシナリオである。シナリオ 2 は、陸上および洋上の風力発電の

両資源のバランスをとる、混合シナリオである。 

この検討では、シナリオ 1 は、複数の管轄区域を跨ぐ連系線の活用、送電網の増強、取引量の

増加および/または洋上風力発電の増強シナリオにより、他の二つのシナリオを下回る 小の

電力システムの費用となった。送電網の費用分析では、既存のシステムの限られた増強ではな

く、 大 765kV の交流送電線を 400 kV と 800 kV の HVDC と組み合わせた、大規模な送電網の

開発が望ましいとの結果となった。シナリオ 1 とシナリオ 2 では 1.22、1.09 の便益/コスト比

となり正の便益が得られたが、シナリオ 3 では送電網費用の増加を上回る発電費用の低減が得

られなかった。 

 
米国エネルギー省（DOE）は、米国における送電投資は増加すると予想している。株式

が公開された電力会社（IOU: Investor Owned Utility）は、2013 年に送電部門に 169 億 US
ドルという記録的な額を投資し、これは対 2001 年で 58 億 US ドルの増加である。送電線

の建設は、1990 年から 2010 年までの 20 年間で低迷し、一年あたり約 1,000 マイルであ

った。しかし、送電線への投資は総投資額の約半分で、残りの支出は、変電所機器、鉄

塔や地下ケーブルの投資であった（DOE, 2015）。 

断片化、重複化した規制は、送電網の発展を妨げる恐れがあることが広く知られている。

北米では、連邦、地域、州の制度と規制構造（マップ 7.2）の重複が、ますます増加して

いる。送電網の物理的な複雑さが加わり、この状況は新しい連系線の開発に対する非常

に大きな制度的な課題となる。 

例えば、テキサス州連系エリアと西部連系エリアとの間には連系線はない。両地域の総

発電容量と比較して、連系線の容量はほとんど無視できるほどの小ささである。 
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また、米国とカナダにおけるほとんどの連系線は、各機関がシステム運用と送電網の計

画を立案する小さな地域に分けられる。この中で 大規模のエリアの多くは ISO または

RTO によって運営されており、複数の州に跨り、市場ベースの手法を開発し続け、およ

そ米国の 2/3 とカナダの 1/3 の電力需要に供給をしている。これらの地域間の送電線

（連系線と呼ばれる）は単一のシステム計画管轄区域を超え、時には電力システムに対

する政策が異なる複数の州に跨ることから、同一の役割を果たしつつ、同じ問題に直面

している。 

マップ 7.2 RTO、ISO、NERC の地域運営主体  

FRCC:Florida Reliability Coordinating Council
FRCC

MRO:Midwest Reliability Organization
MISO
MRO-Manitoba Hydro
MRO-MAPP
MRO-SaskPower

NPCC:Northeast Power Coordinating Council

NPCC-Maritimes
NPCC-New England
NPCC-NewYork
NPCC-Ontario
NPCC-Québec

SPP RE:Southwest Power Pool Regional Entity

SPP
RF:Reliability First

PJM

SERC:SERC Reliability Corporation
SERC-East
SERC-North
SERC-Southeast

TRE:Texas Reliability Entity
TRE-ERCOT

WECC:Western Electricity Coordinating Council
WECC-CA/MX
WECC-NWPP
WECC-RMRG
WECC-SRSG

本地図は、いかなる領土の地位又は主 権、国境及び協会への限界設定、その他いかなる領土、都市又は地域の名称への偏見を持つも のではな い。  
Source: IEA, 2014d. 

欧州 

欧州では、各国間の連系線は、50 Hz（マップ 7.3）の周波数で大陸欧州の東部に伸びる

巨大な同期周波数領域を形成し、連系線は欧州諸国全体の発電容量の 11%に達する。し

かし、地域差が存在しており、例えばバルト諸国では、安定供給の向上と、発電事業者

の市場支配力の低減が連系線に強く求められている。欧州の送電網の連系の改善により、

大きな電力市場の恩恵が欧州市民にもたらされ、2030 年までに年間 120 億ユーロ～400
億ユーロの費用削減の可能性が試算されている（Booz & Co, 2013）。 

2014 年に、欧州理事会は、EU 加盟国間の連系を 15%とする目標設定について議論した。

この目標により問題が可視化された一方で、連系線の費用と便益は、投資の観点に加え、
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実際の送電線の建設に不可欠な公共の受容性と理解の観点からも、徹底的に評価する必

要がある。公共の受容性を得るためには、プロジェクトから得られる便益を費用便益分

析で明示する以外に方法はない。目標導入率を達成するためだけの建設プロジェクトで

は、受容性の困難に直面すると考えられる。 

マップ 7.3 現行の PCI105が完成したのちの 2020 年における EU の連系水準 

 
Source: IEA, 2015. 

                                                                                 

105 訳注：第 7.3 節参照 
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ボックス 7.2  ENTSO-E の送電網開発 10 ケ年計画 

オーストラリア 

オーストラリアの六つの管轄区域（クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、

オーストラリア首都特別地域、ビクトリア州、南オーストラリア州、タスマニア州）は、

競争的全国エネルギー市場（NEM: National Energy Market）の創設に合意し、1996 年の国

家電力法により実施された。1998 年に NEM は運用を開始し、2000 年～2001 年にはクイ

ーンズランド州は二つの送電線により NEM と物理的に連系された。2005 年にタスマニ

ア州は NEM に加盟し、2006 年 4 月にタスマニア州からビクトリア州への HVDC 海底連系

ケーブルが、マーチャント投資プロジェクトとして完成した。これにより現在、すべて

の管轄区域は、物理的に 低一つの連系線によって接続されている。NEM は地理的には

5,000 km の地域に跨り 40,000 km の交流送電網を有する、世界 長の交流連系システム

である。 

日本 

日本の電力システムの周波数は、50 Hz と 60 Hz と、東西で異なる。電力事業の初めに、

東京エリアはドイツ製発電機を、大阪エリアは米国製を選んだ歴史的な経緯が、この違

いの元となった。この周波数差により日本の交流送電網は分割されており、この東西の

電力システムを連系するために「東西連系」として知られる周波数変換施設（FCF: 

ENTSO-E は、EU のエネルギー政策目標の達成に必要とされる送電網拡張計画の概要を、隔年

の頻度で「10 年系統開発計画」（TYNDP）により公表している。 

TYNDP 2014 では、2030 年における再生可能エネルギーの市場導入率が 40%～60%の、「ビジ

ョン」と呼ばれる複数のシナリオの下で必要となる送電線と連系線の開発の必要性が分析さ

れた。 

ビジョン 1 の再生可能エネルギー40%という低い導入率では、連系線と送電線のニーズが低

いことが示された。ビジョン 4 の再生可能エネルギー60%という高い導入率では、欧州のよ

り長い距離にわたる大きな電力の流れが発生する。この中で提案された投資の大部分は、需

要地に直結あるいは需要地に向けた送電網を拡充して電力を輸送することで、再生可能エネ

ルギーの統合の課題を解決しようとするものである。 

経済的に効率的な電力取引のために二つの電力市場の間の送電線混雑を緩和し、ENTSO-E が

分析した社会的、経済的便益を実現するために、TYNDP では 2030 年までに欧州全土の連系

線の容量を二倍にする必要があるとしている。 二つの入札エリア間の送電容量の増加によ

り、高価格のエリアにおける消費者の電力コストを削減し、 小の費用で発電を確保できる

ようになる。もちろん、経済的厚生は、ENTSO-E が電力価格の想定したシナリオに依存す

る。 

再生可能エネルギーの統合はまた、送電網の増強により影響を受ける。シナリオにより、新

しい接続の実現あるいは送電網の混雑の緩和のいずれかにより、TYNDP の 44%～80%のプロ

ジェクトは、エネルギーシステムにおける利用可能な再生可能エネルギーの増加につなが

る。 

 
Source: ENTSO-E, 2014. 
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Frequency Converter Facilities106）が用いられている。2014 年 8 月の時点で、三つの FCF、
すなわち静岡県の佐久間 FCF と東清水 FCF、長野県の新信濃 FCF で合計 1.2 GW の連系が

行われている。 

歴史的に、垂直統合された電力会社は自エリアで十分な供給力を維持することが求めら

れた107。したがって、電力システム間の連系は弱く、その目的は主に運用上の安定供給

であった108。このため、福島の地震の際には、いくつかの余剰能力をもつエリアがあり

ながら、直接地震の影響を受けた地域では電力不足に直面するという事態となった。こ

れらの連系線の制約は、現在まで、福島原発事故の影響を受けた地域への電力供給の大

きな問題となっている109。 

東西システムの連系容量は、2020 年までに合計で 2.1 GW への拡張が計画されている。

これには、中部電力が 2013 年 2 月に完成した東清水 FCF の 300 MW の増容量が含まれる。 

7.3. 新たな連系線への投資 

新しい連系線への投資は、政策や規制、制度、計画、利用権および費用配賦といった他

の送電線と同じ障壁に直面している（IEA, 2013）。 

地域間の状況は複雑さを増し、投資と規制の段階に加え、計画段階において、すべての

利害関係者の協力と協調を改善することが必要とされる。安定した規制の枠組みの確立

により、送電網の増強を、計画通りの期間で将来の計画にとっても好ましい環境で完成

することが可能になる。安定した規制の枠組みには、協調した計画、費用便益分析の安

定した方法論、費用配賦の透明性かつ公正な方法が含まれる。 

連系線建設への障壁 

欧州と米国は、連系線に関して異なるアプローチを選択している。電力市場の統合は欧州

委員会の重要な政治的目標であり、欧州では、2009 年以来第三次エネルギーパッケージ

政策を通じて連系線への投資を促進するための措置を講じてきた。これに対し、米国の連

邦エネルギー規制委員会（FERC）の規制は、制御区域である RTO の間などの二者間の議

論に大きく依存している。 

越境送電線の不足は多くの場合は地域の地勢を反映しているが、その他の障壁に起因する

こともある。制度の違いの克服は、市場統合における大きな困難の一つである。例えば米

                                                                                 

106 訳注：国内では FC (Frequency Converter (Station))と呼ばれている。 
107 訳注：世界的にみても垂直統合型の電力会社としては平均的な考え方。日本としても、1950 年

前半までの水力発電を中心とする電源ミックス以後、火力発電を中心とした電源ミックスに

おいては、輸入燃料を使う火力発電を中心に電源を国内の需要に応じて各地域に配置するこ

とは、送電網の費用の低減と信頼度の維持の観点から、経済合理的な選択であった。 
108 訳注：電力会社間では、電源事故時など安定供給を維持するための連系線の利用に加えて電力

余剰あるいは低コスト電源の活用のための経済性にもとづく連系線の利用が制度化されており、

その時々の運用状況に対応して連系線の運用が行われ、これは現在も維持されている。  
109 訳注：2011 年夏以後は、震災被害からの火力発電の復旧、長期停止に入っていた発電機の復旧、

節電などにより、東京、東北地区の供給不安は徐々に解消された。その後、現在まで続く供

給不足の恐れは、一部の事故停止による供給力減を除くと、震災直後に行われた全国の原子

力発電の停止が大きく影響している。さらにはその後の電力需給の 大の課題は、供給力の

不足ではなく、原子力発電の代替として、利用率が急増した火力発電の燃料費であることに

注意する必要がある。 
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国やオーストラリアの国内の市場統合であっても、州レベルの制度の設定や規制の違いは

非常に困難な状況を生み出す。例えば欧州やアジアなど、複数の国で市場統合を実現する

場合は、さらに大きな課題に直面する。今日、政府や規制機関は、国家や個々の州や県に

限った目標を持ち、当該地域の消費者の厚生と電力の安定供給に焦点を当てている。従っ

て、規制機関の一部は、国内および国際レベルの両方で社会的厚生の 適化を目的とした

手段が、市場統合の鍵となる要素であるとしている。 

さらに考慮すべきことは、新しい連系線とより深い市場統合は、輸出国の電力価格を押し

上げる場合があり、これは市場統合への潜在的な障壁である。連系線の容量の増加は、送

電線の混雑を解消し、同時に卸価格の収束を強める。これは社会的厚生の全体では利点で

あるが、同時に、地点別の価格調整を引き起こし、様々な市場参加の場所において、消費

者と発電事業者の配分に大きな影響を与える。安価な石炭火力発電、原子力発電、水力発

電の恩恵を受ける管轄区域は、電力市場の統合、あるいは自由化への参加にさえ消極的で

あるという強力な経験的な根拠がある。政府が自らの国としての目標に焦点を当てる場合、

近隣諸国への恩恵や影響に限られた関心しか持たない場合もある。 

 

後に、新しい送電プロジェクトは、少なからず地元の反対に直面する。人々は、電磁場

の影響を懸念し（これらの懸念は証明されていない）、送電線により彼らの住宅の不動産

価値が低下する可能性を恐れる。このような抵抗に直面すると、架空送電線よりも 5～10
倍の費用を伴う地下ケーブルの導入が必要となる場合がある。その結果、この選択肢では

費用便益分析における費用が増大し、経済性を持つと判断されるプロジェクトの数が制限

される。 

これらの状況では、連系線と送電容量の増加が制約されたままとなる可能性がある。大陸

に分散する風力発電や PV の変動を平滑化するためには、数十 GW の容量を持つ連系線の

導入が必要とされる。しかし、2015 年に始動したフランスとスペインの間の連系線110の

例に見られるように、一本の 1.2 GW の連系線の建設に 30 年もの時間がかかるのが現実で

ある。低炭素発電のさらなる導入に伴い、既存の送電網の効率的な利用のニーズが増すと

考えられる。 

協調した計画立案 

連系線の協調した計画立案は、地域間の規模で欧州（TYNDP など）と北米（二国間のプ

ロトコルや委員会）ですでに進行中である。これらの取り組みの多くは、自然に発生し

たものではなく、欧州委員会や FERC による政策的な要請の結果である。 

TYNDP 2014 では、ENTSO-E 領域内に汎欧州送電計画策定のための協調した計画立案イニ

シアティブの結果として、すでに送電線に混雑がある、または、今後増強がない場合に

欧州送電網に発生する混雑の可能性に対し、約 100 か所の連系線計画が示された。バル

ト三国とその EU 隣接国との間の連系容量は、TYNDP のすべてのシナリオにおいて容量を

三倍にする必要があると予測されている。アイルランド、英国と大陸の間の既存の 3 GW
の容量は、少なくとも二倍必要であり、より大きな再生可能エネルギーの統合シナリオ

の場合には三倍に増強する必要があると考えられている（ENTSO-E, 2014）。 

                                                                                 

110 訳注：http://www.ree.es/en/activities/unique-projects/new-interconnection-with-france 
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2013 年に、欧州は、「共通利益に基づくプロジェクト111（PCI: Projects of Common 
Interest）」として知られている「優先連系線プロジェクトのための EU のガイドライン」

を、Energy Infrastructure Package（Regulation EU 347/2013）の一環として採択した。これに

含まれたプロジェクトは、許認可手続きの加速、規制条件の改善、および 2014 年～2020
年の「Connecting Europe Facilities（CEF）」からの総額 58.5 億ユーロの財政支援の優先適用

などの恩恵が与えられる。EU は 2013 年 10 月に電力インフラのための共通利益に基づく

プロジェクトの 初のリストを発表した112。これらの共通利益に基づくプロジェクトは

ENTSO-E（マップ 7.4）により策定された TYNDP の開発計画と整合している。 

マップ 7.4  共通利益に基づくプロジェクト（PCI）の送電線, TYNDP 2014  

km
0 900

*+,< 2017

*+, 〜2017 2020

*+,>2020

./3

���は、いかなる��の���は��、���び��への����、その�いかなる��、���は��の !への"#を%つものではない。  
Source: ENTSO-E, 2014. 

 

米国では、FERC Order 1000（2011）により、地域の送電網計画者に対し、少なくとも毎

年データを更新し、モデルの前提とモデル自体を合わせるための共同作業を行い、地域

間のプロジェクトと費用便益評価（CBA: Cost benefit assessment）を整合させることを求

めた（FERC, 2011）。地域送電網計画の立案プロセスでは、地域送電計画（LTP: Local 
Transmission Plans）で策定された解決案より効率的あるいは費用効果的に地域のニーズ

を満たす可能性を持つ送電網対策の代替案を評価し、より詳細に「地域送電計画」を策

定し、それと同時に、送電によらない対策案を、送電と同等の基準で検討することが求

められる。送電網による対策案が地域送電計画の案より効率的または費用効果的である

と評価された場合には、これらの対策案を、その後、地域規模でのコスト配賦を前提と

した地域計画に含めることができる。 

                                                                                 

111 訳注：PCI：http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest 
112 訳注：2016 年 7 月発表リスト。https://ec.europa.eu/energy/en/news/latest-map-key-eu-cross-

border-energy-infrastructure-projects-published 
 



第 7 章 連系送電網 電力市場のリパワリング 
 低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制 

 

 

Page | 198

FERC Order 1000 は、地域間協調に関する要求が少なく、地域間の送電計画の策定や連系

システム全体の送電計画の策定は求めない。その代わりに、隣接する二つの送電計画地

域は、それぞれのニーズとそれに対する解決案についての情報を共有し、これらの地域

のニーズにより効率的または費用効果の高い解決策を提供する地域間送電設備を特定し、

それを共同で評価することが求められる。 

米国の複数の地域では、単一の運用地域の計画の一部、あるいはそれに加えて協調的な

方法で連系計画を策定している。これらの協調的な計画への取り組みは、 ISO New 
England（ISO-NE）、New York ISO（NYISO）および PJM による北東部 ISO / RTO 計画協調プ

ロトコルや、共同運用契約 (PJM and MISO, 2008)に基づく PJM と Midcontinent ISO
（MISO）による地域間送電計画関係者アドバイザリー委員会（PJM, 2013）の、共同実施

契約や委員会により実施される。 

 

オーストラリアでは、国の送電網計画策定者であるエネルギー市場運用者（AEMO113）に

より協調した連系線計画が策定される（AEMO, 2014）。 AEMO は、毎年、全国家開発計

画を更新して発表し、オーストラリアの国内電力市場における送電計画との協調のため

の国家戦略の視点を提供し、さらに一歩進んで、送電網以外の代替案も評価する（AEMO, 
2014）。 

隣接する複数のシステムに計画担当者がいるため、計画プロセスでは強力な協調が必要

となる。大規模な連系地域のモデル作成は規模が大きく、かつ複雑であるため、ボトム

アップおよびトップダウンの両プロセスが必要となる。ボトムアップによる計画では、

地域の条件の詳細な情報に基づき、地方および地域送電計画を統合する。トップダウン

の計画では全体としての視点を持つ主体が参加し、地域間連系線の候補を特定する。し

かし、それぞれの計画方法のみでは不足がある。トップダウンの方法では地域内プロジ

ェクトの特定には不向きであり、ボトムアップの方法には、地域間の重要な側面を見落

とす可能性がある。このため二つの方法を組み合わせることが 善の解決策と考えられ

る。 

将来のための送電網計画のモデル化では、膨大な不確実性のもと、多角的な側面から多

くの可能な選択肢の中から解決策を選ぶ上で、不確実に変化する世界において複雑な送

電網の構造の変更を評価する。送電と発電の切り離しとその分離の確保は、この不確実

性を増加させる。また、政策、負荷パターン、技術、そしてそれらのもとでの将来の電

源ミックスは、送電網投資の 50 年の寿命にわたって継続して安定な状態ではない。様々

な状況で費用効果を低下させない送電網の計画策定のためには、計画者は「後悔しな

い」投資を特定する必要がある。 

 

送電網計画のための も重要な変数の一つは、再生可能エネルギーの導入率であり、特に

システム全体と地理的位置により想定される VRE の導入率である。再生可能エネルギー

に関する明確な目標を持つ国は、この不確実性を低減し、送電網の計画立案プロセスの難

しさを緩和することができる。同じことが、安定供給、柔軟性、卸電力市場の拡大と市場

支配力の緩和などの他の送電網増強の基準についてもあてはまる。基準と目標をより明確

にすることで、エネルギーシステムの将来の要件を満たす送電網計画を策定することが容

                                                                                 

113 訳注：海外でしばしば見られるように、AEMO は電力とガスを管轄する。 
https://www.aemo.com.au/ 
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易になる。それにもかかわらず、必要な送電網の増強の決定では、ロバスト性114があり透

明性のある方法論を適用することが必要である。ロバスト性については、必要とされるプ

ロジェクトを明確に特定するために、多様なシナリオの下で送電網計画を検討するべきで

ある。 

多くの管轄区域において、統合された計画策定の枠組みの実施に向けた進歩が見られる。

効率的な地域を跨ぐ送電網計画の策定にあたっては、次の側面での協調が必要である。 

 一貫性のあるデータセットの使用 

 多様な計画立案モデルの収束 

 信頼度要件の調和 

 

欧州では、アクセス条件に関する規制（Regulation EC 714/2009）において、送電網と連系

線の開発に関連するルールの調和を求めている。その目的は、EU における、協調的かつ

十分に将来を見通した計画立案と、（連系線を含む）送電網の安定した技術進化である。 

インフラの計画立案と遅滞がなくかつ一貫性のある許認可を協調させるためには、費用便

益分析の広範囲に及ぶ協調が必要となる。例としては、大規模な調和を必要とする「欧州

のエネルギーインフラ優先事項の実施の欧州ガイドライン（EU, 2013）」が求める ENTSO-
E によって統一された連系線の評価手法がある。オーストラリアでは、単一の規制投資の

