
容量市場について
（制度変更のアップデート）
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今年度⼊札の容量市場における制度変更

昨年度（第1回）の容量市場オークション価格が⾼騰した
ことを受けて、今年度⼊札ルールの修正が⾏われた。これ
について以下を解説します。

① ⾏われたルール修正の内容

② 修正により価格⾼騰が抑制されうるのか︖

③ REAPとして今後対応すべきこと
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昨年の容量市場で何が起こったのか？
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落札結果：14,137円/kW

調達容量：1億6,769万kW

調達総額：1兆5,987億円

×

=

9月14日に2024年度分の容量市場入札結果が公表されました。

石炭火力を含むほぼすべての電源（FIT再エネ除く）
に対して追加的に支払われる

再エネ普及・石炭フェードアウトとの整合しない

入札電源の97％
が約定

（稼働10年以上の電源は42％減額）
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容量市場の問題点
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高すぎる
今回の約定価格

石炭火力
フェードアウト
と相反

小売競争を阻害
（再エネ選択肢）

•海外の2～10倍という高さ
•仕組みが複雑で価格妥当性
検証が極めて難しい
•どの電源が受取るか非公開
•過度な支払いは国民負担増
大に

英国で2,830円/kW
米国（PJM）6,412円/kW
フランス1,197円/kW

•古い石炭火力が維持され、
再エネ普及が遅れる恐れ

•電源を持たない新電力が
一方的に不利になる仕組み
•再エネ供給に特化する新電
力は特に不利
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どういう発電所が落札したのか？
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石炭を含む火力を中心に落札され、その殆どは大手電力が所有
再エネはほとんどなし（FITは入札対象外）
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前回の落札価格に関する考察
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入札電源の多くが０円入札、一部の電源による価格が極めて高い
（多くの電源にとって棚ぼた利益になる）

13２－２ 容量市場のオークションの仕組み

� 容量市場は、買い手は広域機関、売り手は発電事業者等となる、シングルプライスオークションです。
9 広域機関は、全国で必要な供給力等に基づき、需要曲線（買い入札曲線）を設定します※1。
9 発電事業者等は、電源等毎（計量単位毎）に、応札量と応札価格（円/kW）を決めて、応札します。

� 応札価格を安価な順に並べた供給曲線と需要曲線との交点を含む応札の価格を約定価格とします※2 。
� 約定価格以下の応札価格の電源が落札電源となります。約定価格に応札量を掛けた額が容量確保契

約金額算定の根拠となります※3 。

【需要曲線と落札電源・約定価格のイメージ】
【容量市場で調達する供給力】

※1 容量市場で調達する容量は、必要供給力等からFIT分の容量を差し引きます。
※2 発動指令電源は、別途、落札できる上限量を設定します。
※3 リクワイアメントを満たせない場合、減額することがあります。

必要供給力

厳気象対応

稀頻度対応

最大想定需要

容量市場の
調達対象
＝目標調達量※1

需要
デュレーション

kW

8,760h

価格(円/kW)

約定価格

・・・・・・

需要曲線

供給曲線（応札）

目標調達量※1

kW

落札電源

非落札電源

電源の計画停止
を考慮した設備量

FIT分
G1 G2 G3 G9 G10 G11 G12

高い落札価格が全てに適用されることによる「棚ぼた利益」
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落札価格を決めった電源の内容 19３．オークション結果の集計・公表
（８）応札価格一定額以上の応札容量
� 応札価格が、約定価格の近傍であった14,000円以上の電源等の応札容量は、下記のとおり。
� 応札価格14,000円以上の応札容量は929万kWであった。発電方式別では、石油・LNGが95％
程度を占めた。

[単位：万kW]

応札価格一定額以上の応札容量（発電方式別）
注：四捨五入の関係で合計が合わないことがある。
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容量市場の制度⾒直し論点

2021年3月1日 第47回 制度設計専門会合 資料より

第一回オークションの結果を踏まえて、以下の論点について検討が行われてきた。
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供給⼒の確保・管理

 

29 

（メインオークションの需要曲線の設定方法） 

H3 需要のうち 2%分をメインオークションの調達量から減少させた上で、その分は基本的に

は追加オークションで調達することとして整理を行った。また、メインオークションの需要曲線

の設定方法については、第 30 回容量市場の在り方等に関する検討会（3 月 16 日）におい

て、追加オークションで調達する量の設定は、以下の A 案と B 案の 2 つの方法で議論が行

われた。 

z Ａ案：需要曲線の中で、FIT 電源等の期待容量に加えて、追加オークションに分ける

量を織り込む 

z Ｂ案：目標調達量より追加オークションに分ける量を減じて、新たな需要曲線を作成

する 

 

（参考図 2-3）メインオークションと追加オークションに調達を分けた場合の、需要曲線の設定

方法（第 30 回容量市場の在り方等に関する検討会 資料 3) 

 

容量市場の在り方等に関する検討会では、これまでの議論と整合的であること、また、B

案は調達量を縮減する形となり、その結果として、約定処理に用いる供給信頼度を変更する

必要があるなど、新たな措置の検討が伴うというデメリットがあることなどを踏まえて、A 案が

支持された。その検討を踏まえて、2021 年度オークション（実需給 2025 年度）においては、

需要曲線の中で、FIT 電源等の期待容量に加えて、追加オークションに分ける量（2％）を織り

込むこととした。 

 

