
容量市場 2021年度オークション
何が変わったのか？ 問題は解決するのか？

松久保 肇（原子力資料情報室）
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容量市場の仕組み
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電力・ガス基本政策小委員会 第1回制度検討作業部会資料



多様な容量メカニズム 4

新規電源入札
なし(運転予備力需要曲線)

戦略的予備力
（ターゲット）容量支払

集中型容量市場
分散型容量義務

Bublitz, A. et al. “A survey on electricity market design: Insights from theory and real-world implementations of capacity 
remuneration mechanisms” Energy Economics 80 (2019) 1059–1078, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.01.030

• もともと容量メカニズムはアデカシー
確保のためのもの。電源維持費補填の
ためのものではない。

• 容量メカニズムには様々な種類があり、
容量市場はその一つに過ぎない。



5簡単に言えば・・・
小売事業者からお金を集めて電源を持っ

ている事業者を補助する仕組み

OCCTO（電力広域的運営推進機関）が開設
4年後の容量が取引対象。

売り手は、発電事業者、買い手はOCCTO、費用
は小売電気事業者



2020年度オークション結果
振り返り
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容量市場の価格決定方法 7

Net CONE(Cost Of New Entry):卸電力市場等の収入を引いた新規参入コスト

https://www.occto.or.jp/kaiin/oshirase/files/190227_youryou_setsumei.pdfを加筆

9,425円/kW

1.77億kW 1.８２億kW

1.７６億kW

１４,１３８円/kW



2020年度実施結果
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https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/042_03_03.pdf



容量市場の負担はピーク需要で比例配分
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家庭やオフィスなどの電力需要

工場などの電力需要

新電力に多い需要パターン

旧一電に多い需要パターン

供給量の変
動が大きい

供給量があま
り変わらない



容量市場コスト負担試算

● 旧一電と新電力（エリア外旧一電含む）の２０２０年度8月15時時点需要電力量見込みより、ピーク需要比率

と、両者の全体の負担額を推計した。合わせて、2019年度販売電力量と負担額から平均単価を推計した。

※平均的な単価であり、顧客の負荷率の違いにより、単価は変動する。
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一般家庭（月間電力使用400kWh)の年間負担額試算
・ 新電力の顧客の場合 13,680円
・ 旧一電の顧客の場合 8,400円

旧一電は容量市場に該当する費
用はすでに負担しているとしてお
り、値上げするかどうかは不透明

販売電力量（MWh） 比率 ピーク需要（万kW） 比率

新電力 128,926,170 15.5% 3,800 23.7%

旧一電 703,435,840 84.5% 12,250 76.3%

負担額（億円） 単価（円/kWh）

新電力 3,468.5 2.69

旧一電 11,181.5 1.59

送配電 １,３３７.0 0.16

計 15,987.０

この大半は旧一電の
発電部門にわたる

この大半は旧一電の
発電部門にわたる



２０２１年度オークション概要
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２０２１年度オークション需要曲線

※1 目標調達量には、FIT電源の期待容量1,336万kW（13,363,012kW）および追加
オークションで調達を予定している供給力317万kW（3,167,258kW）を含む

※2 発動指令電源の調達上限容量は、475万k（4,750,887kW、平年H3需要の3％）

https://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/files/210701_mainauction_jyuyoukyokusen_jitsujukyu2025.pdf.pdf

13



● メインオークション以外に、実受給年度の１年

前に、追加オークションを実施

● 追加オークションでは、目標調達量の２％を

調達する（１％は発動指令電源＝DR、１％は

安定電源、DR調達量全体はこれまでの３％

から４％に引き上げ。）

● 未応札の石炭混焼バイオマス発電設備を供

給力として織り込む

● 市場支配的事業者は、計画停止／休廃止の

予定の有無にかかわらず、基本的にすべて

の電源について応札

変更箇所 ： 供給力の確保

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/050_s01_00.pdf

2021年度メインオークションでは約定価格上限
張り付きは回避される可能性が高い。
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変更箇所 ： 約定結果の情報公開

● 落札情報が一部公表される。

● 公表内容は①事業者名、②電源ID

（応札単位の附番※）、③落札容量

※毎年度、 落札した電源等に対して、

応札単位ごとに附番を設定

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/050_s01_00.pdf

公表情報は増える。
ただし、電源種別は不明なまま※

※英国の容量市場では、電源別の入札、落札情報も
開示されている
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変更箇所 ： 価格決定方法

● これまでの経過措置・逆数入札を廃止

● 代わりに、２段階の容量確保契約金額

の減額措置を行う（右図・表参照）

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

①2010年度末までに建設され
た電源を減額

7.5% 6.0% 4.5% 3.0% 1.5% 0.0%

②応札価格が約定価格に対して
一定の割合以下の電源を減額

18.0% 14.4% 10.8% 7.2% 3.6% 0.0%

両方に該当する場合 24.1% 19.5% 14.8% 9.9% 5.0% 0.0%

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/20210614_1.pdf

前回オークションでは、経過措置
による割引分を、入札価格に割
り戻すこと（逆数入札）が認めら
れてた。これにより、入札価格が
引き上げられた。
今回は、逆数入札が廃止され、
減額措置が取られることで、入
札価格の低減、結果として、容量
拠出金の減額につながると考え
られる。
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変更箇所 ： 入札価格

● 支配的事業者は、価格のつり上げを行っていないかが監視されている。

● 電源を維持することで支払うコストから電源を稼働することで得られる他市場収益を差し引いた額（維持

管理コスト)で応札をしている場合には、価格のつり上げには該当しないものとみなされる。

● 今回、入札価格に含められない費目として、減価償却費が明記（←当初のコンセプトとはだいぶずれてきた）
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入札価格に含められる費目
（電源を維持することで支払うコスト）

入札価格に含められない費目

固定資産税
人件費
修繕費
経年改修費
発電側課金
事業税（収入割）

事業報酬
事業税（資本割・付加価値割）
法人税
減価償却費



変更箇所 ： 非効率石炭火力の容量確保金減額

● 非効率石炭火力（発電効率 42%以上/未満を基

準）については、設備利用率５０％以上の場合、容

量確保金を２０％減額する。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/20210614_1.pdf

古い石炭火力がもらえる容量確保金は
設備利用率が50％より高い場合、20％減
額される。ただし減額されるだけで、容量
確保金が支払われることに変わりはない。
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容量市場
なし

2/18平均価格 8986

日米の電力市場価格推移（翌日物、日平均） 19



参考：内外無差別化の取組状況

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/062_04_01.pdf
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内外価格差の状況

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

円
/k

W
h

みなし小売、新電力の価格推移

みなし小売ー特別高圧 みなし小売ー高圧 みなし小売ー低圧電灯

新電力ー特別高圧 新電力ー高圧 新電力ー低圧電灯
電力取引報告から試算

みなし小売・新電力の価格差は収斂傾向
ただし、これが内外価格差是正措置による
ものか、卸電力市場価格の下落によるもの

かは不明
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まとめ

約定価格

● ２０２１年度メインオークションは、いくつかの是正措置により、約定

価格は上限価格張り付きという状況は回避される見込み。

緩和措置・棚ぼた利益

● 経過措置の見直しにより、一時的には負担は緩和。ただし、2030年

に経過措置はなくなる。

● 既存電源を多く持つ発電事業者は経過措置が減っていく＝収入増。

脱炭素との不整合

● 非効率石炭火力の減額措置が導入されているものの、依然として市

場に参加できることに変化なし。

容量市場は市場価格の安定に寄与するか？

● 容量市場によって市場価格が安定するかは、海外市場を見ると、そ

うとも言えない
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