評価が行われている（AER, 2010）。州を跨ぐプロジェクトが高度な協調を必要とし、許

認可の取得がしばしば困難であるため、規制機関によっては、より高い投資利益率を提供

することでインセンティブを与えている。例えば米国 FERC は各州公益事業規制委員会に

よって行われる規制部門での投資に対し、通常よりも実質的に高い報酬を可能にしている。

EU では、イタリアは優先度が高い連系線の投資へのシグナルとして、より高い投資利益

率を提供している。 

費用便益分析 

新しい送電線には注意深い費用便益評価が求められることから、費用便益分析（CBA）に

は厳格な手順・内容の適用が求められる。 

案件の経済的便益には、とりわけ、以下が含まれる： 

 予備力の共有 

 高い信頼性と安定供給 

 競争の強化 

 生産と事業費の低減 

 容量の要求にもとづく容量の節約 

 座礁投資（部分的なものも含む）の回収 

 炭素排出量の削減などの環境影響の低減 

 送電線混雑費の低減 

直接費用は設備の投資費用であり、間接費用には、送電投資の社会的費用と環境費用が

含まれる。 

                                                                                 

114 訳注：ここでのロバスト性とは「計画における数多くの不確実性、シナリオに影響されず安定

な」という意味で用いている。 
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電力市場参加者の視点からは、送電インフラの開発は、しばしば複数の状況の変更をも

たらす。 も直接的な変化の一つは、もともと異なる電気の市場価格を持っていた二地

域間への連系線の追加である。発電側にとっては、より広い地域で負荷配分を行い、よ

り高い価格で販売できるため、連系線は市場価格の低い地域の発電事業に利益をもたら

す。同時に、市場価格の高い地域で 後に落札される限界収益点の発電機は、負荷配分

が減る可能性があり、両地域の価格の差が小さくなる。需要側では、勝者と敗者は逆側

に生じ、高価格の地域は供給費用の低減から利益を受け、低価格地域は供給費用が増加

する。 

 

電力を送ることによる便益が新たな送電線の費用を上回る場合にのみ、その送電線の投

資は経済的に妥当と評価される。 

新の送電網の投資には特に重要な二つの原則がある。 

 正味利益の評価では、便益と費用の両方を含め、一般的に新規投資の市場全体へ

の影響を明らかにする。 

 受益に見合う投資費用の事前配賦により、資金調達の不確実性を軽減し、プロジ

ェクトの受容性を高める。 

事前に受益者を特定し、投資費用を配賦できれば、社会全体からの費用回収のニーズを

減らし、プロジェクトの受容性を高められる可能性がある。 

上述の投資ニーズの評価と並行して、CBA は、様々な市場参加者との協議の元で行われ、

合意された権利と責任に加え、利害関係者グループ内の資源の利用が可能であることが

求められる。 

CBA を計画枠組みに含めることで、透明性の確保と市場関係者との協議が可能となり、

将来の費用と便益の重要な要因に対して、相互に受け入れ可能な前提を作ることができ

ると考えられる。 

 

それぞれの投資計画は期待される開発に基づいて策定されるため、将来の条件について

の仮定を協調的に設定することが不可欠である。しかし、条件の不確実性が利益を変え

る可能性があるため、条件の設定にはリスク評価を含めるべきである（例えば、毎年の

送電拡張計画の一環として、MISO が実施する検討のように（MISO, 2014））。リスクと

しては、需要、燃料資源、供給容量などのすべての重要な前提に関する価格および/また

は量がある。 

遠い将来の利益の想定には、不確実性の増加を伴う。新しい送電線は、多くの場合、40
～60 年間の長期の便益をもたらす。しかし、このような長期計画の時間枠を適用するこ

とは、計画立案の不確実性の増加につながり、便益の過小または過大評価のリスクを生

む。長期的な便益とリスクを評価するための適切な手段は、多くの場合、規制の意思決

定の領域では十分開発されていない。 

あらゆる投資は、当該の地方に対し影響を与え、需要側と発電側への影響は異なる特性

を持つことから、事前の費用便益解析は地方の状況にもよるところが大きい。市場の設

計に応じて、発電機および負荷特有の条件を含めることも重要である。例えば、発電側

や需要側のための契約上の取り決め内容によっては、追加投資の恩恵を受けられない可

能性がある。FERC（2010）が求めたように、受益者の義務的ではない自発的な参加のみ
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を要求する場合、すべての市場関係者の 大限の参加を得ることは、どんな送電網の計

画者の情報処理能力をも超える可能性がある115。 

ボックス 7.3  テキサス州における再生可能エネルギー統合と送電網計画 

テキサス州の電力信頼度協議会（ERCOT）は、新たな送電インフラのコスト配賦について

「受益者負担」ではなく、一見「社会全体での負担」と見える方式を選択した。ERCOT は、

テキサス州内の電力システムとして他の州から分離されているため、FERC の規制下とはなら

ない。テキサス州西部とパンハンドル地域の大規模な風力資源を導入するためには、ヒュー

ストンなどの負荷の中心地に送電するために新たな送電線が必要となる。競争的再生可能エ

ネルギーゾーン（CREZ: Competitive Renewable Energy Zones）は、テキサス州の行政規則に則

り、以下の基準を満たすように策定された。 

 再生可能エネルギー資源とそれに適した土地面積が、再生可能エネルギー発電を開発す

るために十分であること。 

 発電事業者による財政上のコミットメントの設定レベル（が十分高いこと）。 

 他の確立された判定基準、例えば、消費者に電力を送るために必要な送電容量と想定費

用、再生可能エネルギー資源の想定されるエネルギー出力、その地域における再生可能

エネルギー発電の便益（などを満たすこと）。 

ERCOT は、遠隔の CREZ から負荷の中心地へ電力を提供するために も費用対効果の高い送

電投資を決定する 適化検討を行った（ERCOT, 2008）。 終的に、CREZ から約 18,456 MW
の風力による発電を送電するための 49.3 億 US ドルの費用を要する送電計画が策定された。

計画には毎年風力発電の約 64,031 GWh を提供するために、合計 2,334 マイルの 100 以上の

345 kV 送電線プロジェクトが含まれる。送電線の収益は、投資コストに充てるため、社会的

費用として顧客により支払われる。しかし、ERCOT 全体の消費者に送電網投資の非常に大き

な総合的効果が及ぶことから、このケースの「社会的費用」という言葉は誤解を生みやすい

が、この場合も「受益者負担」の原則が適用されている。ERCOT は CREZ から全ての地域へ

延びる新しい送電の利益を検討している。複数の州や国の場合に、この手法をそのまま使う

ことは難しいかもしれないが、ある程度の適応と制限を行うことで、他の地域も同様の手法

を使うことができる。 

                                                                                 

115 しかし、FERC が、「その受益者が ISO や RTO に自主的に参加していない場合であっても、タダ

乗りを回避するために、送電プロジェクトの受益者として特定の主体を指定することをいと

わない」と表明したことは注目に値する。例えば、FERC は、MISO と PJM に対し、あるサービ

ス地域において相互に影響を与えるプロジェクトに関しては、共同の費用配賦手法の開発を

求めた（FERC, 2010）。 
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マップ 7.5 テキサス州競争的再生可能エネルギーゾーン（CREZ）  

 

Source: Public Utility Commission of Texas, 2014. 

 

コスト配賦 

正確な CBA の適用と並んで、受容できる費用配賦の方法を見つけなければならないこと

は、効率的かつ受容可能な新規投資を実現するための基本的な障壁の一つである。 

費用配賦の問題は地域間の送電網への投資に特に重要である。これは、他の州や国々の関

係者が含まれており、通常、それぞれはより広い全体の厚生より個別の地域または国の問

題に焦点を当てるためである。特に、複数の地域にとって重要な送電線は、市場の状況に

重大な影響を与える傾向があり、市場参加者は連系線の恩恵にタダ乗りしたいと考える可

能性がある。 

連系線の費用配賦は、送電網の投資家のインセンティブを排除したり、消費者や地域の受

容性の不足を助長したりすることにより、しばしば問題を引き起こす。FERC は、不正確

な費用配賦が越境投資の大きな障壁となることを指摘している（FERC, 2011）。そのため、

規制機関の承認のための明確な事前のルールと、地域や国の間でこれらの投資および費用

配賦のための明確なルールが必要である。送電費用は、主に、送電網利用者から回収され

る。費用配賦の様々な原則が、現在、ほとんどの OECD 諸国で用いられている。各地域が

配賦された費用を送電網利用者に配賦することは、地域間の計画プロセスにはあまり重要

ではないが、これは送電網への投資の社会的受容のために重要である。 

米国の FERC は、地域の状況に差がある場合には地域内と地域間の費用配賦に異なる方法

を用いることができるとの認識を示した。すなわち、FERC Order 1000 では、送電サービ

スプロバイダーが以下の六つの費用配賦の原則の順守を、原則的な手法として定義して
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いる。これは、主に地域内の費用配賦に焦点を当てたものであるが、一部は地域間の費

用配賦にも適用される。 

1. 便益とほぼ相応した費用配賦が行われる。 

2. 便益を得ない人への意図しない費用配賦があってはならない。当該地域に位置する地

域間送電設備であってもそこから恩恵を受けていない地域は、その設備の費用を配

賦されてはならない。 

3. 1 項が適用される場合、費用便益比は、1.25 を超えてはならない。しかし、費用便益

比の閾値は、強制ではない。 

4. 当該の地域外からの自主的な費用負担への同意がない限り、送電計画が行われる地域

内で費用を配賦しなければならない。 

5. 費用配賦の方法は、便益の決定とその受益者の特定の点で透明性がなければならない。 

6. 各種の費用配賦方法が各種の送電設備で使用可能である（例えば、信頼性、経済性、

および公共政策）。 

地域間の費用配賦について、FERC Order 1000 は、互いに連系され、隣接する送電プロバ

イダーに、地域間の協調と費用配賦の手順の確立を求める（FERC, 2010）。しかし、FERC
は、特定の方法論は義務付けず、上述の原則に基づく取り組みを求める。これは、多様

な地域では、適切な費用配賦を決定するために異なる解決策を必要とする可能性がある

という考えによるためである。また、地域間の費用の配賦方法は、各送電網所有者の地

域内での配賦方法と異なっていてもよい。PJM、NYISO および ISO-NE などの送電サービ

スプロバイダーは協力が義務付けられているが、すべての可能性のある利点の実現には、

協調的な計画が重要であることを自ら認識している(ISO-NE, NYISO and PJM, 2014)。 

管理区域を越えない投資であっても、越境の送電容量に大きな影響を与える可能性があ

ることに留意することも重要である。たとえば、ドイツ内の送電網の増強と、ドイツと

オーストリアとの国境の連系線建設は、ポーランドとチェコの送電網に大きな影響を与

える。スペインとフランスの間の越境連系線は、フランスとスペインの国内の送電網の

増強を必要とする。 

 

そのため、費用配賦の原則は、越境送電線に限定する必要はなく、地域内や国内の送電

網増強にも適用することができ、これにより隣接地域あるいは国々との連系がより良い

ものになる。これは、オーストラリアエネルギー市場委員会（AEMC）の例でも示されて

おり、すべての地域内の送電制約の約 2/3 は、地域間の部分を含んでいる（AEMC, 
2011）。欧州では、国を跨ぐ送電線の費用配賦は、送電線の影響を受ける国の間の相互

の合意によって行われ、対象となる送電線は必ずしも物理的に国境の両側を結ぶ線でな

く、一国内の送電線であっても、近隣諸国の送電網に大きな影響を与えるものであれば

よい。欧州委員会の第三次エネルギーパッケージ（the third energy package）と「容量配

賦と混雑管理（CACM: Capacity Allocation and Congestion Management）116ネットワークコ

ード117」の導入により、欧州エネルギー規制機関協力庁（ACER: European Agency for the 
                                                                                 

116 EU の費用配賦は TYNDP にも含まれており、ACER は、規則（EU）No. 347/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure 
and repealing Decision No. 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No. 713/2009, (EC) No. 
714/2009 and (EC) No. 715/2009 に定められたように、法定権限を持つ。 

117 訳注：ENTSO-E Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) 
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Cooperation of Energy Regulators）は、EU 加盟国が費用配賦方法を相互に合意できない場

合、それを決定する権限を持つこととなった。 

オーストラリアでも、新たな送電プロジェクトの費用は、便益に応じて一部が地域間に

配賦される。AEMC は、2013 年に地域間送電線の費用請求に関する 終決定とルールを

発表した（AEMC, 2013）。新しい取り決めでは、地域間のエネルギーの流れを実現する

送電の便益がよりよく反映されるが、各送電事業からの総収益に影響を与えることは目

的としていない。期待される主要な便益は、送電投資を追求するビジネスに対するイン

センティブの拡大であり、その費用は一義的には当該地域から回収されるが、その便益

の一部は、これらの隣接地域の消費者からの投資コストの一部を回収できるので、近隣

の地域にも与えられる。さらに、消費者が送電サービスに支払う価格は、実際の費用を

より適切に反映したものでなければならない。 

今までに、費用は便益に比例して配賦すべきという共通の理解がある。この考え方の利点

の一つは、共同の計画とともに、すべての管轄区域に十分な累積便益をもたらさないプロ

ジェクトに対する過剰投資の予防である。「受益者負担」のもう一つの利点は、それによ

り利害関係者の各グループは、計画と評価の段階で十分な情報を得ることで、新しい連系

線投資の受容性を高めることが保証されることである。 

この方法の難しさの一つは、すべての受益者を識別する必要があることである。それがで

きない場合には、十分な便益が特定されないため費用回収の見通しが立たず、本来価値の

あるプロジェクトを実施できない可能性がある。このため、地域内にとどまらず、複数国

間にコストを分散させる方法が一般に使われ続けている。しかし、社会全体での費用負担

は送配電網への投資のための立地についてのシグナルを弱め、無駄な投資を引き起こし、

費用規律を低下させる（Kaplan, 2009）。逆に、脱炭素化に関連するすべての不確実性の

ため、便益の推定には高い不確実性があり、今後の技術開発に関する幅広い仮定に影響さ

れる。今日の送電網への投資は、約 40 年の平均寿命を想定して行われるが、実際には、

エネルギー需給の大きな変化を経験することになる。理想的には、受益者負担の原則が適

用されるべきであり、それが 終的にコストの社会化（一般負担）の方法と似ていたとし

ても、 終的には受け入れられるべきである。 

7.4. 市場ベースの送電網インフラ投資 
市場間に長期的な価格差のある地域の市場関係者は、送電線の混雑費相当を得るため、

または送電線自体を使用するために新たな連系線への投資に関心を持つ可能性がある。

これらの連系線は、一般に「マーチャント連系線」と呼ばれる（De Jong and Hakvoort, 
2006）。また、送電網運用者は、新たな資産の建設のための競争入札を実施する場合も

ある。 

マーチャント送電線への投資 

送電インフラのマーチャント投資家は、投資を管理するために、競争、自由参入、送電

サービスの市場ベースの価格設定などの一連の前提条件を拠り所にする。マーチャント

投資家は、投資が生む二地点間の増分送電容量と等価な kWh 価格の差に等しい混雑収入

の徴収が許される。混雑収入は、マーチャント投資家が投資の資本費用と運用費用を回

収し、市場ベースの送電網投資を進めるための財務的なインセンティブを提供する

（Joskow and Tirole , 2005）。 

今日、新しい送電網インフラの建設は、主に規制によって進められている。規制は、効

率的な市場ベースの送電網インフラ投資が直面する障壁、すなわち不確実性と収入の不
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足の可能性に対する解決策を提供する。ほとんどの IEA 加盟国では、送電網投資家は規制

機関によって計算された料金に基づいて収入を得る。投資計画や規制による収入の計算

および配賦では、不確実性と収入不足の可能性の軽減を目指している。マーチャント送

電線への投資に対するさらなる障壁としては、市場支配力によって引き起こされる価格

差、上昇する取引費用、第三者の投資提案を拒否する既得権などがある (Joskow and Tirole, 
2005; Uttlechild, 2011; IEA, 2013）。 

しかし、これらの障壁は各国、あるいはプロジェクトに固有のものと思われる。現実の

プロジェクトにおける経験と、その結果としての政策的含意について、現在、学術的な

議論が進行中である。現実のプロジェクトの状況からは、連系されたノード間の値幅が

実際は見積りより低いことが明らかとなり、不完全な市場情報はマーチャント送電網投

資への主要な障碍とされた（Littlechild, 2011）。オーストラリアでは、必要な地域間の価

格差がなくなった段階で、当初は電力会社以外の事業者で開始された二つの連系線プロ

ジェクト、Murraylink と DirectLink は、規制領域に移された。Basslink は、オーストラリア

の NEM の電力会社以外の事業者の連系線のままである。そのような例にもかかわらず、

マーチャントベースの送電網投資に対する障壁を発見し取り除く努力を継続する価値は

あると思われる。このような投資が結果的に増えることで、このプロセスを支援するた

めの規制の介入のニーズは低下する。これは、すべての規制プロセスに内在する誤りの

可能性を部分的にでも軽減し、経済性、技術革新、技術的中立性、供給、財源について

改善することができる（Joskow, 2010）。 

新連系線建設の競争 

送電線や連系線のための競争のもう一つの形態は、新たな資産の建設のためにシステム

運用者が実施するオークションである。送電線や連系線の増強のニーズが計画により特

定されると、ISO が新たな資産を建設し所有するための入札プロセスを実施する。厳密な

マーチャント送電線への投資とは異なり、収入は特定の資産として大幅に規制される。 

表 7.2  連系線のマーチャント送電線への投資の手続きを持つ管轄区域 

 

送電網所有者間の競争は、米国でよく発展している（表 7.2 参照）。このような競争的な

仕組みの主な利点は、システムの計画立案は ISO によって行われるが、潜在的な送電網所

有者が、より費用対効果の高い実施方法を提案できることである。しかし、欧州の状況で

は、システム運用者は、大部分が送電網所有者でもあり、すべての新しい送電資産は、規

制機関の監督の下で、主に TSO によって決定され建設される。それにもかかわらず、指

令 2009/72/EC では、送電網所有者が TYNDP で予測されない送電線を建設しその責任を負

うという条件で、必要な送電線の入札を認めている。この方法の欧州での実現可能性は、

第一に、送電線建設の遅延が TSO によるものであることを証明することは困難であるこ

とから、疑問である。また、送電網の所有者と運用者が同一であることは、第三者に対す
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る障壁を増すこととなる。そのため、欧州の場合、競争入札プロセスは、これまでは英国

の洋上風力発電の連系のためにのみ開発されてきた。 

英国では、2010 年以来、英国ガス・電力市場局（OFGEM: Office of Gas and Electric Market）
は、洋上風力発電のための送電線を認可する競争的な仕組みを決定するために、入札のた

めの法的枠組みを整備した（UK Gov, 2010）。洋上風力発電所のための海底送電網インフ

ラを建設するために入札を行う理由は、適正な品質の送電線を適切な時期に、適正な費用

で確実に建設するためであった。 OFGEM の競争入札プロセスでは、 初に発電事業者と

消費者に対する大幅なコスト削減額を見積り、分析した後に、海底送電事業者（OFTO: 
Off-shore Transmission Owner）を選定する（OFGEM, 2009）。入札ルールによれば、風力発

電所の投資家と独立した送電網の開発者のいずれも資産の開発が可能であり、発電事業者

にとっての柔軟性を提供する。発電事業者が連系線を建設する場合、建設完了後に洋上送

電事業者に資産を移譲することが求められる。洋上送電事業者は、陸上送電網運用者であ

るナショナルグリッド（NGET）により 20 年間にわたり減価償却費として支払われる資金

の収入の流れについて事前の透明性を持つことで、それ以上の収入の規制は存在しない。

継続的な収入の流れには、資金調達、設計/建設（該当する場合）、運転、維持と廃止に

関するすべての費用が含まれる。ナショナルグリッドは、送電料金により、すべての送電

網の利用者にこれらの費用を配賦する。 

これらの入札の結果、新規参入者とこの分野への関心を示す新しい融資元とともに、投

資家の参加を成功裏に得ることができた。 初の入札（OFGEM, 2012）で 43 資産に対す

る 17.5 億 US ドルに関連してほぼ 64 億 US ドルに上る資金が提案された。これにより、

価格統制による方法に対して約 3 億～3.85 億 US ドルの費用が削減されたと推定される

（CEPA / BDO, 2014）。 

ブラジルでは、鉱山エネルギー省が、連邦エネルギー計画会社である EPE、国家送電網

運用者 ONS による検討に基づいて、送電網増強を決定する。その後、国家電力規制機関

の ANEEL が意思決定を行い、新しいプロジェクトのオークションを実施する。システム

のニーズを満たすために必要なすべての施設（230 kV 以上）は、建設、運用、所有者を

決定するオークションにかけられる。オークションプロセスは ANEEL による基準の年額

である RAP（Receita Anual Permitida）の設定で始まり、勝者は 低の RAP を提供する入

札者に決まる。各送電線の免許は、30 年間付与され、15 年後に RAP の支払いは 50%低減

される。プロジェクトを前倒しで完成し、高い稼働率を維持し（て収入増を得）た場合

のインセンティブもある（RAP , 2013）。 

ブラジルでは、これまでに 50,000 km を超える総投資額 280 億 US ドルの新規送電線

（230kV 以上）がオークションにより建設されてきた。提案時の必要収入が 44.5 億 US ド

ル/年であったのに対し、実際の収入は 33.5 億 US ドル/年となった（Brattle Group, 
2014）。 

結論 

送電網の役割は、安定供給を保障し、低炭素発電の費用を 小とするためにますます重

要になってきている。風力発電や PV のような発電出力が変動する電源が今日の電力の相

当量を発電するが、それらの出力は一般的に従来の発電方式ほど安定ではない。VRE の

高い導入率のもとで安定供給を維持し、需給バランスをとるために、人口密度や地勢に

応じ、必要な新規の従来型発電量を削減する上で、連系線は多くの場合で も費用コス

ト効率の高い選択肢である。 
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越境プロジェクトには多くの利害関係者がおり、多くの場合は、全体的な効率と社会厚