（発動指令電源（DR）の拡充について） 

今後、再生可能エネルギーが更に増加していき、発動指令電源として期待される DR を含

めたアグリゲータの組成や市場参入が期待される中で、更なる市場参加者の拡大を促すよう

な制度運用が望ましいと考えられる。電源 I‘の実績と比較して容量市場の初回オークション

の発動指令電源の調達量は大きく増加しており、このような点も踏まえて、発動指令電源の

調達上限については、3％から全体として 4％に拡充することとした。メインオークションでの

調達量は初回オークションの調達上限と同様の 3％とし（上限に達しなかった場合には他の

• 応札されなかった石炭混焼バイオマス発電を織り込む（140万kW）
• 需要の2％分（353万kW）を減じて追加オークションで調達する（図）

課題：すべての供給力が容量市場において取引されたとは限らない

昨年は14000円を超える⼊札量が929万kWであったため、
これを押しのける供給量としては⼩さいことから価格への影響は限定的
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⼩売事業環境の激変緩和

① 価格を釣り上げる原因となった「逆数入札」の廃止
② 2010年以前の電源の支払額を減額
③ 約定価格の一定比率を下回る電源を減額
（②、③合わせて2025年度分は23％の減額）
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（参考図 2-6）激変緩和措置（① 減額割合、② 減額方法） 

 

④オークション結果 情報公開 

（背景） 

オークション 結果について 、最大 利害関係を有する小売事業者に対し、相対契約

協議を目的とした場合に情報開示が行われることとなっているが、落札電源に関する情報を

一般に公開すべきで ないか、という声もあった。諸外国においても、ど ような情報をど

ような形で提供するか、対応 分かれており、例え 、イギリス 符号化されたユニット ID 毎

に落札したかどうかも公表する一方、米 PJM 、そうした情報を一切公表していない。情報

公開 メリット・デメリットを踏まえて、情報公開 あり方について検討を行った。 

 

(情報公開 方法) 

情報公開 デメリットとして、休廃止に向けた関係者と 調整について最も懸念されていた

ところであるが、メインオークションで非落札となった電源が必ずしも休廃止 判断に至ると

限らないと考えられ、また、追加オークションへ 参加も考慮すると当該デメリットとされて

いた点 、一定程度、解消されたと考えられる。11そ ため、最終需要家を含めて非常に大き

な関心がもたれている中で、制度 理解を一層深めていく観点から、事業者名、電源 ID（応

札単位 附番 12）、落札容量という内容についてオークション結果として広く公表することとし

た。 

 

  

                                                   
11 オブザーバーから、発電所の立地地点は過疎が進んでいる地域もあり、雇用問題も含

め、地域経済への影響があり、4 年前のメインオークションで非落札が公表されると、発

電所存続について、地域、従業員に丁寧に説明していく必要がある、との意見があった。 
12 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する。 

逆数⼊札の廃⽌による約定価格の低下、および23％の減額効果が期待
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オークション結果の情報公開
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（参考図 2-7）情報公開のイメージ 

 

※応札単位の附番：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 

 

⑤カーボンニュートラルとの整合性確保（非効率石炭フェードアウト） 

(背景) 

第 26 回電力・ガス基本政策小委員会（2020 年 7 月 13 日）において、2030 年に向けた非

効率な石炭火力のフェードアウトに向けた検討の方向性・論点等が示され、非効率石炭火力

の休廃止を促しつつ安定供給を確保する仕組みは、容量メカニズムと類似性を有することか

ら、本作業部会で議論すると整理されたことを受け、本作業部会において、必要な措置を検

討することとした。 

その後、2050 年カーボンニュートラル社会の実現との整合性確保という新たな課題に対応

しつつも、容量市場の本来の制度目的である安定供給を損うことがないよう制度設計を進め

る必要性を提起し、対象電源の考え方及び基準、誘導措置におけるインセンティブ設計な

ど、具体的な検討を行った。 

 

（対象範囲の考え方） 

カーボンニュートラルに向けた電力分野の脱炭素化という政策の基本的方向性を踏まえる

と、誘導措置の対象としては、①CO2 を排出する火力全体とする方策と、②火力の中でも最

も多く CO2 を排出する石炭火力に絞る方策が考えられる。カーボンニュートラルとの整合性

を高める観点からは、火力全体を対象とする方が妥当と考えられる一方、現状、必ずしも供

給力に十分な余裕がなく、総発電量の約 7 割を火力が占めている中、電源の大半を対象に

誘導措置を検討することは時期尚早とも考えられ、「供給力への影響やガス火力へのトラン

ジションの観点から、対象電源は化石全体ではなく、非効率な石炭火力に限定していくべ

き。」といった意見があった。こうした点も踏まえ、安定供給を確保しつつ脱炭素化を進める観

点から、対象を非効率な石炭火力に限定することとした。 

 

（対象電源の基準） 

石炭火力の非効率性を判断する基準としては、発電効率または発電方式が考えられる

が、発電方式は、事後的なタービン改造等の事業者の高効率化の取組を反映できない恐れ

事業者名、電源ID、落札容量、についてオークション結果として公表する

イギリス並みの情報公開となり、容量市場の受益者が明確になることで
拠出⾦の妥当性について説明性が向上
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カーボンニュートラルとの整合性確保（⽯炭FO）

USC（超超臨界）並みの発電効率42％以下を減額対象とする

古い⽯炭⽕⼒に対しては減額措置でフェードアウトを促す対応が取られた
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③ REAPとして今後対応すべきこと

1.約定価格の評価
• 制度見直しが約定価格抑制に実効性があったか？

2.新電力マーケットへの影響
• 負担金はフェアな競争維持が可能なレベルか？

3.容量市場導入の振り返り評価
• 容量市場が電源投資、必要電源の維持に有効な施策とし
て機能しているか？

• 戦略的予備力などの別のオプションとの比較


