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概要– In this research, we propose a model for analysing the effect and impact of introducing the electricity
futures market in the liberalised electricity market. In order to clarify how the electricity futures market
will affect the spot market traded at the Japan Electric Power Exchange, we have constructed an artificial
electricity market that modelled both. Based on the experimental results, the impact on price due to the
introduction of the futures market was recognised in the Forward market, but it was minor. On the other
hand, it was confirmed that the impact on the quantity exists both in the Spot market and in the Forward
market.

キーワード: 電力先物市場, 人工市場，シミュレーション

1 はじめに
日本における電力小売の全面自由化が開始され，新

電力への契約先スイッチングが約 795 万件，従来の大
手電力内での契約スイッチングが約 489万件となり，合
計で 20.5%となり，kWhベースでも 10%を持続的に超
えるようになった 1)．これらの電力は，電力卸売市場
や市場外の相対取引などによって，発電事業者・電力小
売事業者による売買が行われている．電力取引が市場
で売買されることにより，市場原理によって価格の透
明性が促進され，より安い電力供給が可能となること
が期待されるが，一方で安定した価格での電力供給を
行うためには，長期に渡る売買契約が必要になる．こ
のような中，経済産業省は電力先物市場協議会を設置
し協議を重ねてきていたが，制度設計が難航し，現在
のところ上場の正式な計画は示されていない．そこで，
本研究では，日本卸電力取引所で取引が行われている
現物市場（スポット市場，時間前市場）に加えて人工
先物電力市場を構築し，経済的で安定した電力取引を
行うための市場設計を目指す．

2 関連研究
スマートグリッドにおいては，オークションによる

電力価格決定という発想は珍しいものではない．しか
しデマンドサイドは，太陽光等の再生可能エネルギー
をベースとするため，発電量が非常に変動的である．欧
州の電力リスクプレミアムを分析し，電力先物価格が
炭酸ガス先物価格に関係していることを実証分析から
示した論文 2)や，確率的プログラミングモデルを用い
て電力先物市場を分析したモデル 3)，線形ガウスモデ
ルを用いて電力先物価格を予測する手法 4)などが提案
されている．これに対して，本研究では人工的な電力
市場を構築し，電力先物市場が，スポット市場や時間
前市場にどのような影響を与えるのかを分析する．

3 人工電力市場モデル
本モデルでは，電力先物市場と既存のスポット市場お

よび時間前市場との関連を調べることを目的とし，こ
れらを包含した人工電力市場モデルを構築する．人工
電力市場モデルの概念図を，図 1に示す．
実験結果によると，先物市場の導入による価格への

影響は時間前市場で認識されたが，それは軽微であっ
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Fig. 1: 人工電力市場モデルの概念図

た．一方，数量への影響はスポット市場と時間前市場
の両方に存在することが確認された．年間取引の観察
からは，先物市場が季節的変動を予測して吸収する傾
向が見られ，季節変動成分の市場への影響が減少する
ことが明らかになった．

4 おわりに
ファンダメンタル価格が先物市場とスポット市場に

影響を与えると同時に，先物市場の価格と契約量がス
ポット市場に影響を与え，スポット市場の約定も時間
前市場に影響を与えることが，実験より明らかとなっ
た．しかし，実需の変化，気温の変化，燃料コストの
変化などが，先物市場を持つ電力市場価格に影響を与
える可能性がある．今後このような効率的な電力市場
の設計を行うためのモデル構築と分析を行っていく予
定である．
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