生よりも、自分の国や地域の視点を重視する。これは、多くの場合、越境の送電網プロ

ジェクトとそのプロジェクトが地域送電網に及ぼす良い効果についての過小評価につな

がる。連系線への投資を促進するために、共通する送電網の計画立案、費用便益分析

（CBA）と費用配賦への合意は必須である。大規模な連系線地域のモデリングは大規模か

つ複雑であり、同時並行でボトムアップとトップダウンの両方向の検討手法が必要とな

る。地域や地方送電網への影響を考慮して、送電網増強ついて共同で計画を行うことが

必要である。 

電力取引による正味の便益が費用を上回る場合に限って、新規送電線の投資は経済的に

正当化される。定量化の方法論を含め、すべての関連する便益を正確に定めることを、

すべての市場参加者に情報を提供するツールとして使う必要がある。受益者負担の原則

は、その利点が広範囲に及び複雑さが増加する場合でも、これらのプロジェクトのため

の優れたツールである。同様に、費用の正確な配賦は、当事者が、より広い地域全体の

厚生ではなく個別の地域または国の課題に焦点を当てがちな地域間連系線への投資のた

めには、特に重要である。脱炭素に関連するあらゆる不確実性の観点から、便益の推定

には高い不確実性が含まれ、将来の技術開発の広い範囲の前提条件に左右される。 
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第 8 章 配電網118,119の規制 

概要 

 配電網の役割は、その運用が受動的な役割からエネルギー移行プロセスの中心へ

と移るのに伴って変化している。配電網は太陽光発電（PV）、電気自動車

（EV）、マイクロガスタービン、分散型貯蔵とデマンドレスポンス（DR）とい

った分散型エネルギー資源の未来の導入を形作る。 

 配電網の能動的な運用によって、送配電網への投資を削減あるいは延期すること

ができる。ただし、もし配電網の規制枠組みが更新できなければ、この機会は失

われてしまう。 

 配電網規制 2.0 はスマートな配電網構築のために必要である。新しい規制にはま

た、対等な競争への中立的な役割を保ち、分散型資源が参加できる市場枠組みを

創造することが必要である。 

 いつ、どこで、どの程度の自動化を行うかの配電網の改造の決定は、局所的な状

況に応じて判断するべきである。したがって、配電網規制は、負(コスト効率)と
正(技術的投資)のバランスの取れたインセンティブを配電網の運用者と所有者に

与える必要がある。 

 
電力部門の脱炭素化に向けた多くの議論は自由化された発電に焦点があてられているが、

規制されている送配電網の性能もまた非常に重要である。配電料金は、典型的には電気

料金の 20 ～ 40%を占める。「世界エネルギー投資見通し(IEA, 2014a)」の新政策シナリオ

で示されたアプローチ、政策、規制の適用を想定すると、OECD 加盟国では、2035 年ま

での電力部門での総投資の約 30%が配電網に対して行われる。さらに、配電網の規制さ

れた要素は競争的な活動の実効に影響を及ぼす。なぜなら、前者は後者が拠り所とする

インフラのプラットフォームを提供するからである。 

現在、配電網の管理は送電レベルとは大きく異なっている。送電網運用者（TSO: 
Transmission System Operator）の視点からは、配電網は、従来は送電レベルから末端の顧

客に電力を送る、ほぼ受動的なひとかたまりの負荷として歴史的には機能してきた。

近まで、配電レベルの問題は規制機関や政策立案者にとって大きな関心事項ではなかっ

た。 

変革期の電力システムにおいて、三つの課題が配電網の管理では重要となる。 

 今日の新しい出力が変動する再生可能エネルギー(Variable Renewable Energy: 
VRE)(と EV)の統合 

 顧客の市場活動の促進 

                                                                                 

118 訳注：本章では、”grid”、”network”に関して、主に配電内部のネットワークを指す場合には、

「配電網」の訳語をあてた。ただし送電を含むと意図されて使われたと考えられる場合には

「送配電網」、発電機も含む電力系統全体を指す場合には「電力システム」の訳を適宜用い

た。 
119 訳注：“distribution network”(配電網)の電圧階級は国によって大きく異なる。例えば欧州では 20 

kV の中圧と 400 V の低圧が配電網の中心であり、国によってはさらに上位の電圧階級まで配

電網運用者(DSO)の管轄となる。そのため比較的小規模な風力発電所も distribution network に

接続されるなど、配電網の管轄範囲が日本よりも幅広くなる。 
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 送電網と配電網の連携 

配電網においては大規模な投資が必要とされる(表 8.1)が、それらはしばしば詳細な規制

的監督を十分に受けることがない。おそらくそれは、多数の個別の配電網開発者の投資

計画を監視することは、規制機関にとって時間的負担となるためである。規制の枠組み

には、それぞれに独自の課題があり(IEA, 2013)、多くの多様な配電網をできるだけ効率的

に取り扱えるよう設計する必要がある。 

本章では、配電網運用者(Distribution System Operator: DSO)の新しい課題を概観し、配電

網規制 2.0 に不可欠な要素を示す。 

表 8.1 配電網の投資費用の想定 

「新政策シナリオ 2014-35」における 配電網での投資 (十億ドル、2012) 
追加分 

合計 新規需要 再生可能エネルギー 改修 
OECD 1,635 521 53 1,062 
アメリカ大陸 696 245 18 433 

米国 564 183 16 365 
欧州 590 157 23 409 

EU 516 105 23 388 
アジア・オセアニア 350 119 11 219 

日本 199 44 10 146 

Source: IEA, 2014a. 

8.1. 分散型資源のための規制の再検討 

分散型の DR や発電(表 8.2)、エネルギー貯蔵、配電網でのよりスマートな技術や能動的管

理技術など、分散型資源(Distributed Energy resource: DER)の導入の増加により、配電網の

管理と運用と規制にも新たな課題がもたらされている。 

3 kW から 50 MW の間の DER は、配電網の消費者に近い場所や、さらに電気的にはビハ

インド・ザ・メーター(Behind the meter)にすでに接続されている。これらは電力（時には

熱も）供給のための小規模でモジュール化された多様な機器から構成される。これらに

は化石燃料や再生可能エネルギー技術、エネルギー貯蔵装置（例えば蓄電池やフライホ

イール）、コジェネ120が含まれる。分散型発電は今日の電力システムに関連する、たと

えば、大規模停電121、広域電圧低下122、エネルギーセキュリティの懸念、電力品質の問

題、より厳しい排出基準、送配電網のボトルネックやエネルギー費用のより大きな制御

など、多くの課題に解決策を与えることが期待される123。 

                                                                                 

120 コジェネ(co-generation)は、熱と電力を合わせて生産することを指す。 
121 訳注：Blackout の訳。事故、事故波及、計画的停電の場合を含む。 

NERC の定義参照。（NERC のサイトは現在日本から参照に制約あり） 
122 訳注：Brownout の訳。供給力不足に対応して需要を削減するため、運用として電力システムの

電圧を下げる運用を含む。NERC の定義参照。（NERC のサイトは現在日本から参照に制約あ

り） 
123 訳注：米国では、2012 年 10 月に東海岸に上陸したハリケーン・サンディによる過去 大規模

の停電の際、その原因となった送配電網の復旧への関心が高まり、この対策として分散型資

源への期待が大きい。ただ、本書でも別の部分で述べているように、分散型資源を使いこな

す技術は現在発展途上である。 
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表 8.2 分散型発電技術の例 

再生可能エネルギー 

太陽光 

陸上風力 

小規模水力 

木質バイオマス 

都市型固体廃棄物(再生可能成分) 

非再生可能エネルギー 

天然ガス燃料電池 

小型レシプロエンジン 

小型ないしマイクロガスタービン 

 

将来、これらの技術や DR、EV のさらなる導入は重要な役割を担う。これらの手段の拡

大とその配置は将来の配電網に対する要求を規定し、その結果、将来、どこにどの程度

の報酬で投資をするかにも影響を及ぼすことになる。そのため、配電網の投資と管理に

対する規制の枠組みは単に送配電網規制の問題であるだけでなく、将来の電力システム

全体にも影響を与えることになる(図 8.1)。 

図 8.1 将来の送配電網と電力潮流の構造 
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出力調整可能な分散型発電による信頼度向上 

電力の消費者、例えば病院やデータセンターや大規模建物は、自分たちの電力の安定供

給性を高めるために、非常用のディーゼルや天然ガス発電機を使用できる。予備の電源

は停電の影響の大きい場所や、電力供給者による停電復旧が遅いところで用いられる。

熱電併給や再生可能エネルギーへのインセンティブ増加と電気料金の不安定化に伴い、

将来の導入目的はコスト削減と低排出となり、技術と燃料の多くの組み合わせを利用す

ることができる(ボックス 8.1)。 
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ボックス 8.1 分散型の従来型発電 

 ディーゼルエンジン発電セット*は、費用効率的で信頼性があり広く使われている技術

で、1 kW から 10 MW 程度までの幅広い容量の製品が製造されている。これらはピークロ

ード用発電機として運転され、頻繁に起動停止されるか、負荷追従発電機として使用され

る。単独系統でのベースロードとして運転することも可能である。大きな欠点は非常に高

レベルの排出であることと、大きなエンジン騒音を弱める必要がある点である。 

 二元燃料エンジン発電セットは、天然ガスとディーゼル燃料の混合物を使用できるディー

ゼルエンジンである。少量のディーゼル燃料で圧縮点火ができ、高い割合で天然ガスを混

合することで、ディーゼルエンジンよりもはるかに低排出を実現できる。他のほとんどの

点では、二元燃料エンジンはディーゼルエンジンと同等である。天然ガスエンジン発電セ

ットは、ディーゼルや二元燃料エンジンと類似の性能であるが、 小の排出になる可能性

がある。これらは数 kW から 5 MW の範囲で利用可能である。 

 燃焼タービンはガスや液体燃料を燃焼する。これらはレシプロエンジンより数分程度余計

に起動時間がかかる。ガスタービンは通常ピークロードや負荷追従運転に用いられるが、

大容量機はベースロード運転も行われる。導入費用はレシプロエンジンより高いが、メン

テナンス費用が安価である。タービンは効率的で比較的排出物が少なく、300 kW から数百

MW までのものがある。 

 マイクロガスタービンはより低効率な燃焼タービンで、30 ～ 250 kW の範囲で使用され

る。マイクロガスタービンは小規模の産業や業務の市場を対象にしており、コンパクトで

手ごろな価格、高い信頼度があり、モジュール式で簡単に導入できるよう設計されてい

る。 

 燃料電池は熱化学的なプロセスにより直流で発電し、その電力は配電網で用いるため交流

に変換される。副生成物は熱、水、CO2 で、燃料電池は電力の中で発電時に も排出物が

少ないものの一つである。現場まで水素を輸送しない場合、水素は天然ガスあるいはプロ

パンのような燃料の改質により得られるが、このプロセスでは環境排出物が発生する。燃

料電池は効率が高く静かであり、モジュラー型である。容量は数 kW から 200 kW であ

る。 

＊「発電セット」は発電に用いられるエンジン駆動の装置である。 
Source: DOE, 2002. 

出力が変動する分散型再生可能エネルギー発電（VRE）とホットスポ
ット 

高い導入率での VRE の統合には、配電網に新たなサービスが必要となる。世界エネルギ

ー展望（WEO: World Energy Outlook）2014 の 450 ppm シナリオには、世界平均気温上昇

を 2℃以下に抑えるという国際的に合意された目標を達成するための政策が全て組込ま

れており、そのシナリオでは全体のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの

比率は 2040 年までに 30%に上昇するとされている(IEA, 2014b)。電力部門に限れば、この

割合は 51%にもなり、国あるいは地域ごとの目標はしばしばこれらの水準を超える。 
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図 8.2 ドイツにおける分散型再生可能エネルギー発電容量の典型的な想定 
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注：ドイツのネットワーク開発計画用シナリオ枠組みのシナリオ B に対応する。政府の再生可能エネルギー目標に近く、

代表的シナリオとされている。 

Source: BNetzA、2013。 

 

いくつかの国ではすでに、配電網に大量の再生可能エネルギー発電を導入してきた。例え

ば、ドイツでは配電網運用者は約 61 GW をすでに接続している。この量は、ドイツの送配

電網に連系された全再生可能エネルギーの約 98%を占める。ドイツにおける VRE 導入成功

の記録は、新規電源の送配電網への接続の法的義務、ならびに効率的な監視と紛争解決管

理を反映している。加えて、この PV の受入はほとんどが自らは従来型の発電設備を持た

ず、運用もしない配電事業者の中で行われたため、利益相反が回避されてきた。 

再生可能エネルギーの設備容量は、地域や国によって非常に大きく異なる。複数の予測に

よれば、ドイツの政策目標を達成するためには、2032 年までに再生可能エネルギーの導入

量が二倍以上になる必要があるとされている。そして、ドイツ国内の各連邦州が自らの目

標を達成するためには、導入量は三倍に増える可能性もある（図 8.2）(BMWi, 2014)。 

法律もまた再生可能エネルギーの導入に影響を与える。なぜなら地方自治体は風力発電の

ための特別の場所を数多く認定する必要があり、そのことが「ホットスポット」への VRE
の集中につながる。例えば、現在のドイツでは、少数の配電網運用者は、連系点でピーク

需要を超える再生可能エネルギー導入容量を扱わなければならない。 

分散型エネルギー貯蔵による局所的なピークの削減 

電力会社における蓄電池の代表的な用途は、変電所の回線切替時の無停電での電力供給

と予備電力の起動である。また、貯蔵技術により数時間の負荷の平準化やピークシェー

ビングも行うことができ、家庭、業務、産業の需要家の電力品質や、停電時のバックア

ップによる信頼性向上にも使える。 

家庭の貯湯タンクは、今日 も一般的に普及している熱エネルギー貯蔵技術の一つであ

る。氷や冷水の貯蔵といった他の技術も、オーストラリアや米国、中国、日本などのい

くつかの国では重要な役割を果たしており、その導入目的は、電力会社はピーク負荷を

削減することであり、消費者は電気料金を低減しようとすることである。地中熱貯蔵

(Underground Thermal Energy Storage: UTES)124システムは中国、ドイツや多くの他の欧州各

国でよく見られる(IEA, 2011)。 

                                                                                 

124 訳注：地下熱貯蔵システムは住宅などの建物に冷暖房用の温水ないし冷水を供給することを目

的に、地下に温水ないし冷水として熱を貯蔵する設備である。帯水層、掘削孔の使用が代表
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EV による 大需要の増加の可能性 

EV やプラグインハイブリッド車（Plug-in Hybrid Vehicle: PHEV）の大規模な市場進出には

時間がかかるが、それらは急増しつつある新しい電力需要である。各国政府の政策目標

によれば、2020 年までに主要な経済圏で約 2000 万台の EV または PHEV が走るとされる

(ICCT, 2013)。 

これらの車両は近々、特に 2025 年までに 150 万台のゼロ排出車の導入が予期されている

カリフォルニア (California Energy Commission [CEC], 2013) のような、高い比率で導入され

る国や地域においては、既存の配電網インフラに影響を及ぼし始めると考えられる。EV
の充電については、現在、必要とされる充電時間が異なる少なくとも三つのモードが議

論されている。レベル 1 の低速充電は 大 2.4 kW の容量、レベル 2 は 19.2 kW の容量を

必要とする。レベル 3 は、完全に決まってはいないが、20～250 kW の需要を創り出す

(NREL, 2010)。これらと比較して、一般的な家庭のピーク需要は 3.5 ～ 5 kW である。 

EV 充電の影響は、利用のピーク時間によって大きく変わる。家庭の電力需要は通常オフ

ィスアワー後の数時間で 大となり、それは人々が家に帰り、家電のスイッチを入れる

時間帯である。調整もされず高速充電器もない場合には、ほとんどの EV の運転手は家に

帰って自分の EV をコンセントにつないで数時間の充電を行うため、EV はピーク時間帯

の電力需要をさらに増加させることが一般的には予測される。もし 2020 年にカリフォル

ニアの全ての EV が同時に充電を始めたら、3.6 GW(レベル 1)から 30 GW (レベル 3 の低い

値)の容量需要の急増を、ピーク需要 52 GW の電力システムで引き起こすことになる。こ

の容量の需要が配電網の支配的なピーク需要と重なったと仮定すると、この需要が電力

システムのピーク需要へ加わり、大幅な配電網と送電網（と発電機）インフラの容量の

増強が必要となる。 

EV 充電へのリアルタイムプライシングはこの状況を大きく改善し、ある研究では、2020
年までのカリフォルニアの配電網のピーク需要の増加を 200 MW まで低減できると試算

している(CEC, 2009)。充電インフラを特に家庭レベルに導入する際には、ピークの影響を

軽減し、しかも顧客に（充電時間について） 後の選択肢を残す設計を行うことができ

る。 

リアルタイムの価格シグナルのもう一つの便益は、ピーク需要の送配電網への巨大な影

響を避けることである。しかし、このためには EV 接続側に新しい技術による機器を導入

する必要がある。局所的な EV 導入率に応じて、価格シグナルは選択の自由と顧客の柔軟

性を同時に確保することができる。リアルタイムの価格は、ピーク需要への影響を回避

するための集中制御された充電に頼る必要はない125。市場の枠組みの下で、送配電網運

用者は、送配電網の混雑や信頼性の問題を避けるために、ピーク時間帯の EV による需要

を減らすことができる。しかしながらこの方法は、将来の充電パターンに対する顧客の

不確実性を増す恐れがあり、EV の全体としての魅力に影響を与える可能性がある(IEA, 
2013)。 

                                                                                                                                                                                   

的であり、それぞれ帯水層熱貯蔵 (Aquifer Thermal Energy Storage: ATES)、掘削孔熱貯蔵

(Borehole Thermal Energy Storage: BTES)と呼ばれる。 
125 訳注：初期の負荷分散には集中制御は必須ではないが、充電の調整からより大きな価値を引き

出す場合には、他の DR と同様、アグリゲーション、集中制御の可能性はある。 
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DR の配電網への貢献 

DR サービスは、電力市場と配電網の双方に有益である。例えば、過剰な再生可能エネル

ギー発電があり、その結果としての市場価格の低下による追加的な需要が発生したとき、

この追加需要は今日の配電網容量を超え、配電網の追加的な投資の必要性を誘発する可

能性がある(DENA, 2012)。この例は、DR の市場ベースでの利益と配電網ベースでの利益

との間で、協調をとる必要性が出る可能性を示している。 

同様の影響は、様々な貯蔵技術の導入と利用でも予期される。DR と、電力市場と配電網

にエネルギー貯蔵を提供するサービスとの協調は、配電網部分と電力部分の価格による

二層構造のリアルタイムプライシング方式によって実現できる。 

8.2. 分散型資源用の市場枠組みの設計 

分散型資源の市場参加の解放 

マイクログリッドと新技術の可能性 

局所的な電力システムへの市場モデル拡張の可能性についての注目が高まっている。過

去数十年にわたる規模の経済と集中化の優先とは対照的に、今日はより多くの発電機が

中圧ないし低圧に接続され、同時に DR と貯蔵技術が利用できるようになり、配電網運

用者と規制機関は、配電網の新しい運用方法を模索している。 

自立的なマイクログリッドは新しい概念ではないが、ニッチな市場にとどまっている。

マイクログリッドはより高い信頼性のために配電網との接続を代替するものとされ、主

に軍や大学のキャンパス、産業用に開発されてきた。しかし、これらの配電網に接続し

ない解決策のために既存の機器を改修することは、比較的コストが高くつく。完全に新

しい街や工業都市が建設される場合には費用は安くなる可能性はあるが、その数は低成

長の OECD 経済圏では少ない。さらに、マイクログリッドは局所的な範囲での電気機器

の集中制御による技術的な解決策が主であり、市場枠組みを意図したものではない。 

一方、規制機関や政策立案者は、彼らの管轄区域の余力によるエネルギー自立の考えを

積極的に促進しており、地方機関の権限の範囲により、地方自治体、地区、部門や州な

どのレベルで行われる。これらの場合、電力システムはマイクログリッドよりはるかに

大規模になる。PV の急速な導入拡大により、晴れている時間帯に過剰な電力を近隣と取

引したり蓄電池に蓄えたりする機会が現れている126。 

ニューヨーク州公益事業委員会は、「エネルギーの将来像改革」(Reforming the Energy 
Vision: REV)という名称の、 もよく知られている政策を進めている。REV は電力会社へ

の規制の総点検と配電レベルでの新しいエネルギー市場の設計により、省エネルギーと

再生可能エネルギーへの転換を加速することを目的としている。この計画の一部として、

配電網基盤提供者(Distributed System Platform Provider: DSPP)として活動している電力会社

は、需要家の電力消費行動と積極的に協調することが求められる。その目的は、消費者

が自分たちのエネルギーをより制御し、エネルギーを生産できるようにすることである。

競争的なエネルギーサービス供給者は DSPP の機能を補完する。発電事業者も小売事業

                                                                                 

126 訳注：第 7 章で述べられているように、資源の共有と 適化、PV、風力の出力のならし効果な

どのため、送配電インフラの重要性は今後も変わらない。本章で記述されている政策的な自

立、自律で目指す便益をどう整合させるかは、今後の課題である。 
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者もそれらのビジネスモデルを拡張して、DSPP との協調のもとで DER の市場に参加す

ることが推奨される。REV 構想の推進力の一つは、需要や蓄電池や PV、非常用発電機と

いった地元の資源をより有効に市場に参加させ、コストのかかる送配電網への投資を遅

らせてコストを 小化することである。 

同様の構想は、欧州エネルギー規制者評議会(Council of European Energy Regulators: CEER)
でも開発されてきた。これは、中立的な市場促進役である DSO が新しい市場に基づくサ

ービスを開発し、安定なシステム運用を確保することを可能にするものである(CEER, 
2015)。このため、DSO は、スマートグリッドによる解決策の採用や革新的な投資を作り

出すことで、配電網を能動的に管理することが求められる。送・配電網の協調問題は、

DSO と TSO の間で調整されることになるだろう。さらに、DSO は自分たちの配電網を EV
充電ステーションや圧縮天然ガススタンドといった新しい需要にも適合させる必要があ

る。サイバーセキュリティやデータ管理とそのプライバシー保護は、見過ごせない重大

な課題である。 

モノのインターネット（Internet of Things: IoT）はこうした展望の上でカギとなる。イン

ターネットにより一般的な情報通信技術が経済の全部門に広がりつつあることは、ほと

んど疑う余地がない。この点で、電力部門は、将来間違いない応用候補ではあるが、ま

だ新参者である。安価な双方向通信システムは、現在家電から暖房・給湯、照明までほ

とんどの電化製品で利用可能である。新しいビジネスモデルも、いわゆる「無料で始め

られるゲーム」と同様、携帯電話による数セントの少額取引を基盤とする。電力部門で

は、今後数十年間に巨大な変化が予測される。 

小口の消費者と生産者のための市場参加の簡略化 

これらの技術を扱う、規模の大きなビジネスモデルはまだ見つかっていない。実際、例

えば 300 の発電機と 1000 の大口の消費者の協調のために開発されたソリューションは、

十数種類もの制御可能な家電、電池、PV をそれぞれが持つ 3000 万顧客が接続する低圧

配電網といった多数を相手とする市場には適用できない(図 8.3)。 

図 8.3 イタリアにおける電圧別の顧客 

 
注： kV = 千ボルト。 

Source: Massimiano, M. (2015) 

 

取引費用(Transaction cost)は、既存の市場の仕組みにおいて分散型資源の市場参加の主要

な障壁である。通常、卸電力市場は、計算システムが追跡可能な状態に維持し、取引費

用を削減するため、数 MW 以上での入札に参加が制限されている。明らかなことは、小

規模なルーフトップ PV は前日市場の五分コマ取引には決して参加しないであろうという

ことである。電力市場は、専門の市場参加者にとってもあまりにも複雑であり、単純な
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解決策が求められる。さらに、市場参加による利益は通常相対的に小さい。例えば、能

動的な DR 参加は電気料金の数%、例えば 大 50 US ドルを節約できる可能性がある。し

かし多くの消費者はこの節約を実現するために多くの時間やエネルギーを費やしはしな

い。人々がこのことにかける時間を年数時間以内にする、単純で拡張可能な解決策を見

つける必要がある。 

より重要なことは、参加による利益が分かりにくく、投資を正当化できる十分な見返り

がない場合、消費者や小規模発電事業者は参加しないだろうということである。複雑で

不確かな利益を短時間で理解することはできない。繰り返しになるが、複雑な 60 分コマ

の市場の枠組み127に小規模需要などが直接参加することは不可能であり、単純な解決策

を実行する必要がある。 

この背景に対して、小売事業者、配電事業者、アグリゲータは複雑な電力市場と消費者

や小規模生産者とをつなぐ重要な役割を持っている。これらの解決策としては、需給調

整契約や、赤い時間と緑の時間128のクリティカルピークプライシング（Critical Peak 
Pricing: CPP）、自動化による解決策といった提案が含まれ、投資を正当化するための長

期的な契約を含む可能性が高い。より緻密な方法としては、エネルギーサービスの中に、

例えば「より高いあるいは低い快適性」といった形で、これらを織り込むことである。

しかし、より低い快適温度はより安価であるが、建物の温度は冬により低くなる129。よ

り詳細な議論は第 6 章の DR で取り上げている。 

分散型の市場枠組みと短期卸電力市場との協調 

複雑さの増加：配電網と小売事業者の分離 

分散型資源への市場枠組みの開発は、スマートメーター(Advanced Metering Infrastructure: 
AMI)、計測データ管理システム(Meter Data Management System: MDMS)、需要家向けウェ

ブポータル、および停電管理システム(Outage Management System: OMS)の導入によって

促進される。これらのシステムは、既存のスマートグリッドの機能に基づき、以前には

利用できなかった選択肢を提供できるように構築されている。例えばスマートメーター

は、需要家が 大需要を削減し、毎月の電気料金を下げる時間ベースの料金プログラム

を実施可能にする。新しい停電管理システムとスマートメーターの統合により、停電管

理と復旧作業が改善される。この高度な技術と新しいデータ解析能力の組み合わせで、

配電網のより効率的な設計と運用が可能になり、サービスの質の差別化につながる。 

小売の競争がない管轄区域では、配電事業者は同時にエネルギーの小売事業者でもある。

米国のほとんどの（スマートグリッド関連の）実験が小売競争の行われない州で実施さ

れたことは、驚くべきことではない。垂直統合においては、散在する小規模な利益をよ

り容易に調整することができる。コロラド州、サウスダコタ州、メイン州、ワイオミン

グ州では、 初の実証は例えば数十万の需要家規模で実施された。これらのスマートグ

リッドプロジェクトの多くにおいて、資金は 2009 年の「米国復興・再投資法」によって

提供された。 

                                                                                 

127 訳注：原文は”hourly market platforms”。本章では市場の時間分解能の単位を「コマ」と表現す

る。 
128 訳注： 赤と緑は、電力不足の時間とそうでない時間をさす。 
129 訳注：「暖房が電化されていると冬季は配電網が重潮流になりやすく、負荷削減ができれば配

電網の設備計画・運用上有益だが、本文にあるように DR を行うには顧客の快適度を犠牲にす

るため、その効果は限定的である」ことを示唆していると思われる。 
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これとは対照的に、配電事業者と小売事業者の分離は、事態をより複雑にする。分散型

資源は配電事業者にも（例えば投資を遅らせられることで）、小売事業者にも（例えば

請求額の削減で）、それぞれ利益をもたらす。したがって、配電事業者が得られる利益

（投資を遅らせられるという点）と、小売事業者の利益（電力コスト削減の点）へのそ

れぞれの割り当ては事前に量を決めておく必要がある。実際には、これは配電網接続料

金（託送料金）130の設計と小売事業者の料金メニューの定義の問題になる。それらは単

純でかつ、卸電力市場や配電網の視点からの期待利益を可能な限り反映したものである

必要がある。 

一度合意して導入される場合、分散型資源は計測可能でなくてはならず、非常時には送

配電網運用者から制御可能であるべきである。これは通信技術（IT）の費用を増加させ

るとともに、利用に違いが生じうる。例えば、分散型資源の動作すべき時間の定義は、

配電網の視点と小売事業者の視点では異なる場合があり、両者の間に対立や非効率性を

生む可能性がある。 

DR のアグリゲータといった他の市場参加者が加わると、構図はさらに複雑になる。たと

え原理的には契約上の仕組みでこれらの問題を解決したとしても、規制機関は配電網と

アグリゲータの参加の観点から、ルールを定義する必要が生じると考えられる。 

分散型市場枠組みと卸電力市場の連携 

分散型市場枠組みは、実際には地点別価格システムよりもさらに地理的に細分化された

局所的な市場価格を形成する可能性がある。この局所的なレベルでは、電源の中央給電

を想定した従来型の地点別限界価格モデルを実現することは難しいと考えられる。計算

機の能力は向上するとしても、中央給電指令所の計算機によるリアルタイム制御には限

界がある。 

いくつかの実現可能なモデルがこの問題を回避しうる可能性がある。 

一つの選択肢（オプション 1）は、分散型の各市場枠組みが局所的な発電と負荷を集約

し、連系点において正味の負荷ないし発電量という形だけで卸電力市場に参加すること

である。配電事業者は市場からは大きな一つの資源とみなされ、各連系点での負荷に応

じて卸電力市場に発電と消費を入札できる。しかし、このモデルは小売競争と相容れな

いようにみえる。 

もう一つの可能性（オプション 2）は、卸電力市場枠組みと局所的な分散型サービスの

枠組みに同時に参加可能にすることである。このモデルはより複雑であるが、小売競争

とは整合的であり、すでに CEER によって欧州の状況が分析されている。配電市場枠組み

は小売事業者やアグリゲータの卸電力市場への参加に加え、配電網の必要性を満たすた

めに彼らの開発した機能を発動できることを保証する（図 8.4）。これは実際上、その地

点情報を示して電力市場に入札すべきことを意味する。アグリゲーションは、市場全体

の規模でも、配電網の目的に対応するための局所的な規模でも行いうる。この入札は発

電所別ではないが、資源のポートフォリオは地点の特性を持つべきであり、必要なら配

電線フィーダレベルまで細分化しなくてはならない。 

配電レベルと卸電力レベルの協調はより複雑になってきている。一般的には、配電は受

動的であり、負荷予測は気温と天候に依存する。配電網が能動化すると、卸市場レベル

での負荷予測が変化し、配電事業者がその管轄範囲の負荷を減らす時には、卸電力市場
                                                                                 

130 訳注：Network access tariff または Network tariff、Network price は日本では託送料金と呼ばれて

いるので、本書ではいずれも託送料金と訳している。 
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の負荷も減ることになる。これにより持続的な情報の更新が必要となる。逆に、分散型

資源は、当日市場と前日市場の時間枠における卸電力市場の要求への対応に貢献できる

ようになる。小売事業者ないしアグリゲータが卸電力価格に応答することで、配電網の

局所的な混雑を引きおこす可能性がある。 

図 8.4 配電市場と卸電力市場のインターフェイス 
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透明性のある短期市場は、分散型資源、配電網と卸電力市場の協調を確保する上で有用

である。小売事業者と配電事業者は、それぞれの資源の組みあわせを発動させることに

より、当日価格の変化に応答できる必要があり、このような応動は短期市場の計画の更

新に取り込まれるべきである。こうした分散的な応動を可能にする条件は、当日価格が

透明性を持ち、分散型資源の局所的な特性に沿うように 大限の解像度で、特に地点解

像度で、資源の限界費用を反映することである。 

配電と短期 kWh 市場の協調には、集中型の負荷配分と分散型の発電と需要の計画の更

新の両立も含まれる。透明性のある地点別の当日価格は、集中型資源と分散型資源、ア

グリゲータ、配電事業者と小売事業者の価格調整を保証する上で重要でと考えられる。 

8.3. DSO 規制 2.0 に向けて 

規制は、費用 小化だけではなく、投資へのインセンティブを与えることもますます重

要になっており、新たに満たすべき目的となっている。サービスの質、スマート技術と

革新技術の導入も重要性を増している。 

インセンティブ規制の仕組みやプライスキャップは 1990 年代に導入された。こうした対

策の目的は、電力会社の情報の優位性と効率改善により多くの利益を得ようとする動機

とを利用し、市場のインセンティブの代替とすることである。この方法で、規制機関は

（電力会社の）行動への管理を弱め、代わりに成果に対して報酬を出している(Vogelsang, 
2002)。規制された部門に関してではあるが、インセンティブ規制は 1990 年代の電力部

門の再編において、重要な便益を持つことが示された(Joskow, 2008)。 

インセンティブ規制の仕組みでは次のことが期待されていた。すなわち、規制対象の電

力会社による、費用低減、費用効果の高い手法によるサービスの質の向上、新しい製品

とサービス導入の促進、および規制対象である送配電網インフラサービスへの投資と接

続への価格づけの効率化に向けた努力の促進である。それらは全体として、特に送配電

網運用における効率の向上と費用の削減に関して成功を収めた。 
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配電網、ひいてはその規制には多くの新しい課題がある（図 8.5）。多くの OECD 諸国で

は、配電網は経年化し、技術的な変化が未来の配電網とその規制について非常に大きな

不確実性をもたらしている。現段階では、将来のエネルギー技術ミックスを予測するこ

とは非常に難しく、政策上の障壁やインセンティブや規制に大きく影響されると考えら

れる。加えて、託送料金は将来上昇する見込みである。例えばドイツでは、配電網全体

の費用は 2032 年までに 低 10%の上昇が見込まれており、個別の配電網では更に大幅に

費用が上昇する可能性がある。重要なことは、個々の投資判断は、配電網全体の必要量

に正確に合った配電網容量の着実な増加をもたらさないことである。一つ一つの投資単

位が大きいため、一時的に不釣り合いな投資がしばしば行われる。 

図 8.5 配電網規制の中核的な使命と新たな目的 

 
 

配電網規制は、DER の建設と活用を促進も阻害もする。規制は、投資への配慮なく運用

費削減のインセンティブだけに注力することはやめるべきである。配電投資は、規制に

おいてますます重要な分野となっている。効率的な規制の枠組みは、運用・保守費用と

投資の 適なバランスを目指し、配電網により電力市場が機能できるという事実を考慮

するべきである。結果的に、枠組みを変える時には、システムワイドな視点が必要とな

る。 

 配電網規制は、電力市場の脱炭素化を促進するために以下のいくつかの活動を包含す

る必要がある。 

 配電網運用者が実行できる（新しい）活動の定義と、TSO との協調 

 配電網計画の監視と投資（および接続）の承認 

 規制された収入と対応する配電網料金水準の設定 

適切な規制体系の構築により、配電網の所有者と運用者は DER と新技術の統合を発展さ

せるために適切なインセンティブを与えることができる。 

市場枠組みによる DSO の新たな役割 

PV システム、蓄電池や DR 機能は配電網に接続されるため、分散型資源の導入により規

制された配電事業者の活動範囲の進化が促進される。規制機関は今や、料金規制下で規

制される活動と、新しい技術の導入を促進するための市場の活動との境界を再定義しな

ければならない。その際にまた、規制下の活動から市場ベースの活動への内部補助を防

がなければならない。 

DSO が「中立的な市場の世話役」であるべきことは、米国と欧州において広範に議論さ

れてきた(CEER, 2015)。小売事業者、情報通信企業や計測企業を含む幅広い参加者が、バ

ランシング市場、アンシラリーサービス市場、電力市場で取引を行っている。DER の増

加に伴い、新しい市場参加者の数も増えている。新しいビジネスモデルが、市場参加者

に多様なエネルギーサービスを提供しながら、そして様々な資源を集約しながら登場し

てくる。この結果、システムはさらに複雑になり、DSO の役割は、公平な活動の舞台を

作りながら新しい市場参加を促進するように、明確に定義されなければならない。 
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間違いなく、DSO の中核的な役割は依然として配電網の投資、維持、運用である。そし

て、これらの活動はその独占的な性質から、規制を継続しなければならないことは明白

である。しかし、市場枠組みとしての活動やデータ管理といった他の活動には、いくつ

かの組織形態が出現している。 

これらのいくつかの新しい役割は、規制の中あるいは外で、市場参加者、DSO、あるい

は第三者によって行われるもので、メーターの所有と管理、データの取り扱い、EV の充

電の仕組みなどが含まれる。ここでは、IT における意思決定は、市場参加者の能動的で

リアルタイムに近い局所的な kWh 市場参加を可能にするため、重要な問題となる。多様

な参加者の責任の定義は、多くの予想される技術の幅広い導入を促進する上で重要であ

る。 

現在ニューヨークで議論されている DSPP の提案は、配電レベルで発電事業者と消費者の

能動的な参加を調整する 初の実用的な段階の一つである。DSPP は、顧客と社会の要請

に応えられるべく多様な資源を統合し、安全で、信頼性があり、かつ効率的な電力サー

ビスを提供する、知的な市場枠組みと考えられている。DSPP は、卸電力市場および基幹

電力システムと整合しつつ、能動的な顧客と第三者の関与を可能にすることで、電力シ

ステムと社会の価値に収入を与える市場活動を幅広く発展させることを意図している。 

ボックス 8.2 配電網運用者の将来の役割:欧州の視点 

EU は、増加する DER が DSO に自身の役割を達成する新しい方法を提供するとの共通の合意

に基づいて、DSO の将来の役割について継続的に議論している。DER は、短期的な配電網混

雑管理に用いられ、将来の配電網への投資の回避や延期につながることで、単に配電網運用

上の解決策を提供するだけでなく、長期的な配電網投資の計画立案に対して積極的な影響を

与える。 

全体として、DER は幅広い新たな手段を DSO に提供する。しかし DSO は DER を効率的に使

用するために、積極的な役割を果たす必要がある。このことは、TSO がバランシングやアン

シラリーサービスを促進するために用いるものと類似の調達プロセスにより実現できる。

DER 技術はまた、小売事業者やアグリゲータなど他の市場の主体に対してもサービスを提供

し、それらは TSO のアンシラリーサービス市場でサービスを使用、あるいは転売する。した

がって、DSO は、DER のサービスを巡って他の電力市場参加者と直接に競争することになる

が、このことは、DSO が市場運営者としての役割を濫用する危険性を意味する。そのため、

DSO が配電レベルの明確に定義されたシステムサービスを透明性のある方法で調達するため

の新しい市場枠組みを、DSO が開始することを奨励するための明確な規制が必要となる。 

DSO と TSO の双方向の協働 

DER の導入率が高くなると、TSO と DSO の間で構造化された情報交換が必要となる。特

定のエリアに再生可能エネルギー（特に出力が変動する風力発電と PV）が集中している

国では、配電網から送電網への潮流の増加が送電網の負担を増大させる。したがって、

DSO の計画立案と管理を TSO が考慮できるようにするため、DSO と TSO のシステムの協

調とコミュニケーションの高度化が必要となる。 

電力システムの需給調整のために、集中型の発電機は TSO に運転計画を送るが、配電レ

ベルでは、現時点では、DSO には分散型発電から同様のデータを受け取るシステムがな

い。分散型発電から予測や計画の情報を DSO が取得するようになれば、DSO は局所的な

配電網制約を管理できるようになる。この情報に基づく DSO の行動は、送電網管理に対

し有用である一方、TSO の運用をより複雑にする可能性もある。 
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同様に、基幹電力システムのバランシング市場に参加している柔軟な電源は、DSO レベ

ルの予期せぬ混雑を引き起こす可能性がある。したがって、一方の行動がもう一方の新

しい障害とならないように、短期市場の運用においては緊密な協力が必要となる。 

送電と配電の間の双方向インターフェイスは、計画立案と短期運用における両者の間の

より高度な協働を必要とする。 

再生可能エネルギー発電を含む配電網投資の計画立案 

配電網計画立案の重要な一つの側面は、再生可能エネルギー電源の出力の低減や抑制の

機能である。配電事業者にとっては、分散型資源の制御や出力抑制の能力をある限られ

た範囲で持つことで、インフラの増強費用の大きな削減ができ、それによって風力発電

や PV の統合を加速することができる。 

いくつかの規制枠組みにおいては、配電網の開発者は再生可能エネルギー電力の全量を

統合するために、再生可能エネルギー電源の接続を設計し、システム全体の配電網混雑

を緩和することに加え、すべての抑制についてその収入を補償する義務もある。この方

法では、再生可能エネルギー電源への追加的投資の確実性を保証する一方、さらなる非

経済的な配電網投資の決定を招き131、結果として電力システムとその利用者への過剰な

費用となる可能性がある。 

欧州レベルでは、配電網インフラへの投資は通常風力発電と PV の発電の 100%を有効に

利用する必要性から生じる。ドイツの陸上風力発電では、年間平均設備利用率（定格換

算の運転時間の割合）は約 25%になる。既設の風力発電容量全体の年間設備利用率曲線

（風力持続曲線）（図 8.6）は急激な低下を示し、これは容量比出力(capacity utilisation 
share)が 50%を超えるのは年間 500 時間未満であることを示している。しかし、この急

激な低下はまた、一年のうち容量比出力の上位 220 時間の発電は、年間発電量の 10%の

寄与にとどまることを示している。この点から、費用対効果評価によって決まる、効率

的な配電網インフラへの投資への課題が明らかに重要となる。 

図 8.6 ドイツの風力発電の年間出力持続曲線 
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Source: EEX transparency. 
 

風力発電や PV といった再生可能エネルギーの発電管理は、配電網計画においてごくわ

ずかな時間の高出力を理由とする配電網の増強を避けるために、考慮に入れる必要があ

                                                                                 

131 訳注：さらに、非経済な送配電投資の別の要因として、配電網の大幅な増強が必要となる場所

への分散型電源の導入も考慮の対象として挙げられる。 
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る。このわずかな時間数の 大の発電に合わせた配電網インフラの拡張は、費用に対し

利益の見合わない投資となる。 

配電網計画では、風力発電と PV の接続のための要件の低減を考えるべきである。電力

網の管理においては、DSO は日々の管理において一定の柔軟性を TSO に与えるために、

出力が変動する再生可能エネルギー発電を更に抑制できることが必要である。このよう

な出力抑制の効率性を保証し、個々の発電機が偏って頻繁に影響を受けないようにする

ために、停止の順番は、低コストでの安定供給の確保につながるよう、経済的基準に加

え技術的基準に基づく必要がある。 

規制の体制には、DSO 間の違いも考慮する必要がある。風力発電や PV の拡大により必

要となる配電網投資は、システム全体に均等に分布するわけではなく、配電網拡大への

影響には必然的に差異が現れる。配電網構成とその高度な技術を活用した管理に関する

決定権は、DSO の局所的な範囲にとどまるべきである。 

配電網計画立案の妥当な組み合わせの実現においては、発電管理と電圧調整機能付き配

電用変圧器の導入により、配電網増強の必要性を低減できる132。例えばドイツにおいて

は、費用を 20%程度、配電網の拡張を 60%程度削減できるとの検討がある(DENA, 2012)。
したがって、全体のコスト効率の観点から、規制は統合化された計画立案とスマート技

術の双方を育成すべきである。よりスマートな計画立案の考え方に基づけば、全体の費

用削減できる一方、運転費用は増大する。結果として、運転費削減による短期的な利益

に焦点をあてた DSO へのインセンティブによる規制では、いずれの枠組みでも（本来の

目的に）役に立たない。 

しかしながら、投資規制において、規制機関には難しい仕事が残っている。配電網への

投資は高価で、個別的で、一方で規模としては小さい。このため、規制機関と規制され

る側との間に投資コストに関する情報の非対称性が生じる。さらに複雑なことに、投資

は、分散型資源の将来の導入見込みの想定に基づいて行う必要がある。 

許容収入額の規制 

規制される活動の定義と投資計画への承認の後は、経済的規制の根幹は、認可収入の決

定である。規制された収入は、規制機関によって（フランスとスペイン）、あるいは規

制された会社によって（ドイツ、英国）、託送料金の計算に使用される。図 8.7 に示す

ように、資産の減価償却と資本の報酬の点で、収入は配電網の投資費用に関連する。配

電網の管理が非常に投資集約的な活動であることを考えれば、これは驚くにはあたらな

い。実際には、規制機関が被規制企業に対して非対称な情報のもとで投資を承認するこ

とは難しい仕事であり、以後数十年におよぶ認可収入および関連する託送料金を高くす

る過剰投資を招く恐れがある。 

現在の託送料金は、配電網の機能の範囲や地理的要因（単価は人口密度が高い国ほど低

くなる）、使用年数によるが、多くの国で電気料金の 20～40%となっている。OECD 各

国の既存の配電網は 1960～1970 年代に建設され、設備の多くが減価償却を終えており、

このため料金は比較的安価である。 

                                                                                 

132 訳注：日本では、配電網の電圧管理は典型的には 66 kV から 6.6 kV に変換する配電用変電所の

タップ切り替えや、配電線内の SVR(Step Voltage Regulator)および柱上変圧器の変圧比切替で行

われている。そこで分散型機器の有効・無効電力制御を活用することが研究・実証されてい

る。 
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図 8.7 フランスの配電事業者(ERDF: the Electricité Réseau de Distribution France)の 2014 年～2017
年の収入の増加(左図)と投資（右図）の想定 
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今後は、配電網への大規模な投資により電気料金が大きく上昇すると見込まれる。例え

ばオーストラリアでは、南オーストラリア州、クイーンズランド州、ニューサウスウェ

ールズ州の消費者向けの託送料金は、2008/09年と2014/15年の間で2倍以上になった。こ

の料金の上昇は、システムにおける電力消費はほぼ一定であるか、経済の低成長や省エ

ネルギー効率の改善や配電事業者による請求ベースの減少につながるビハインド・ザ・

メーターの発電の進展などにより、電力消費が減少する時により多く発生する（第9章参

照）。ある時点で、認可収入を規制機関が決定する際には、送配電網投資の無視できな

い座礁リスクを避けるため、消費者からの認可収入の値上げの可能性を考慮に入れる必

要が出てくると考えられる。 

図 8.8 オーストラリアの一部州の託送料金の変遷 
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クトリア州。 

Source: CME, 2015. 
 

DER、特に出力が変動する風力発電や PV の役割の増加に伴い、DSO の総コストも影響を

受ける。情報通信システムの構造と DER が協力して、局所的な混雑を 小化するより良

い配電網の運用を可能にする新しい一連の手段を生み出す見込みがあるが、DER の接続

には、新しい電力潮流と、潮流および需要の変動に対処するための配電網投資が必要に

なる。 
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この意味では、DSO の資本費と運転費の間のバランスもまた変化し始めている。DER に

より提供されるサービスにより、費用のかかる内部の運用を代替し、運用費の単価を低

減する可能性がある。資本費の観点からは、DER の活用により配電線の増強の亘長を少

なくすることで、投資の必要額を抑制できるだろう。その一方で、よりスマートな配電

網にはやはりスマートな機器への追加的な投資の積み重ねが必要となる。 

伝統的なインセンティブ規制では、DSO への報酬は通常ある一定期間の特定の範囲のサ

ービスに規制される。対応する資本費と運用費は、個別に扱われるか、一緒にして総経

費(TOTEX)として扱われる。配電網技術の将来の投資を規制する上で直面する実務上の問

題の一つは、投資がある規制期間で行われるのに対し、その利益はその後の規制期間に

初めて全額得られることである。この会計上の問題は、革新技術への投資の妨げになる

可能性があり、規制期間の長さの変更、ベンチマークプロセスの適応、成果ベースの規

制の役割の増大といった、規制側の適応を必要とする。 

配電網における投資評価の革新的な取り組みが、スペインで導入されてきた。それは、

効率的な配電費用の推定と配電網の計画に、配電網の参照モデルを用いるものである。

この方法は、伝統的な運転費と資本費のベンチマーク適用の代替案になりうる。他の方

法として、英国では成果に基づく規制と規制期間の延長が、スマートなインフラへの

DSO の投資促進のために導入された。 

ベンチマーキング 

DSO の費用のベンチマーキングは、適正なインセンティブを与えるための規制設計の重要

な部分であり、これは「インセンティブ規制」として知られる。ベンチマーキングのため

の情報収集によって、規制機関は、DSO の費用構造へのより深い知見を得ることができる。 

DSO は再生可能エネルギーと分散型発電により対照的な課題に直面しているため、ベンチ

マーク上の指標や評価基準の選択は重要である。特に、よりスマートな配電網設備への投

資は、ベンチマーキングが DSO の全体的な効率の実態を表わすよう考慮されている必要

がある。高度な技術による代替手段の方が安価で、配電網増強を削減でき、配電網の効率

的な使用を誘導する可能性があるため、配電網が単純に長くなることだけでは、対策の適

切な全体像ではない。 

ガスと電力の配送網・配電網の規制枠組みは、現在は単純でかなりの類似性がある。それ

らは効率を評価し、どのようにそれを収入に換算するかに焦点があてられている。インセ

ンティブ規制の仕組みの健全な導入は、情報収集、監査、会計方法、すなわち費用のベン

チマーキングが基本となる。インセンティブ規制の仕組みは、この点では伝統的なサービ

ス費用や利益率の規制と共通している(Joskow, 2008)。 

ベンチマーキングを用いて、DSO の実績を他の比較可能な DSO の実績と比較し、違約金

ないし報酬を関連する実績に基づいて評価する。例えば、規制機関は比較できる多くの運

用者を認定し、費用効果を比較して運用者を以下の点で規制する。 

 も効率的な運用者は、ベンチマークを設定し、確認された費用を 100%回収す

ることが許可される。同時に、費用の削減に基づいた利益の増加が得られる。 

 効率の低い運用者は、次の規制期間により少ない割合の初期費用しか回収を認め

られない。 

配電網運用者のベンチマーキングの主要な課題の一つは、それぞれが直面している環境

が異なっていることである。つまり、運用者の状況が似ていることを確認し、運用者が

制御できないが定量化されるすべての差異を補正する統計的な技術を用いることが重要

である。 
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小規模な DSO については、OECD 諸国のいくつかの配電網規制では、規制費用の削減の

ためにベンチマーキングのプロセスを単純化ないし省略することを認めている。しかし、

公正な扱いは重要であり、除外や単純化の範囲は限定的であるべきである。 

規制期間の延長 
規制期間の長さはインセンティブ規制における重要な要素である。規制期間は配電網所

有者が費用を削減でき、その結果として適正な規制期間で利益を得られるように、十分

な長さが必要である。一方、規制期間が長いほど、顧客は優れた性能の便益を得るのに

より長く待たされることになる。結果として、OECD 諸国での規制期間は四年から五年程

度である。 

配電網規制の長い歴史を持つ国々では、効率的な利益を実現する主要な方法は、すでに

行われてきた。これらの国々では、規制期間を伸ばすことで一定の利益がもたらされる

可能性がある。時間枠を少し長くすることによって、配電事業者のインセンティブがよ

りうまく機能するようになる。なぜなら、配電事業者は長期的な投資と管理の意思決定

によってさらに利益を得られるからである。規制の確実性を高めることもまた、配電網

計画を改善し、革新的な投資を育てるのに役立つと考えられる。 

投資額 対 成果に基づく規制133 
インセンティブ規制は、非効率な管理の時代の後に費用を削減する形で、効率向上をも

たらしてきた。ほとんどの現行の規制枠組みでは今日、DSO 同士、そしてそれぞれの過

去の実績との比較に焦点をあてている。配電網規制の焦点は、これを超えてさらに進化

させることである。将来の DSO は新しい機能を実現し、分散型発電の変化に対処するこ

とが期待される。DSO は 小の費用で配電網の効率性と安定性を維持するための投資を

行う必要があるが、現状の規制枠組みの大部分は、全ての技術的ないし管理上の選択肢

を活用するインセンティブを DSO に与えるようにはなっていない。 

現在まで、 適な成績によって、成果が評価されたことはほとんどない。いくつかの規

制制度では、配電網の高品質での維持を保証するために、品質の要素がインセンティブ

規制に加えられている。しかし、この要素は通常重要度の低いルールである。なぜなら

ほとんどの OECD 諸国において、低品質は問題ではなかったからである。 

送配電規制は、DSO がその成果により目を向けるよう、より大きなインセンティブを与

えるべきである。成果が基準のモデルは、顧客価値やサービスの質といった長期的な結

果に向けて努力する方向に DSO の焦点を移すものになるだろう。規制制度は、社会の要

求への貢献を反映したものでなければならない。この観点から、測定された DSO の業績

に対する成果は、透明性があり容易に評価・計測できる広範で基盤的な定量指標を含ま

なければならない。表 8.3 は、そういった成果の指標を列挙したリストを示す。 

                                                                                 

133 訳注：この小節の現タイトルは”input- vs. outcome-based regulation”である。ここでいう input-
based regulation とは、従来型の建設費や運転費など費用の積算に基づく配電網料金規制であ

り、対して outcome-based regulation とは、2010 年代に導入が進みつつある、停電時間の減少

といった成果(outcome)に基づく配電網料金規制である。適訳は難しいが、ここでは前者を投

資額に基づく規制、後者を成果に基づく規制と訳す。 
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表 8.3 配電網運用者(DNO134)の業績評価のための成果の指標リスト 

環境 

DNO の運用と顧客による環境影響を 小化するのを助ける方法として: 低炭素化技術の接続

を、適切な価格で、時機にあった方法で保証すること。損失の管理。企業活動によるカーボ

ンフットプリントの 小化。CO2 以外の排出量の 小化。素晴らしい自然や国立公園などの

美しい景観に関する利害関係者に基づく取り組みの活用。地方自治体の統合エネルギースキ

ームに関する、DNO が果たしうる潜在的なあらゆる役割の奨励。 

 
信頼性 

現在と未来の顧客に対する運用実績を向上するために、既存の信頼性指標を改善し、成果指

標を配電網のリスクと制約を含むよう拡張すること。停電時間に関するインセンティブスキ

ームと保証された基準を用いて信頼度向上のインセンティブを働かせ、サービスに関し も

実績指標が悪くなった顧客に注意を払うこと。 

接続 
時機にかない費用対効果の高い方法で顧客および電力供給者を接続し、透明性のある方法で

高品質の電力情報を提供する。成果に基づく、および／またはインセンティブの方法によ

り、接続遅延の社会的費用を内包化する。 

顧客サービス 顧客満足度の広範な測定を通して、顧客満足度の水準を維持。 

安全性 （英国の）安全衛生庁の要請の遵守を継続。 

社会的義務 燃料の貧困に対する取り組みを可能にすること。 

Source: Ofgem, 2012. 

 

この概要から、成果評価のパラメータの設定は、その指標に関する過去の実績がない中

では難しい仕事だと分かる。さらに、インセンティブ間に隙間ができるのを防ぐために、

幅広い多様なパラメータを作り出す必要がある。そうでなければ、DSO がある特定の地

域と測定基準に注目し、インセンティブには取り込まれなかった他の重要な領域を無視

する恐れがある。 

さらに認識すべきことは、純粋に成果ベースのやり方では、DSO の側に過大なリスクを

与えうることである。もし DSO の重要な機能で、その部門の大きな投資が必要である場

合、投資額も引き続き規制する必要がある。投資のパラメータと成果のパラメータの均

衡を保つことが重要である。 

インセンティブに基づく規制から成果に基づく規制への移行を管理することは、あらゆ

る規制された事業者に対してさらに不確実性を生み出すことになる。この移行を順調に

進めるために、性能による成果指標は、配電網の供給品質の規制の要素として段階的な

導入が可能である。 

インセンティブの対称性：重要な因子 

概して、インセンティブに基づく規制においては、インセンティブは以下を前提にして

設定される。DSO は配電網を運営し、それに投資する義務があること、したがってその

費用を回収し、投資に対する十分な利益を得る機会が与えられるということである。こ

のインセンティブは単方向かつ負のものであり、ある要求が満たされなければ収入が減

少する。この方法のもとでは、DSO はすでに公平性の観点から十分な自己資本利益率を

得られるので、規制機関は正のインセンティブに対して、不必要な利益と考える。この

                                                                                 

134 訳注：英国では、配電網運用者は DSO ではなく Distribution Network Operator(DNO)と呼ばれて

おり、その概要はボックス 8.3 にも記載されている。表 8.3 は英国の規制機関である Ofgem が

まとめた、DNO の成果指標リストから作成されているため、DNO に関する記述となっている。

参考：Ofgem による英国の配電網と DNO の説明 
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方法は、DSO が基本的な義務と実装されたあらゆる品質規制を達成できる範囲で、でき

るだけ支出を削ろうとする結果になる。 

過去において、この方法は送配電網の効率向上に良い成果を上げてきた。しかし、この

やり方では、より優れたサービスを提供し、配電網の「スマートさ」を向上し、システ

ム全体としての経済的目標に適合するインセンティブは提供されない。配電網の範囲の

変化、特に新技術への投資の必要性の高まりに伴い、インセンティブに関してより対称

的な方法を考える必要がある。DSO は、革新と顧客サービス向上の面での良い結果に対

し報われるべきである。規制によって、短期的な費用の削減を確保するだけでなく、全

体として政策の成果が達成されるよう、規制は投資の水準を 適化する必要がある。 

資本費 対 運用費:革新のための規制 

現在、規制は、合理的な利益率で設備投資に報酬を与える。この方法では、DSO は持続

的でスマートな配電網に投資するインセンティブを持たない。それどころか、たとえよ

り安価な解決策が見つかっていたとしても送配電線の容量を増加する伝統的な配電網資

産への投資を続け、このことは将来の DER の効率的な利用に反する。したがって、DSO
が規制の目的実現を進めるように、資本費と運転費の効率的な配賦を促す方法を規制側

は考える必要がある。 

失敗のリスクや効率低下が十分に少なく、規制のプロセスで使用されるベンチマーキン

グに影響を及ぼさない部分に対して、DSO は一般的には革新的でスマートな技術に投資

する。これにより、DSO が規制期間に十分な利益を確保できるものにしか投資を決定し

ないという問題が生じる。よりスマートな配電網技術への更なる投資を促すためには、

追加的なインセンティブないし支援が必要になる可能性がある。 

ボックス 8.3 英国の成果(output)規制 

英国の配電網運用者(Distribution Network Operators: DNO)は 24.2 万 km2 の約 2800 万の顧客に

電力を配給している。配電網は 132 kV までで、全長 76.7 万 km に上る。英国では、14 の

DNO が配電網を運用し、それらは六つの私企業により所有、運用されている。DNO の規模

は、60 万から 330 万までの顧客がある。 

英国には RPI-X 規制といわれるインセンティブ規制の広範な実施経験がある。英国は RPI-X
規制を 1990 年代の初期に施行し、その後の 10 年間で監視とベンチマーキングの改善をして

きた。成果
135
のための初期のインセンティブと新規投資のための追加インセンティブが、革

新と社会上、環境上の責任の遂行を促すために行われた。 

2010 年には、RIIO（収入=インセンティブ+革新+成果、の略）プロセスが、革新と投資、さ

らに配電網運用者の効率化を促進するために始められた。 

規制期間の八年間への延長は、DNO が長期的な計画を持つ動機を与えることを目的にして

いる。成果指標の信頼性の高まりと相まって、延長された規制期間は、明瞭な政策目標に向

かい努力するよう DNO に強いシグナルを送るべきである。収入上限、制御不能な費用、不

確実性、および投資不足などに対処する転嫁費用などのため、毎年再調査の可能性を持たせ

るという形での安全策も実装された。成果の要素に加えて、DNO の収入を生み出すインセ

ンティブもそのプロセスに含まれ、これによりこれらの成果への注目度が増した。総費用に

よる手法は、全体費用低減と同等のインセンティブを生み出すことを目的としている。加え

て、革新のために高い投資リスクがあることを証明されれば、Ofgem は加重平均資本費用

                                                                                 

135 訳注：このボックス内での「成果」は全て”output”の訳であるが、本章の文脈ではほぼ同じ意

味と考えられるため、”outcome”と同じ訳語をあてている。 
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(WACC: Weighted average cost of capital)を引き上げることができる(Ofgem, 2010)。 

も重要な変化は、成果志向のインセンティブ枠組みになることである。DNO は、この成果

区分の要求目標を達成すれば、金銭的にもそれ以外にも恩恵を受けることができ、次の成果

変数が考慮される。 

金銭以外の報酬は、例えば、評判を左右する情報の公開である。金銭的なインセンティブ

は、収入の上限の増減ないし認可された利益率の増減が考えられる。供給信頼度は、システ

ムの平均年間事故停電件数(SAIFI: system average interruption frequency index)および年間事故停

電時間(SAIDI: system average interruption duration index)によって計算される。利益の増加ないし

減少の可能性は、加重平均資本費用の±1.5%から±2%である。 

新制度での 初の規制期間は 2013 年には電力とガスの TSO で始まり、電力の DNO では 2015
年の開始だったため、費用と結果はまだ評価することができない。配電網運用者の数が比較

的少ないため、Ofgem は各配電網運用者を慎重に評価することが今後できると考えられる。 

 

革新へのインセンティブは、革新的な事業や実証試験への金銭的支援のための入札の形

式をとる場合がある。公費で行われる場合、これらの検討結果は他の DSO に対しても公

開される。英国においては、革新は二つの仕組みで支援されている。第一は、システム

運用者136が国の規制機関である Ofgem（英国ガス・電力市場局）に対して優れた革新的

戦略であることを証明すれば、その株主資本利益率を 0.5%から 1%上げることができる。

第二に、システム運用者は送配電網革新の(システム運用者向けの)競争を通じて、革新

の補助金への入札に参加し、現在の規制期間の 初の二年間には、年間 9,000 万英国ポ

ンドが利用可能である。システム運用者は 大三つのプロジェクトに提案し、一つプロ

ジェクトあたり 大 1,000 万英国ポンドを得られる。 

より成熟した技術であってもその一部は、通常業務の技術投資よりもまだ DSO にとって

リスクが高く、ここでも実施と導入には追加的なインセンティブが必要となる可能性が

ある。2011 年に、イタリアでは配電網の近代化のために加重平均資本費用 (WACC: 
Weighted average cost of capital)に対し追加の報酬を導入した。それは負荷、発電設備お

よび EV 充電システムの制御・規制・管理への動機を与えるためである。 

結論 

配電網の役割は変化している。歴史的には、DSO は、ほとんど電気を送電レベルから

終顧客まで一方向に送り届ける電線路を提供してきた。近い将来、配電網は大きく三つ

の課題に直面する。現在は出力が変動する新規の再生可能エネルギーそして将来的は EV
も系統に統合すること、顧客の市場参加を促進すること、そして基幹送電網および卸電

力市場とのインターフェイスとなることである。 

これらの課題全てに取り組むためには、規制の枠組みを、多数の特性の異なる配電網を

効率的に扱うよう設計しなければならない。情報通信技術の導入は極めて重要であり、

それによって市場参加者、DSO、あるいは第三者さえも分散型資源を運用する上でのい

くつもの新しい仕事が可能になる。風力発電や PV といった、出力が変動する再生可能エ

ネルギー電源の出力制御と管理の可能性について、配電網の高価な増強を避けるために

その計画上で考慮すべきである。 

                                                                                 

136 訳注：この段落では英国について述べているため、network operators を DNO を含む「システム

運用者と訳している。 



電力市場のリパワリング 第 8 章 配電網の規制 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  
 

 

Page |231 

しかし、配電事業者の投資決定は、規制が提供するインセンティブによって形成され続

ける。局所的投資の適合性評価はいずれも、規制機関にとっては非常に難しい仕事であ

り、その決定は DSO レベルで行うべきである。その観点から、配電網規制における追加

的な成果変数の導入は、配電網インフラの必要な変化を促進し、スマートな技術の更な

る導入へのインセンティブとなる。 

DER の導入増加に伴う、託送料金の設計と構造の再構成は喫緊の課題であり、第 9 章で

さらに議論する。 
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第 9 章 小売料金137 

概要 

 消費者は、卸電力価格でなく、実際に受けとる小売電気料金の価格シグナル

に基づいて、消費と投資の決定を行う。多くの国では、低炭素政策は賦課金

を原資にして行われ、 終的な小売電気料金が上昇する。従量料金（税金・

賦課金不含）の要素は全ての電力の費用の一部でしかなく、例えば欧州では

43%である。 

 小売事業者間の競争は多くの市場で導入されてきたが、サービスと料金設定

における革新を奨励するように、小売競争の障壁はこれまで以上に 小化し

なければならない。 

 一方、ルーフトップの太陽光発電(PV)やエネルギー貯蔵などの分散型資源は

、ビハインド・ザ・メーター(Behind the meter)に急速に導入され、それらは

電気料金の節約によって採算が取れる可能性がある。これらの自家消費者は

まだ送配電網につながっていてもその費用を少額しか支払わない可能性があ

り、このことは所得の分配効果を持ち、電力システムの持続可能性に影響を

与える可能性がある。 

 このため、小売料金改革が緊急に必要である。小売料金は、時間と地点の要

素を反映した方法で、送配電網利用者と分散型資源(DER: distributed energy 
resources)の両方に適正なインセンティブを与える必要がある。 

 特に、託送料金(network tariff)は、インフラの費用を回収できるようにする必

要があり、送配電網の効率的な利用のためのシグナルを送り、全ての利用者

に費用を配賦し、かつ簡単で透明性のある方法で算出されるべきである。 

 局所的な発電量を反映したリアルタイムプライシングの開発を、分散型資源

に投資・運用するための適切なシグナルを与えるために促進すべきである。 

 

小売電気料金は、発電費と給電費、小売事業者の利益、託送料金、計量と決済の費用、

エネルギー税という、一定の範囲の変数の合計で決まる。脱炭素化の文脈では、小売料

金が脱炭素化に関連する費用のシグナルを 終消費者に届ける。小売料金は理想的には

消費と投資の決定を導き、出費の低減と、より効率的な投資に貢献すべきである。 

ビハインド・ザ・メーター138の分散型発電およびデマンドレスポンスの費用の低減によ

り、小売料金の水準と構造は、消費者の選択の機会と応答性の向上を反映するよう進化

する必要がある。したがって、消費者を価格弾力性のない電気料金支払者として扱う考

え方から離れることが重要である。その代わりに、ビハインド・ザ・メーターの発電と

貯蔵技術の意思決定に効率的なシグナルを送るために、小売料金は電力の価値が変動す

                                                                                 

137 訳注：本章の原題は「Retail Pricing」であるが、訳は「小売料金」とした。本書を通じて、小売

関連の「price」および「pricing」は原則として「料金」と訳し、「tariff」「bill」と訳し分け

ていない。ただし、「リアルタイムプライシング」のようにカタカナの訳が定着している語

はそれを使用した。 
138 訳注：本書では、behind the meter の訳を「ビハインド・ザ・メーター」で統一している。この

用語は、消費者への電気料金徴収用の需要の電力量計で計測される部分に PV や蓄電池などを

分散型資源が導入されることで、需要量と発電量が区別されない状態を指す。 
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るという事実を反映すべきである。本章は、第 9.1 節で小売競争と小売料金の進化の役

割の現状を説明することから始める。第 9.2 節では、ダイナミックプライシングの導入

やエネルギー税制と託送料金の改革を含めた、小売料金改革について述べる。 

9.1. 小売料金、競争とビハインド・ザ・メーターの発電 

小売料金の変遷 

電気料金は、産業用（図 9.1）も家庭用も脱炭素化に伴って上昇すると予想される。脱炭

素化で卸電力価格が低下する傾向があるが（第 2 章）、欧州における電力税および低炭

素政策への資金のための賦課金は増加すると考えられる（図 9.1）。一方米国では、炭素

価格が現在設定されていない場所、天然ガス価格が低い場所、または再生可能エネルギ

ーの利益が主に税額控除である場所では、電気料金はほとんどの欧州諸国に比べ低く推

移するだろう。 

図 9.1  新政策シナリオにおける EU の産業部門の平均電気料金とその費用の内訳 
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注：今日の EU と同様に、卸電力価格は短期的には内在する費用を完全には反映できない可能性があり、資本回収に不十

分な水準にとどまる可能性がある。 

Source: IEA, 2015a. 

 

終消費者の電気料金には大きな不均衡がある。一般的に、料金は四つの主要な構成要

素、つまり発電、送配電、エネルギー税、付加価値税(VAT: value added tax)139、に分解す

ることができる。各要素の相対的な大きさは、国によって異なる。例えば 2012 年には、

欧州の平均的な電気料金の全支出において、小売事業者の利益を含めた発電の費用はわ

ずか 43%であり、送配電部分が 30%、電力税が 13%、付加価値税が 14%であった(Vassa 
ETT, 2013)。このような状況下では、卸電力価格や発電事業者の費用のいかなる変動も、

消費者が支払う料金に対する影響は比較的小さい。 

その結果、国、消費部門により大きく異なる税制体系により、小売料金は重大な影響を

受ける可能性がある。図 9.2 に示すように、例えば、ドイツでは、相当な税金と賦課金

によって、電力消費が非課税である米国と比較してはるかに高い料金となってきた。歴

史的な傾向を見ても、料金の増加率はドイツのシステムの方が高い。 

米国においては、州によるが、再生可能エネルギー利用割合基準（RPS: Renewable 
Portfolio Standard）制度の一部費用や、他の再生可能エネルギー投資は、より高い電気料
                                                                                 

139 米国には付加価値税（VAT）はない。 
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金として消費者の負担となった。しかし、電気料金への影響は、多くの場合、連邦政府

の補助金と RPS 制度の費用を包含する手法により限定的であった。連邦政府の多くの政

策や州によるインセンティブがあることで、料金支払者に直接費用を負担させず、再生

可能エネルギーの費用を低下させる。 

欧州の多くの国では、欧州指令 2009/28/EC に沿って、固定価格買取制度や、再生可能エ

ネルギー義務化といったその他の支援枠組みの資金を得るために、小売料金に賦課金ま

たはエネルギー税を加えてきた。 

図 9.2  米国、フランス、ドイツの家庭の平均電気料金の推移 
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Source: IEA, 2015b. 

 

例えば、ドイツの再生可能エネルギー法（Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG）において、

いわゆる「EEG 賦課金」は、送配電網に接続される再生可能エネルギーの費用を回収す

る。この法律は、ドイツの電力供給事業者に、EEG の導入による発電電力の購入の義務

があることを規定している。図 9.3 は、EEG 賦課金が増加していることを示している。し

かし、ドイツの市場に大量に流入した再生可能エネルギーは、実際に卸電力市場での電

力費用を低下させた。小売料金の上昇は、家庭の消費者がこれらの価格下落の恩恵を受

けていない可能性を示している140。 

フランスでは、公共サービスの義務を実行する際に生じた費用を電力会社が回収するた

め、電力公共サービス拠出制度（CSPE: public electricity service contribution）が顧客の電気

料金に課されている。総 CSPE のうち、71%が再生可能エネルギーとコジェネへの融資141、

5.5%が社会的な電気料金、23.5%が国全体の料金の均等化に使われている(U. Lomas, 2013)。
図 9.3 から分かるように、CSPE は、現在 19.5 ユーロ/MWh に限られており、この額はま

だ公共サービス義務の総費用である 25.9 ユーロ/ MWh よりも低い。 

                                                                                 

140 訳注：これは、卸電力市場での費用の低下が小売料金に反映されていないという社会的な分配

の問題であると同時に、実際に電力分野に kWh 市場の外で新たな費用が発生しつつあるとい

う二つの側面を持つ。 
141 コジェネ(co-generation)は、熱と電力を合わせて生産することを指す。 
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図 9.3  フランス(CSPE)とドイツ(EEG)の MWh あたりの賦課金の推移 
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注：CSPE は公共料金サービス拠出金、EEG は再生可能エネルギー法。 

Sources: CRE, 2015; Bundesnetzagentur, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. 

 

これらの要素の割合を考えると、競争が関係するのは EU の家庭の電気料金の 50%未満で

ある。さらに、規制された部分は、エネルギー政策の費用と税金で増加すると予想される。

これは、小売事業者の競争においても、ビハインド・ザ・メーターの発電という急速に現

れつつある競争の形態にも関係する。 

小売競争 

小売競争の導入の程度は、電力市場ごとに大きく異なる。例えば米国では、50 州のうち

29 州では小売の競争が存在しない（Borenstein and Pushnell, 2015）。小売選択プログラム

がある 21 の州では、ほとんどの活動は北東部に集中しており、また米国の電力消費の大

きな割合を占める。注目すべき牽引役はテキサス州で、世界の競争市場において一貫し

て上位を占めている市場の一つであり、小売パワーマーケター (retail power marketers)
からの 60%を超える売り上げとなっている。図 9.4 に、小売パワーマーケターに分類さ

れる事業者からの売り上げが各州の総売上高に占める割合を示す142。 

                                                                                 

142 小売パワーマーケター(retail power marketer)は、買電、売電とマーケティングに従事する企業

体として定義される。小売パワーマーケターは通常発送電設備を保有しない。このような企

業体は、小売パワーマーケターの状況として連邦エネルギー規制委員会(FERC: Federal Energy 
Regulation Commission)に届け出られている(source:小売電力供給協会(RESA: Retail Energy Supply 
Association))。 
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図 9.4  米国における小売パワーマーケターによる売り上げの割合 
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欧州では、小売競争は EU 指令 2003/54/EC によって全加盟国に義務付けられている。し

かし、小売競争の激しさは、国ごとに大きく異なる。欧州委員会および規制機関の努力

にもかかわらず、新規参入事業者の市場占有率は、電力という商品が、特性が乏しく均

一であり、差別化の余地が限られているという事実を反映して、いまだに比較的限定さ

れている。標準的な電気料金のわずか 43%が、競争に開かれている従量料金(と小売事業

者の事業費用)を反映する部分であるため、切り替えによる消費者の観点からの利得は、

多くの場合限られる。 

切り替え(switching)は通常、料金および/またはサービス、あるいはその両方が消費者の

切り替えに十分魅力的な時にのみ起きるので、一定期間での消費者の切り替え回数は、

市場競争の度合いの指標になりうる。しかし留意すべきことは、いかなる市場において

も、切り替えのしやすさが切り替え率に大きく影響することである。切り替え率が中程

度ないし低いことは、小売事業者が現在の消費者をつなぎとめる努力に成功しているこ

との反映とも考えられる。人々は切り替え手続きの煩雑さを避けたいものなので、例え

ば 安値保証戦略、競争的な報酬プログラム、消費者との柔軟な契約交渉などは魅力的

である。 

切り替え率をまとめた例を図 9.5 に示す（VaasaETT, 2015）143。2014 年におよそ 19%の切

り替え率のニュージーランドは、多くの年に上位に位置している。一方、欧州ではベル

ギーが主要な牽引役になっている。両国では、熱心で協力的な規制機関、人々の認知度

向上のキャンペーン、活発なマーケティングなどにより、切り替え行動が強化されてき

た(Metering International, 2013)。 

                                                                                 

143 需要家が現供給者とは異なる供給者に切り替えた場合のみ、切り替えは記録される。切り替え

は、再切り替えを追加的に数える。すなわち、例え同じ計測期間であっても、ある需要家が

一瞬、あるいはある程度の時間、電力を切り替え元に戻したときでも、たとえ以前の需要家

に戻したのであっても、再切り替えに含められる。 
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図 9.5  代表国における 2014 年の小売事業者の切り替え率 
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Source: VaasaETT, 2015. 

 

消費者の切り替えの阻害要因としては、節約の可能性を十分に知らないことが考えられ、

切り替えに伴う節約が電気料金のごく少額に限られる場合は、特にそうである。ある研

究（VaasaETT, 2013）によると、標準的な契約をやめ、2012 年の も安価な選択肢に切り

替えた場合、EU 加盟 15 カ国における世帯144は 14%の電気料金を節約できた可能性があ

る。一方、消費者がたとえ節約できると気づいていたとしても、切り替えの手続きが複

雑に感じることがやる気をそいでいる可能性もある。 

もう一つの大きな要因は、地方自治体の供給者が競合する小売事業者の中にいる場合に

は特に、現在の供給者に対する消費者のロイヤリティである。消費者は、他の小売事業

者、特に新規参入者が停電時の適切な技術的支援とサービスを提供できないかもしれな

いという印象がある場合、自分たちの知っている、あるいは信頼する自治体の供給者に

固執する傾向がある。 

                                                                                 

144 オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、英国、ギリシャ、

アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ

ン。 
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規制料金の段階的廃止 

規制料金は、自由化された電力市場の多くにおいて、競争下の小売料金と併存している。

例えば、家庭 終消費者を対象とする規制料金は 2013 年 12 月の時点で EU 加盟 28 カ国

のうち 15 カ国に存在していた（ACER/CEER, 2013）。いくつかの電力市場では、小売の競

争は特定の容量以上の高電圧の消費者のみ利用可能であり、家庭の消費者はまだ規制料

金下にある。 

例えば日本では、超高圧の消費者（2 MW 以上）は 2000 年に電力供給業者を選択できる

ようになった。500 kW 以上の高圧の消費者は 2004 年 4 月に、高圧 50 kW 以上の消費者

は 2005 年の 4 月に、それぞれ選択できるようになった。完全な小売自由化は、進行中の

電力システム改革の第二段階として 2016 年に実施され、市場参入規制が廃止された。さ

らに、既存の電力会社の小売料金規制は 2018 年から 2020 年頃に段階的に廃止される予

定である。 

規制料金の存在が小売競争を歪める。非常に多くの場合、規制料金は歴史ある企業が自

分たちのサービスを継続するために必要な費用を下回っており、結果としていわゆる

「料金赤字」を招く。このような料金赤字は政治的決定から生じ得る。スペインの場合

には、インフレを制御したいという要求が、規制料金を固定するプロセスを強く規定し

てきた。 

規制料金を廃止するか、規制料金を小売事業者により提案された料金と同等であること

を保証することにより、競争が促進される。例えばオーストラリアのニューサウスウェ

ールズ州では、政府は 2014 年 7 月 1 日に小売料金規制を撤廃した。その日、市場の契約

に切り替えていない全ての消費者が自動的に過渡的な料金に移行した。この撤廃の前で

あっても、（家計や中小企業の約 60%にあたる）約 200 万の消費者は、すでに規制料金

契約から市場契約に切り替えていた（NSW GOV, 2014）。 

小売競争と革新的小売料金 

大まかに言えば、小売競争の目的は、電気料金を低減し、革新的な小売料金を奨励し、

革新的なサービスを通じて消費者に選択肢を提供することにある。 

一部の国では、卸電力市場価格に基づくリアルタイムプライシングが、全ての消費者に

適用される。スペインでは、政府は初期設定の料金に市場価格を反映させるべきだと決

定した（ボックス 9.1）。これにより、卸電力価格が適切に小売事業者の料金メニューに

よって、直接ないし間接に 終消費者に適切に反映されることが保証される。 

リアルタイムプライシングの下では、料金は市場の状況で変化する。その結果、電力の

使用量調整に前向きな消費者は、ある程度の節約ができる可能性がある。しかし、ほと

んどの消費者は電気料金が上昇する時刻をよく知らないため、月によっては電気料金の

大幅な上昇につながる可能性がある。例えば、2014 年 1 月に米国北東部はいわゆる極渦

に襲われ、極寒の日が数週間続いた。使用量の増加と料金の発電部分の高騰が重なって、

ペンシルベニア州の一部の家庭消費者の電気料金は、通常の月の三倍を超えた(McCloskey, 
2014)。 

その結果、ほとんどの小売事業者は、（例えば、12 カ月または 24 カ月といった）一定

期間内の固定料金を提供することによって、消費者への料金の大きな変動性を軽減して

いる。確かに固定料金は安定性を提供するが、この確実さは、変動料金制の下で支払う

よりも高い費用を消費者が負担をすることで実現していると考えられる。 
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ボックス 9.1 スペインの電気料金改革 

 

                                                                                 

145  訳注：この新料金枠組みの名称が、“Voluntary prices for small consumers”であり、ここでは「小

口消費者向けのボランティア料金」と訳した。なお、スペイン語では“Precio Voluntario al 
Pequeno Consumidor”が正式名称であり、その略称である PVPC が本制度の略記として用いられ

る。 
「ボランティア」という名称の由来は、この料金枠組みが元々は低所得者向けの割引料金とし

てスタートしたことに起因する。それがのちに卸電力価格連動型になった。 
参考: スマートジャパン「規制価格と市場価格、スペインはダブルスタンダードが残る」 

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1608/29/news007_2.html 

2014 年 4 月、スペインは消費者向けの電気料金形成システムを変更した。以前のシステム

は、スペイン産業省主催のオークションで構成され、その結果により、一日のほとんどの時

間に適用されるベース料金と、ピーク料金が決定されていた。この料金は、スペインの消費

者の大部分に適用され、 終料金は、卸電力市場価格から 6%から 20%程度と大きくずれて

いた。2014 年に発効した新しい枠組みはこの種のものとしては欧州初で、初期設定の料金

設定とすることで、1,570 万の消費者を直接に卸電力市場価格とその一時間ごとの変動に晒

すものである(図 9.6)。 

図 9.6  2015 年 2 月 5 日のスペインでの小口消費者向けのボランティア料金145 
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注：「小口消費者」は、10 kW 以下の電力供給の消費者を指す。 

Source: Red Electrica de Espana, 2015. 

 

しかしどの消費者もそのシステムから離脱し、任意の供給者や契約構造に申し込むことがで

きる。 

この新しい料金システムは、消費者が一日の中での料金の変動に晒され、それに電力消費の

パターンを合わせる必要性を示している。スマートメーターおよび自動化のソリューション

は、このような行動の促進に役立つはずである。スペインは現在、スマートグリッドとスマ

ートメーターの機器の導入が十分に進んでいる。2015 年 10 月 1 日の時点では、スマートメ

ーターを持つ消費者は、時間ごとの実際の消費量に応じて課金され、スマートメーターを持

たない消費者は、送電網運用者(TSO: Transmission system operator)であるスペイン電力

網運用事業者(Red Eléctrica de España: REE)の決めた標準消費プロファイルに応じて課金

される。スマートメーターの完全な導入は、2018 年末までに完了予定である。 
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スポット価格の提供は、例えば北欧諸国などいくつかの市場でも行われている。これら

の国では、スポット価格契約を結んでいる消費者は、典型的には Nordpool 電力取引所の

月ごとの平均スポット価格に上乗せ分を加えたものを支払うことになる(VaasaETT, 2013)。
この種の契約の消費者にとっては、供給者ごとの上乗せ分の違いが、切り替えによる潜

在的利益である。 

小売事業者はまた、プレミアムを払う意思のある消費者に、グリーンプロダクツを提供

できる。制度の実施形態は、国により異なる146。グリーンプロダクツであることを保証

する能力は、透明性があり信頼できるシステムの存在に大きく依存する。 

過去には、小売競争が革新的な料金体系につながった例はまれで、これらの背景から小

売競争を提唱してきた人々を失望させている。その理由の一つは、特にダイナミックプ

ライシングないし時間帯別料金は、複雑な小売料金だと思われていることである。実際

に、歴史的な料金体系と時間帯別により、競合事業者の料金体系は引き続き形成されて

いる。例えば、フランスや英国では、ほとんどの供給者は固定または可変の割引として、

ピーク/オフピーク料金や「エコノミー7」料金147を提案し続けている。今日まで、緻密

なダイナミックプライシング構造により差別化された小売料金の開発は失敗している。 

革新的な料金メニューの開発を奨励すべきである。特に、ダイナミックプライシングは、

供給不足時価格の規則の発展（第 3 章参照）、卸電力価格の変動の増大と、過剰発電の時

間帯の低電力価格をよりよく反映できる。リアルタイムで料金に反応し、またルーフト

ップ PV および貯蔵装置に投資できる消費者に効率的なシグナルを送るために、こうした

変化が必要である。 

新たな形での競争：ビハインド・ザ・メーターの発電 

ビハインド・ザ・メーターの発電への投資シグナルは、大きさと仕組みの意味でその多

くは小売電気料金から出される。 

家庭部門の自家消費者にとって、PV の損益分岐点は、消費者へのコストがソケットパリ

ティ148に達したときと一般的に考えられてきた。ソケットパリティとは、均等化発電原

価（LCOE: levelised cost of electricity）が電力システムから電力を購入する場合の kWh 単

価、つまり消費者の電気料金の変動部分まで落ちるか、それを下回ることを指す(IEA, 
2014)。特に、単純な kWh 比例の小売料金で、税金が高く、ネットメータリング149が許さ

                                                                                 

146 例えば、ドイツの消費者に提供されるグリーンプロダクツは主にノルウェーの水力発電であり、

一部はオーストリアとスイスの水力発電である(Hast et al., 2014)。この理由は、ドイツの支援

枠組みである EEG が、その下で収入を得た電力をグリーン電力として販売することを禁じて

いることである。 
147 訳注:「エコノミー7」料金は英国の時間帯別料金の一種であり、深夜時間帯の特定の 7 時間の

電気料金を安価にする。安価になる時間帯は、場所によって異なる。 
参考:NPower のホームページ  

148 訳注：いわゆる「グリッドパリティ」が電気料金との比較だけでなく、電源の発電費用との比

較でも用いられるのに対し、「ソケットパリティ」は本文のように小売電気料金と比較する

ことを明確にするために作られた概念である。 
149 訳注：需要側に、従来需要に加えルーフトップ PV やバッテリーがあっても、一つのメーター

で検針する方式。メーターの費用は 小となり、これまで小規模需要の検針に世界的に採用

されてきた方式であるが、従来需要とその他の資源の動きが相殺された計測となるため、従

来需要とその他の資源それぞれの真値が分からなくなり、送配電網全体の運用の 適化を妨

げることが、問題になりつつある。 
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れている市場では、ますます多くの家庭で、電気料金削減を目的にルーフトップ PV に投

資する可能性がある。 

しかし、この方法はルーフトップ PV に投資する際の消費者の評価を反映するが欠点があ

り、この技術の競争力を実際に反映するものではない。電力システムの観点からは、PV
システムを持つ家庭が電力システム全体の費用への自らの負担を削減し、それを PV シス

テムを持たない家庭に負わせることになる(IEA, 2013)。たしかに個別の消費者の費用は減

少するが、PV は実際にはわずか数地点の電力システムの費用を減らすだけである150。 

小売電気料金が地点別、時間別の電力の費用を正確に反映している時にのみ、ソケット

パリティは分散型技術の競争力の正確な指標と考えられる。しかし実際には、電気料金

の kWh 価格は十分な時間的・空間的分解能、また高い割合を占める固定費を十分に反映

していない。 

歴史的に電気料金は、電力が公共サービスであり、電力へのアクセスが普遍的に必要と

されるという考えを含め、いくつかの考慮事項に基づいて設計されてきた。このため、

いくつかの国では場所によらない均一料金（例えば、フランスでは péréquation tarifaire
すなわち料金均等化がある）と、各利用者への給電の費用をあまり反映しない消費者の

分類となった。また、電力消費量は、歴史的には価格弾力性がなかった。分散型資源の

急速な展開に伴い、この状況は減りつつある。 

より重要なことは、小売料金は通常、多数の費用から構成されるため、卸電力市場から

のいかなる投資シグナルも相当弱められ、そのため分散型資源への投資に不正確なイン

センティブを与える。したがって、ソケットパリティへの到達は、PV の費用が電力シス

テムでの PV の価値より低下したことを示すものではない。多くの場合、電力システムの

回避可能費用は、消費者の電気料金の削減分よりもはるかに少ない。 

ネットメータリングのようないくつかの規制が、分散型資源を導入する消費者のための

隠れた支援となっていることで、小売料金の議論はより複雑になる。特定の管轄区域で

は、消費者が電力を消費しておらず、かつルーフトップ PV システムが発電している場合

でも、請求される消費電力量を削減できる（実際に、逆潮流時には逆の方向に回転し、

電気料金を減少させるメーターもある）。ネットメータリングは、PV 費用と関係なく、

小売料金の可変部分の水準で設定された、ある意味「固定価格買取制度」である（図

9.7）。 

                                                                                 

150 訳注：PV の導入が進んだ段階では、PV の導入により電力システム全体の費用が増える場合も

考えられる。 
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図 9.7 ドイツにおける PV の均等化発電単価と平均小売料金の比較 
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Sources: LCOE: IEA/NEA, 2015; Average retail price: Monitoring report, 2014; Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. 
 

実際、分散型電源の導入の増加にもかかわらず、送配電網はいまだ必要とされている。

消費者は、PV が発電していない時間帯に電力システムが供給する信頼度の恩恵を受ける。

電力システムから完全に切り離される用意がある消費者は、実際には非常に少ない。 

したがって、kWh 部分の値付け方法や、適正な費用回収ができ、消費者に適切なシグナ

ルを送ることができる託送料金の再設計も含めて、小売料金体系の改革が必要である。 

9.2. 小売料金改革 

理論的には、小売料金設定の体系は、供給者の利益やエネルギー税を含め、送配電網の

費用と kWh 費用の合計を回収するものでなければならない。 も広義には、小売料金の

設計は、これらの費用を異なる料金部分に配賦することである（図 9.8）。 

図 9.8 代表的な小売料金（パリ、ベルリン、アムステルダムの平均）の費用内訳と料金構造 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

費用内訳 料金構造

U
S
ド

ル
/
kW

h

VAT

賦課金と税金

送配電網とメータ

リング
エネルギー

固定分

変動分

 

垂直統合型の規制による独占では、小売料金は比較的単純な傾向があり、一部の市場で

は完全に kWh 比例で課金する制度設計であった。しかし、その他の規制市場では、緻密

な小売料金システムを持っていた。例えばフランスでは、EdF（フランス電力公社）の料

金は、負荷率、時間帯別料金、クリティカルピークプライシングなどを反映する様々な
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選択肢を備えている。統合された電力会社は、かなり高い柔軟性のもとで、消費者のグ

ループに費用を割り当てることができ、そのことは多くの場合内部補助金となった。 

電気事業再編は、電力小売料金の設計に新たな制約を持ち込んだ。料金は、託送料金と

エネルギー分の価格の和として計算しなければならず、エネルギー分の価格は卸電力市

場の一時間ごとの価格に、通常小売料金の従量部分に自動的に MWh 比例で課税される

エネルギー税を加えたものである。小売競争が存在するところでは、小売料金の構造は、

それを構成する各要素の合計である。 

分散型発電を考慮した託送料金構成 

託送料金の再設計は、分散型資源の費用が減少する状況の下で不可欠となる。実際、分

散型発電は送配電網から供給される電力量を減少させるが、消費者はまだほとんどの時

間、送配電網を必要とする。消費者が送配電網から離脱する準備が整っている場合を除

き、配電線や変圧器は維持しなければならない。これらの費用の一部は消費電力量で変

わるが、大部分は固定であるか、消費者全体の同時のピーク需要に依存する。 

図 9.9 自家消費に向かう「滑りやすい斜面」 

 
 

既存の費用配賦の方法は、PV や蓄電池といった分散型資源を設置した消費者に、有利な

バイアスがかかる傾向がある。その結果、不十分な小売料金の設計では、電力産業の持

続性に問題が生じる。消費者が電力システムからの消費を削減し、ビハインド・ザ・メ

ーターの発電に置き換えることにインセンティブが与えられているため、彼らは支払う

べき電力税の支払いを回避し、固定費用と共通費用への貢献が少なくなる。電気料金の

ベースの縮小に直面して、電力会社は料金を値上げせざるをえなくなり、それによって、

電力会社への電気料金支払より自家消費が安価になる領域はさらに増加することになる。

このことが、さらにビハインド・ザ・メーターの発電を導入する動機を消費者に与える。

この状況を示しているのが、図 9.9 である。送配電網費用削減のために消費者が分散型

電源への移行に向かう、「滑りやすい斜面」が形成されており、送配電網の費用を支払

う消費者は、ますます少なくなる。 

さらに、PV システムを設置する余裕が無い、あるいは持ち家が無い、より限られた消費

者に固定費用の回収が集中することで、富の分配に影響し、消費者間の利益の再配分と

なる(Borenstein and Bushnell, 2015)。この状況は持続可能ではない。 
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この結果、送配電インフラの費用構造をよりよく反映させるため、託送料金は、kWh 比

例を基礎とする課金から、容量ベースの課金へと是正する必要がある151。米国カリフォ

ルニア州と欧州のスペインを含め、いくつかの電力会社と規制機関は、すでに小売電気

料金の固定費分を上げるための措置を講じている。スペインはすでにこの変更を行い、

容量部分からの託送費用回収比率を、平均で 2011 年の 34%から、2014 年には 68%に増

加させた（図 9.10）。規制機関は、通常、このような変更を実施するのに時間がかかる

が、スペインの例は、料金構造を急激に変化できることを示している。 

驚くことではないが、一部の利害関係者は分散型資源の導入促進を不当に阻害するとみ

なすので、このような動きはさまざまな反応に直面する。容量ベースの課金は小売料金

の kWh 比例の部分を減らし、それによりビハインド・ザ・メーターの発電による料金の

節約も減らす。もちろん、すべての消費者がこのような課金の影響を受ける。この課金

は、時には小規模ルーフトップ PV システムの投資利益率に影響する遡及的な変化とみな

されてきた。スペインと米国の一部地域では、一部の太陽光発電の協会や利益団体は、

提案された方法を「太陽への課税」と表現した。 

図 9.10 スペインの送配電網接続料金構造の推移 
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注：SME は中小企業(small and medium sized enterprise)を意味する。 

Source: Iberdrola, 2015. 

 

託送料金の固定費分を増やす是正は、ビハインド・ザ・メーターの資源の発達を妨げる

ことを意図するものではなく、また必ずしも妨げるものではない。規制機関や政策立案

者は、その促進が効率的である範囲で、ビハインド・ザ・メーターの発電の発展を促進

するべきである。その観点から、費用便益分析（CBA: Cost-Benefit Analysis）は、「どのよ

うな条件下のビハインド・ザ・メーターの発電が望ましいものか」を評価するのに役立

つ可能性がある。この質問への答えには、送配電網と発電の長期的な限界費用を反映す

る小売料金の設定が含まれると考えられる。 

このような費用便益分析を実施し、分散型発電の発展のためのルールを定義するには、

規制機関は、配電事業者が分散型資源を受け入れるための効率的な枠組みの提供を追求

するよりも、彼らのビジネスモデルに挑戦している分散型電源の導入を自分たちの市場

支配力と情報を使って制約できることを認識すべきである。 

                                                                                 

151 訳注：日本においても、2016 年 9 月より、経済産業省電力・ガス 取引監視等委員会の下に

「送配電網の維持・運用費負担の在り方検討ワーキングループ」が設置され、発電事業者の

送配電網の維持・運用費用の負担の在り方、送配電網の固定費の負担の在り方などが議論さ

れている。 
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ビハインド・ザ・メーターの発電の効率的発展のための適正な規制の枠組みには、かな

り未解決の問題が残っている。もし PV が実際に、集中型電力システムを交換したり発達

させたりすることの長期的な費用よりも安価であるならば、 も効率的な選択肢は実際

にさらに PV を導入することかもしれない。消費者はメーターでの請求情報を使った小売

料金に基づいて意思決定をするので、小売料金は一人一人の消費者の効率的な意思決定

を保証する鍵となる。 

託送料金構造 2.0 に向けて 

持続可能な規制の枠組みを確保し、送配電網の利用者と DER の両方に適正なインセンテ

ィブを与えるために、託送料金は、通常の非差別的なパラダイムを補う、以下の原則に基

づいて設計する必要がある。 

1）託送料金は必要なインフラの総費用を回収できるようにする必要がある。 

2）託送料金は、送配電網を効率的に使用するためのシグナルを送る必要がある。 

3）託送料金は費用を反映したものであり、かつ電力システムからの消費を削減できない

消費者の電気料金だけが増加するのではなく、自家発電保有者を含む全ての消費者に対し

て固定費と必要経費を配賦するものである必要がある。 

4）託送料金は、単純で透明性の高い方法で算出する必要がある。 

上記の 初の三つの原則を満たす託送料金は、全世帯のスマートメーターの使用を必要と

すると考えられ、また、緻密な送配電網のモデルと管理によって運用上および将来の投資

の必要性への詳細な計算に基づく必要がある。第四の原則（単純で透明性の高い方法論）

を実現することは、料金体系が単純化されるべきことを意味している。可能性のある、実

在の料金のいくつかの例を表 9.2 に示す。 

表 9.2 託送料金の構成 

託送料金の種類 

kWh 比例料金 
固定料金 kWh 単価 

時間帯別料金 電力の消費や発電の時間帯に依存する単価 

容量料金 
変動料金

152 
様々な容量の水準に対し、容量あたりの単一

単価により定義 

時間帯別料金 消費時間帯ごとの kWh 単価 

 
多くの要素を持つ料金 

固定、kWh 比例、容量料金の組み

合わせ  

その他 需給調整可能な料金 
ある量の負荷の制御を受け入れることで託送

料金を減額 

 

すでに述べたように、単純なネットメータリングと組み合わせた純粋な kWh 料金は、分

散型資源に有利な偏りを持つ傾向がある。このような料金構造の下では、分散型資源の

利用による消費者の費用削減は、電力システムでの節約分を上回る可能性がある。 

対照的に、純粋な容量料金（消費者が一定容量を使用するための固定料金を支払う）は、

例えば通信など、他の分野で採用されている単純な手段である。消費者は簡単に容量料

金を理解するが、これらの料金は費用の変動成分を反映していないため、消費者の参加

                                                                                 

152 訳注：「変動 (Variable)」は「容量の水準によって異なる」という意味であり、表や本文中にも

あるように各容量に対しては常に一定の料金が設定されている料金である。 
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意識を高めず、電力消費の増加につながる。また、純粋な容量料金は、契約容量の削減

のために電池を取りつける消費者に過度の報酬を与える可能性がある。 

固定料金と kWh 比例料金からなる二部料金制は、より良い解決策となる。ほとんどの配

電網では、この二部料金や、多部料金を採用すべきである。 

託送料金はまた、送配電網の実際の費用を反映させるために、時間的および空間的な側

面により差別化できる可能性がある。実際に、より緻密に時間に反応する料金さえも、

進んだ検針への投資することで想定できる。理論的には、アルゴリズムにより取引され

る全てのプロダクト、各消費者向けに、信頼度の費用と電力システム全体の効率性を計

算することができる。 

しかしながら、託送料金が合理的に到達できる複雑さの程度には限界がある。複雑さの

増加で料金が理解しにくくなり、取引費用が増加し、公共サービスインフラへの接続に

関する受容性の問題を引き起こす可能性がある。送配電網の効率的利用、全費用の回収、

費用配賦と透明性の原則を達成する託送料金の設計には、さらなる評価が必要になるこ

とは明らかである。 

送配電網への初期の接続 

接続料金の考え方は、OECD の加盟国間で大きく異なる。一部の市場では、いわゆる「シ

ャロー（shallow）料金153」制度であり、配電網への も近い地点への接続の直接費用だけ

を対象とする。その場合は、新規接続の送配電網全体の費用が接続料金を超えた場合、新

規顧客は実質的には補助されているが、このような費用の配賦は困難である。 

他の市場では、上流の送配電網インフラと新規送配電網利用者を支援するための送配電網

の増強の可能性に対応する、ディープ（deep）方式の費用が、接続料金に含まれる。この

ようなディープ方式の接続料金は、新しい送配電網利用者に局所的なシグナルを提供する

が、後の段階で送配電網に参加する利用者との間で、事前の利用者が支払ったインフラへ

のただ乗りの可能性が問題となる。オランダを含む一部の国では、両方の課金方式を併用

しており、一定の閾値以上の容量のユニットはディープ方式の課金をされる一方、より小

規模なユニットは接続料金だけ払う。 

ダイナミック/リアルタイムプライシング 

第 6 章で述べたように、電気料金体系は、消費者の消費パターンに直接影響を与えるこ

とができる。実際に、リアルタイムプライシングは、おそらくビハインド・ザ・メータ

ーの PV やエネルギー貯蔵を設置可能な消費者(プロシューマー)に、より深く関連する。

リアルタイムプライシングは、そうした消費者に対して、電力システムからの電力を使

用しないことや、電力システムへ逆潮することについての市場価値を伝えることができ

る（第 2 章参照）。 

伝統的な時間帯別（ToU: Time of Use)料金は、歴史的には年間通じて毎日決まった時間数

で、昼と夜の別々の料金を構成している。このようなピークとオフピークの料金は、風

力発電や PV の変動を反映しない。 

                                                                                 

153 訳注： シャロー方式と後述のディープ方式は 2008 年に欧州議会で採択された「気候変動対策

関連法案パッケージ」の関連法案「EU 再生可能エネルギー促進指令案」の中で議論され、こ

の指令案では加盟国に対してシャロー方式による接続費用配分を求めている。 
参考：電中研報告 Y08019、岡田他:「欧州での再生可能エネルギー発電設備の系統接続等に伴

う費用負担の動向」 
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リアルタイムプライシングは、再生可能エネルギー電源の価値を測るための有用な手段

となる。リアルタイムプライシングは発電費用のリアルタイムの変動を正確に反映し、

そのような料金に応答して差額で利益を出す貯蔵技術と発電を導入するインセンティブ

を消費者に提供する。例えば、PV が大量に発電し、電力システムに電力を送っているた

めに夏の昼間に電気料金が非常に低い場合、この時間帯ではリアルタイムの小売料金も

低下せざるを得ない。消費者は、PV パネルの追加では電気料金を削減できないかもしれ

ないが、代わりに、現在の費用水準からの有意義な削減を想定して、蓄電池を設置する

ことが考えられる。 

このようなリアルタイムの料金情報が存在しない場合、平均の kWh 市場価格と平均の送

配電網費用、税金に基づいて考えることで発電への投資判断が歪められ、過剰投資や場

合によっては過少投資につながる傾向がある。 

前述のように、スペインで導入された料金改革の例が、特に関連が深い（ボックス 9.1
参照）。スペイン政府はリアルタイムプライシングを、消費者（および小売事業者）への

初期設定とすることを決めた。消費者は「簡略化された競争力のある料金」を選択すれ

ば、リアルタイムプライシングから抜けることができる。 

スマートメーターは、現在、多くの国で導入されており、電力のリアルタイムプライシ

ングの導入を加速することができる。家庭用負荷と PV 出力の毎時の様相は、ルーフト

ップ PV（図 9.11）からのビハインド・ザ・メーターの発電の効率的な価格決定に使用で

きる。リアルタイムプライシングも消費者の消費パターンに関する意識を高める上で役

立つ。 

図 9.11  毎時の住宅需要と PV 発電の例 
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注：この例は典型的な 5kW 定格の PV が設置されている住宅を示している。 

 

しかし、たとえ PV とエネルギー貯蔵を持つプロシューマーであっても、リアルタイムプ

ライシングを用いて卸電力価格の変動に消費者が直接晒されることで、（電気の使い方

の）複雑さが大幅に増える。消費者の多くはこの価格情報を使用してきておらず、通常、

メーターと毎時の電気料金を確認する時間がない。実際には、数 MW までの小規模電源

でさえ、料金計算の複雑さを軽減し、その投資収益を定量化できるようにするために、

固定料金での契約を好む。 

したがって、電力供給者は、局所的な電源ミックスによる発電の推移を反映した様々な

料金の選択肢を備えた、「動的時間帯別」料金プランの開発を奨励されるべきである。

スマートグリッドや自動化システムといった自動制御可能な装置が働くようになること

で、需要家の参加を促進し、このように単純化された形で価格シグナルに晒すことが増

えると考えられる。 



電力市場のリパワリング 第 9 章 小売料金 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  
 

 

Page |249 

将来のビハインド・ザ・メーターの発電の導入には、次の選択肢が考えられる： 

 局所的な卸電力価格の適用。（例えばリアルタイムプライシングを介して）卸電

力価格に消費者を晒すことで、効率的な時に消費者がビハインド・ザ・メーター

の発電を導入するインセンティブを提供することができる。 

 動的時間帯別料金。供給者は、費用構造と価格の変動を反映した、ダイナミック

プライシングなどの簡略化された料金構造を提供する。消費者はこれらの簡略化

された料金構造に基づいて、ビハインド・ザ・メーターの発電に投資するかどう

かを決定することができる。 

 サービスベースの選択肢。エネルギーサービス企業154も、複雑な卸電力市場と消

費者をつなぐ上で重要な役割を担いうる。供給者とエネルギーサービス企業は、

消費者の単純化へのニーズを満たすプロダクトやサービスを提供することができ

る。 

したがって、分散型発電および貯蔵技術の場合、メーターで提供される電気料金のメニ

ューは、将来の規制の枠組みの中心的な部分となる。 

電力への課税 

小売電気料金の水準は、大幅に税制に依存している。電気の合計金額内であっても税や

賦課金の割合（関連する場所では付加価値税を含む）は、EU 内であっても、国によって

大きく異なる。例えば、2,500～5,000 kWh の年間電力消費量である標準的な中規模世帯

の場合の付加価値税、税金、賦課金が 終の料金に占める割合は、デンマークで 56.8%、

ドイツでは 51.6%、ポルトガルで 41.7%である(Eurostat, 2015)。EU の中で二か国だけ、英

国、マルタは、 終的な電気料金で一桁の税率となっている。 

電力の課税の長期的な方向性と、適切な課税政策を決定するための方法については、議

論が続いている。欧州では、その選択は、再生可能エネルギーの導入政策を含め、電力

の費用を消費者に課すことで行われてきた。ドイツでは、再生可能エネルギー賦課金の

配賦基準は、自家発電の消費も含むようすでに拡張された155,156。その他の議論中の課税

政策に関しては、環境目的（気候変動の緩和、研究開発、導入支援）の資金は賦課金と

して集めるべきか、一般的な税収から出すべきかという論点がある(Newbery, 2015)。 

より一般的には、高水準の税および賦課金は、電気料金を増嵩し、電力消費を削減する。

そのことは、エネルギー効率の観点からは有益である。しかしながら、高い税金はとも

にエネルギー分野での脱炭素化の鍵となる輸送部門での電力の活用と熱部門の電化に水

を差すことになる。 

                                                                                 

154 訳注: Energy service company (ESCO)の訳である。企業や自治体などでの光熱費削減のための省エ

ネルギーや再生可能エネルギーの導入の提案や施工、資金貸与などを行う。 
155 2014 年 9 月 30 日以降の PV システムが対象で、10 kW 以下の容量で 10 MWh/年以下の自家消費

量のものは除外。自立システムや、100%自給自足で送配電網への売電に金銭的補償を要求し

ないシステムも除外される。さらに、賦課金は自家消費の全体には適用されず、現在再生可

能エネルギー賦課金に対し、現在は 30%、2016 年には 35%、2017 年以降は 40%へと増加する。

（Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015）。 
156 訳注：参考資料 PV GRID プロジェクトのドイツに関する記事。 

http://www.pvgrid.eu/national-updates/germany.html 
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結論 
小売料金改革は急を要する。小売料金の上昇とルーフトップ PV と、度合いは PV より小

さいが貯蔵技術の価格低下に応じて、ビハインド・ザ・メーターの発電が急速に増加して

いる国々における緊急性は、特に高い。実際に、 終消費者への料金は、消費と投資の意

思決定を左右しており、改革の目的は、一部のプロシューマーのただ乗りの可能性を削減

することである。その一部のプロシューマーは、非効率な料金体系の下で他の消費者に高

額に負担させることで、送配電網の固定費の負担をより少なくし、再生可能エネルギー政

策費用への貢献を減少させる。 

料金構造、税制、そして時間的に変化する選択肢の欠如が、既存の小売料金の選択肢の主

な非効率な点である。託送料金は、電力量比例の料金から固定額と容量比例の部分を重視

する方向で是正するべきである。小売料金は、消費者がより積極的に市場へ参加するよう

奨励するように、この費用構造と卸電力価格を可能な限り反映する必要がある。 

その観点から、十分な競争状態に達した段階で規制料金を段階的に廃止することによって、

サービスの革新と料金設定の選択肢を奨励するべきである。小売事業者はリアルタイムの

市場価格と局所的な発電の両方の状況を料金に反映し、消費者に発電の実際の価値と電力

システムの条件を伝えるように、奨励されるべきである。 
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第 10 章 総合的結論と主要な提言 
 
電力市場のリパワリングは、多くの政府や規制機関が電力市場を理解する方法の変化を

示している。競争的な発電と自然独占型の送電網というこれまでの二元論的な区別では、

市場の枠組みを説明するには十分ではない。低炭素電力システムへの移行には、低炭素

化政策や再生可能エネルギー支援政策を、一貫性のある電力市場の枠組みに組み込み、

統合することが必要である。 

競争的電力市場の構造は、可能な限りすべての市場区分でさらに展開すべきである。卸

電力市場価格は、多くの電力部門における収益や意思決定のための主要な情報源になり

（図 10.1）、発電や信頼度のために稼働可能であることに対するインセンティブを提供

し、発電所、エネルギー貯蔵、デマンドレスポンス(DR)などの電力市場に参加する種々

の資源の価値を明らかにする。送電の価値も、一定程度、市場価格に由来する混雑収入
157の大きさで表現することができる。 

しかし、 小のコストで効果的な移行を確実にするためには、電力市場は規制機関の介

入による補完を必要とする。程度はさまざまであるが、電力システムのすべての部門は、

規制と市場構造の二つの要素を兼ね備えている。例えば、規制機関は、市場ルールを定

義し、市場支配力を軽減することが現在も必要である。信頼度の規制の程度によっては、

容量市場の導入が必要と考えられる。再生可能エネルギーが完全に市場に統合された後

でも（図 10.1）、再生可能エネルギーや CO2 排出量の目標達成に低炭素化への支援が必

要であり、それにより、投資家の炭素価格リスクやより一般的な市場価格リスクを軽減

することができる。 

図 10.1 従来型電源、低炭素電源、送電インフラの将来の市場収入の内訳158 

 
 

 

                                                                                 

157 訳注：送電線混雑により二地点の地点別価格に生じる価格差による収入を意味する。 
158 訳注：図中の言葉は原文のほぼ直訳としている。 



電力市場のリパワリング 第 10 章 総合的結論と主要な推奨 
低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制  
 

 

Page |253 

この状況を考慮すると、低炭素電力への移行は、既存の市場構造および規制手段を高度

化することで可能となる。必要な高度化は、既存の欧州電力市場、オーストラリア国営

電力市場、北米電力市場におけるベストプラクティスに見ることができる。 

長期的には、市場設計は、エネルギー貯蔵、DR、需要家が導入する分散型資源などの技

術によって形成される。しかし、このような事例はまだなく、当面の間、市場設計には

パラダイムシフトを必要としない。これを踏まえると、これからの移行期は、技術と市

場ルールの相互作用に基づく進化の過程であると考えられる。 

市場枠組みの包括的な理解に向けて 

「リパワリング」は市場全体の構造を維持し、市場ルールを近代化し、低炭素発電およ

び再生可能エネルギー発電を市場に組み込むことを意味する。低炭素への移行の間、電

力市場は規制と競争的市場の関係を定義する一連の政策を必要とする（表 10.1）。 

 

表 10.1 脱炭素の市場枠組みの概要 

 

 
 

 
 

低炭素 

炭素価格 
 

o 炭素規制 

o 炭素価格（取引方式） 

o 長期の契約 

投資 追加方針： 

支援方式 

 
o 低炭素長期支援 

o オークションセット 

サポート・レベル 

o 市場の統合 

 
 
運転効率/ 

信頼度、 

アデカシー 

 

短期 kWh 市場 
o 市場規則 

 

o 供給不足時価格 
 

o 信頼度基準 

o 高地理的分解能の kWh 価格 
o 高時間分解能  の kWh 価格 

o ダイナミックプライシングの

提供 

 追加方針： 

容量市場 

o 容量要件 

o DR プロダクト定義 

o 容量価格 

o DR の参加 

送配電網 

効率 

 
規制 

o 地域計画 
 

o 送配電網費用配賦 

o 混雑収入 

o 送電線オークション 

消費 小売料金 o 託送料金構造 

o 課税と賦課金 

o 競争的小売料金 

o 分散型資源 

 

表 10.1 にまとめた市場枠組みが実装される場合、以下の節で述べるように機能する。 

目的 方針 規制の種類 競争市場 
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低炭素化投資（第 2 章） 

炭素価格は、低炭素化投資の競争力を高めるための主要な手段である。政府の規制は、炭

素税の導入や CO2 排出量市場の創設で構成される。競争的な炭素取引市場によって、CO2

排出量の価格が設定され、その価格が信頼でき効率的なものになると、市場参加者は、新

しい低炭素化投資（例えば風力発電や太陽光発電、原子力発電など）に対する民間の電力

購入契約などの長期契約を締結することができる。しかし、特に加速的な容量の更新や、

不確実な長期的なガス価格見通し、炭素価格政策の不確実性などによる、電力価格に関連

した長期的な不確実性によって、このような低炭素化投資は妨げられる。 

その結果、税額控除やその他の支援制度などの再生可能エネルギーを支援する追加的な政

策が導入されることになる。これらの支援制度により、長期的な予見性を与え、市場リス

クおよび炭素価格の変動リスクが軽減される。大規模プロジェクトのためにオークション

が行われ、これにより市場競争が生まれ、必要な支援水準が設定される。 

長期支援スキームは、市場に統合され、市場収入を補完するものであって、それらを置き

換えるものではない。低炭素発電事業者は、その収入のかなりの割合を市場から獲得する。

これらの収入は、特に出力が変動する風力発電や太陽光発電のような種々の低炭素化技術

の相対的価値に関して極めて重要な市場のフィードバックループを提供する。支援水準は、

炭素価格と、おそらくは、市場価格の推移に応じて調整される。 

運用の効率、信頼度、アデカシー（第 3 章～第 6 章） 

新規の低炭素化投資のほとんどは、風力発電や太陽光発電に関するものであり、それら

の送配電網への統合は、信頼度とアデカシーを維持しつつ効率的でなければならない。 

1990 年代に多くの国で導入された短期 kWh 市場は、電力市場の基盤であり続けている。

これらの市場は自らを設計することはなく、規制機関が取引プロダクトを定義すること

によって、市場ルールが設定される。風力発電や太陽光発電を高い割合で効率的に統合

できるよう、短期市場で取引されるプロダクトは、地理的・時間的に高分解能で定義す

ることが必要である。kWh 市場における資源間の競争は短いスケジューリング間隔で地

点別の限界費用を反映した電力価格につながる。 

信頼度の維持は、短期 kWh 市場のもう一つの重要な役割である。容量が不足する期間の

価格はこの不足を反映し、異なる側面から規制される。価格キャップは約 10,000 US ドル

/MWh 以上の逸失負荷の価値に基づき設定され、市場支配力の規制は事前に定義される。

規制機関はまた、運転予備力が枯渇しているときに、この不足が確実に短期市場に織り

込まれるように短期価格を定義する（例えば、テキサス州地域電力信頼度協議会で適用

される運転予備力価格曲線）。 

短期市場をうまく機能させるためには、価格に加えて、予測される供給不足電力量

（EUE: Expected Unserved Energy）の停電期待値（LOLE: Loss of Load Expectation）のような

確率的基準をなるべく用いて、信頼度基準を明示的に調整することが必要である。これ

らの基準は、需給がバランスせず市場取引が約定できない場合に負荷を削減する確率を

定義し、供給不足時価格の規制を設定する基礎となる。 

終的な市場（小売市場）では、ダイナミックプライシングの提示において供給不足時

価格が反映されることが望ましい。小売事業者は、需要の卸電力市場への参加を確実に
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するリアルタイム価格オプションを開発しており、これらは運用効率の向上と DR のより

良い開発に貢献する159。 

それにもかかわらず、効率的な供給不足時価格があっても、特に投資段階において信頼

度基準を常時満たすために容量メカニズムが一般的に導入される。規制の観点からは、

容量市場は（価格規制の一形態である供給不足時価格の規制とは異なり）必要な容量を

規制するものである。競争的な容量市場では、容量の価格と、様々な資源の参加水準を

決定する。 

DR は容量市場に参加している。規制機関によるプロダクトの定義（すなわち、DR を定

量化するために使用されるベースラインの設定と報酬ルール）は、容量市場で取引され

る DR の水準に影響を与える。 

送配電網の効率（第 7 章～第 8 章） 

短期市場に加えて、出力が変動する再生可能エネルギーの導入率が高い低炭素電力への

移行では、送電及び配電の双方のレベルで、効率的な送配電網の開発が必要である。 

全体的なコストを 小化するために、送電の拡張は再生可能エネルギーの導入と統合さ

れる方法で計画される。規制機関は、越境の地域計画を策定する。規制機関は、費用便

益分析（CBA）によって、様々な利害関係者間で新たな送電のコストを割り当てることが

できる。効率的な送電への投資が行われる結果、 適な混雑水準が実現する。電力シス

テム内の二地点の卸電力価格の差から生じる収入によって賄われるマーチャント送電へ

の投資は可能であるが、実例は稀である。 

費用便益分析によって新しい送電投資の正当性が結論づけられる場合、新たな資産を建

設、所有、管理する者を決定するために、送電オークションのような競争的な手法を用

いることが通常可能である。 

配電網の規制は、主として太陽光発電だけでなく、小規模なエネルギー貯蔵と DR 等の分

散型資源の開発を活用する。配電網は、新たな市場のプラットフォームである。分散型

資源によって配電網への投資の繰り延べや代替ができるため、効率的な投資を奨励する

ように、配電網の経済的規制は出力ベースとなっている。 

消費（第 9 章） 

消費者側では、政策は競争的な小売料金を奨励する。規制機関は、消費電力量ではなく、

固定費と容量の重みを高めて、コストをより良く反映するために、託送料金構造のバラ

ンスを再調整する。小売電気事業者は、競って革新的なサービスを提供し、電力市場に

おける消費者の参加による利益を活用する。 

消費者は、ビハインド・ザ・メーターの発電とエネルギー貯蔵によって消費量を削減で

きれば、小売料金に対してこれまでより弾力的になる。持続可能性を確実なものとする

ために、他の電力消費者へのただ乗りを防止しながら、税を含む小売料金は分散型資源

の展開を奨励しようとする。新しい形態の競争は小売事業者の間ではなく、分散型資源

間で行われる。 

                                                                                 

159 訳注：第 6 章 6.3 ダイナミックプライシングに、「電力のリアルタイムの価格設定は、すでに

複数の市場での基本的な選択肢である」との記載がある。 
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移行のための市場設計 

ここで説明する市場の枠組みは、主に既存の市場で見られるベストプラクティスである。

この枠組みによって、市場設計を近代化しながら、既存の市場構造を維持し、全体的な

電力市場の枠組みの中で炭素政策と支援政策が統合される。 

このような枠組みは、ほとんどのシナリオにおける低炭素電力への移行の次の段階にお

ける目的に適合すると考えられる。この市場の枠組みは複雑であるが、電力部門にとっ

ては必須のものである。しかし、必要であれば、技術が進むにつれてその枠組みを発展

させることができる。 

主要な提言事項：脱炭素のための新たな市場枠組み 

電力政策のリパワリングに関する政策提言では、以下を考慮しなければならない。 

第一に、電源の脱炭素化への成功の道には、供給信頼度(SOS: security of supply)を維持し、

電力価格を適切な価格に抑える必要がある。小売料金が上昇しても、エネルギー効率の

継続的な改善によって、適切な料金を維持できる160。脱炭素化は、安定供給と適切な価

格とともに、エネルギーのトリレンマの一面であり、現在まで、脱炭素化は他の二者と

のトレードオフが要求される。 

第二に、電力市場とその規制の枠組みは、地域、州、大陸レベルで異なる管轄の共同責

任の下にある。脱炭素化の目標はグローバルであり、電力システムが越境する中で、政

府や州には依然として電力の安定供給に責任があり、結果として、国の制度や規制の枠

組みは、市場の設計に影響する。「ひとつですべてに適合する」解決策は無い。 

第三に、電力の脱炭素化は、エネルギー部門の中で も有望であると同時に も複雑な

部分でもあり、複雑さは避けられない。幸いなことに、過去 20 年間にわたってすでに多

大な努力が払われており、OECD 地域全体から貴重な教訓が得られている。 

低炭素への移行のための市場設計は徐々に進んできており、試行錯誤による学習が含ま

れる。市場設計への初期変更に続いて、英国、カリフォルニア州、ブラジルとフランス

の電力市場で多くの追加的変更が実施されており、将来的にはさらなる変更の可能性が

ある。 

このレポートで展開された分析の結果、電力システムの低炭素への転換という目的に適

合する市場設計と規制枠組みを作るために、以下の提言を検討すべきである。 

1）長期的なリスク共有ツールを用いて、新しい低炭素投資の市場収入を補う。低炭素発

電と省電力の展開を奨励するために炭素価格の導入あるいはその強化が必要であるとい

うことは標準的な提案であるが、炭素価格の信頼性を確立または強化するには時間がか

かり、すでにある市場価格リスクを増大させる可能性があることも認識する必要がある。

再生可能エネルギーの政策目標を達成するには、再生可能エネルギーの導入を加速する

必要があり、それにより電気料金を抑制できる可能性もある。したがって、低炭素電力

への移行にあたって、低炭素化投資を支援する必要がある。炭素価格が強化されたとき

にこの支援を調整するための規定を含め、支援は何らかの長期的な整備の形態を取るこ

とができる。これによって、市場価格リスクを軽減しながら低炭素化投資の市場への統

合が行われると考えられる。 
                                                                                 

160 訳注：一見矛盾した表現であるが、「単価が上昇しても、省エネルギーで使用電力量が減少す

れば、料金の支払額は大きく上昇しない」ということを述べている。 
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2）運用前の調整期間中における価格の透明性と地理的分解能を向上させる。地点別限界

価格(LMP: locational marginal price)は、調整期間中、すなわち運用前の 後の数時間にお

いて透明性が必要である。当日市場およびバランシング/リアルタイム市場は、単一の市

場枠組みに適切に統合し、当日市場価格は、予測誤差の影響を低減すべくスケジュール

を調整する方法を市場参加者に伝えるために透明性を保つことが求められる。供給不足

時価格の設定ルールは、価格面と市場支配力の問題に対処するために、事前に定義する

必要があり、発電余剰の価格は実際の限界費用を反映すべきである。 

3）供給不足時価格の設定ルールを定義し基準を設定することで信頼度を規制し、セーフ

ティネットを構築するために容量メカニズムを検討する。信頼度基準は規制機関が設定

すべきであるが、供給不足時価格がまだ存在しない場合、同時にこれを開発する必要が

ある。容量メカニズムは、うまく設計することで、脱炭素化の不確実性に対処するため

の追加のセーフティネットを提供し、信頼度基準を常に満たすことを確実にすることが

できる。 

4）効率的な需要の参加を推進する。小売電気事業者は、小口消費者のために、動的かつ

時間により変化する電気料金を提供する重要な役割がある。卸電力市場における「負荷

配分可能な」DR の発動（発電資源の給電指令と同様の方法で）は、その複雑さと不適切

な補助金となるリスクがあるため、新生 DR 市場の初期導入に限定されるべきである。 

5）連系線拡充のために地域全体の協調を促す。低炭素発電や送電網の発展のための立地

計画は、すべての資源を用いて管轄区域（エリア）を越えて一元的に行なう必要がある。

地域統合と新しい連系線が異なる効果を持つ場合、国際的な主体が、新たな連系線のコ

ストを評価し、地域全体の便益に占める割合に応じてすべての利害関係者にその費用を

配賦することが必要である。 

6）配電網の規制を近代化する（「規制 2.0」）。規制システムは、運用費 (OPEX: 
Operating expenses)と資本費(CAPEX: capital expenditure)との間で効率的なトレードオフを

可能にするために、より長期間にわたって出力に基づく規制を実施し、新しい分散型技

術の可能性を十分に引き出す必要がある。 

7）コストをより反映させるように小売料金を早急に改革する。分散型資源の効率的な展

開のために、電力税や賦課金を含む小売料金は、時間的に変化する電力価格と、送配電

網費用の固定費を含む基礎的なコスト構造をより適切に反映する必要がある。 
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略語集 
2DS 2 degree scenario 2℃シナリオ 
AEMC Australian Energy Market Commission オーストラリアエネルギー市場委員会 
ANEEL national electricity regulator (Brazil) ブラジル国家電力規制機関 
CAPEX capital expenditure 資本費 
CBA cost benefit assessment  費用便益評価 
CCGT combined cycle gas turbine コンバインドサイクル・ガスタービン 
CCS carbon capture and sequestration 炭素回収貯留 
CEC California Energy Commission カリフォルニア州エネルギー委員会 
CEER Council of European Energy Regulators 欧州エネルギー規制者評議会 
CEF connecting Europe facility 欧州施設への接続 
CfD contracts for difference 差金決済取引 
CHP combined heat and power 熱電併給 
CM capacity market 容量市場 
CO2 carbon dioxide 二酸化炭素 
CONE cost of new entry 新設相当費用 
CORESO Coordination of electricity system  送電網運用者協力会社 
 operators 
CPS current policies scenario 現行政策シナリオ 
CREZ competitive renewable energy zone 競争的再生可能エネルギーゾーン 
CSPE public electricity service contribution 電力公共サービス拠出制度 
CT combustion turbine 燃焼タービン 
DC direct current 直流 
DER distributed energy resources 分散型資源 
DMNC dependable maximum net capability 大正味保証容量 
DOE Department of Energy (United States) 米国エネルギー省 
DSPP distributed system platform provider 配電網基盤提供者 
EEG renewable energy act  再生可能エネルギー法 
 (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 
ELCC effective load carrying capability 実効需要対応能力 
ENTSO-E European Network of Transmission  欧州送電網事業者ネットワーク 
 System Operators 
EPE Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ブラジルエネルギー調査公社 
  (Brazil) 
EPEX European power exchange 欧州電力取引所 
ESAP Electricity Security Advisory Panel 電力安定供給審議会 
EU ETS European Union emissions trading system 欧州連合域内排出量取引制度 
EUE expected unserved energy 供給不足電力量 
EV electric vehicle 電気自動車 
FCF frequency converter facility 周波数変換施設 
FCO2 emissions of carbon dioxide CO2排出量 
FERC Federal Energy Regulation Commission 連邦エネルギー規制委員会 
FIT Feed-in tariff 固定価格買取制度, FIT 
FTR financial transmission rights 金融的送電権 
GIVAR grid integration of variable renewables 『再生可能エネルギーの電力システム統

合』 
GWh gigawatt ギガワット(=百万キロワット)時 
ICAP installed capacity 設備容量 
ICT information and communications  情報通信技術 
 technologies 
IRR internal rate of return 内部収益率 
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ISO independent system operator 独立システム運用者 
ITC investment tax credit 投資税額控除 
KWh kilowatt hour キロワット時 
LCOE levelised cost of electricity 均等化発電原価 
LCSCD least cost security constrained dispatch 供給力確保下での 小費用負荷配分 
LDA locational deliverability areas 送電線制約地域 
LMP locational marginal price 地点別限界価格 
LOLE loss of load expectation 停電期待値 
LOLH loss of load hours 停電時間期待値 
LOLP loss of load probability 電力不足確率 
LSE load serving entity 地域電力事業者 
LTP local transmission plans 地域送電計画 
MBTU million British thermal units 百万英国熱量単位 
MMS market management system 市場管理システム 
MOPR minimum offer price rule 小供給価格ルール 
MTEP transmission expansion planning 送電拡張計画 
MWh megawatt hour メガワット時 
NEM National Energy Ministry (Australia) オーストラリアエネルギー省 
NERC North American Electric Reliability  北米電力信頼度評議会 
 Corporation 
NEW Northwestern Europe 欧州北西部 
NGET national grid electricity transmission 国家送電網事業者 
NPS new policy scenario 新政策シナリオ 
NREL National Renewable Energy Lab 米国国立再生可能エネルギー研究所 
OCGT open cycle gas turbine オープンサイクル・ガスタービン 
OFGEM Office of Gas and Electricity Markets (UK) 英国ガス・電力市場局 
OFTO offshore transmission owner 洋上送電事業者 
ONS system operator (Brazil) ブラジルシステム運用者 
OPEX Operating expenses 運用費 
OTC over the counter 相対取引 
P+P point to point (二)地点間 
PCI projects of common interest 共通の利益に基づくプロジェクト 
PHEV plug-in hybrid vehicle プラグインハイブリッド車 
PPA power purchase agreement 電力購入契約 
Ppm parts per million 100万分の1 
PTC production tax credit 生産税額控除 
RAP reference annual revenue 基準の年商 
REV reforming the energy vision 『エネルギーの将来像改革』 
ROI return on investment 投資利益率 
RPM reliability pricing model 信頼度価格モデル 
RPS renewable portfolio standards 再生可能エネルギー利用割合基準 
RTO regional transmission operator 地域送電機関 
SC steam cycle 蒸気サイクル 
SCED security constrained economic dispatch 系統制約下での経済負荷配分 
SME small and medium enterprise 中小企業 
SOS security of supply 安定供給 
SWE Southwestern Europe 南西ヨーロッパ 
TGC tradable green certificates 取引可能なグリーン電力証書 
TOTEX Total expenses 総経費 
TPS three pivotal supplier 主要供給三社 
TWh terawatt hour テワラット時 
TYNDP Ten-Year Network Development Plan 10年系統開発計画 
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UCPTE Union for coordination of production  欧州送電協調同盟 
 and transmission of electricity 
VAT value added tax 付加価値税 
VOLL value of lost load 停電回避価値 
VRE variable renewable energy 出力が変動する再生可能エネルギー 
WEO World Energy Outlook 世界エネルギー展望 
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電力市場の 
リパワリング

2
0
16

低炭素電力システムへの移行期における市場設計と規制
「リパワリング(Re-powering)」は、古い発電所をより効率的で強力な
ものにリプレイスするプロセスを指しているが、同時にこの言葉は市
場設計にもあてはまる。低炭素経済への移行を促進するために、
電力市場は「リパワー」の必要がある。すなわち、電力の安定供
給を確保しながら、古い市場枠組みを脱炭素化に適した新し
い枠組みに変えられなければならない。市場のルールを、同
じ全体の市場構造を維持しながら、近代化し、低炭素政策
に、より適合させる必要がある。

電力市場のリパワリングは、既存の市場設計ないし規
制枠組みに応じて、いくつかの方法で実施すること
ができる。既存の市場の時間的・地理的分解能の
向上や供給不足時価格の設定に限った変化もあ
れば、短期市場の形成や一貫性のある市場枠
組みの一部として再生可能エネルギーの導
入とCO2排出削減のための政策を組み込ん
だ包括的な変化もありえる。

『電力市場のリパワリング』は、新し
い市場設計における今日のベストプ
ラクティスをまとめたものであり、
低炭素電力への移行に向けた
21世紀の諸課題に取り組む
ための、最も効果的で効率
的な電力市場のリパワリ
ングのための方法につ
いて述べている。




