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１．電力先物市場の意義・役割 
    ＜論点１．①②⑤関連＞ 

2 



3 

商品先物取引の機能と電力取引で果たす役割 

商品先物取引の機能 内容 電力取引における役割 

透明かつ公正な価格形成機
能の提供  

 先物市場に出された注文は明確
に定められた規則に基づいて約定さ
れ、成立した約定価格は直ちに公
表されるため、透明度の高い公正な
価格形成が行われる。 

○他の商品の現物取引では、現物取引市
場が確立されておらず、多くが相対取引で
あるため先物市場の価格が現物市場の
価格指標にもなっている。 

○電力取引については、現物取引市場
（ＪＥＰＸ）が確立されており、当該市
場で日々の需給を反映した価格で取引さ
れている。 

○電力会社は先物価格に基づいて将来の
電力価格の相場感が分かるので、自社の
供給計画策定に役立つ。 

価格変動リスクのヘッジ機能の
提供 

 先物価格が現物価格とほぼ同様
の動きをする性質を利用して、現物
価格の変動リスクを先物価格の値
動きによって相殺することができる。 
   

○日本も海外の例と同様、電力のスポット
価格の変動は極めて大きく、価格変動リ
スクを低減するため、ヘッジ機能の果たす
役割は極めて大きい。 



卸電力価格の傾向①（ＪＥＰＸのスポット価格） 

 電力は貯蔵できず、かつ、同時同量を満たす必要があることから、発電所の稼働停止や天候等に起因して需給が
大きく変動するような場合はスポット価格も大幅に動く傾向にある。 
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出所：第２２回 制度設計専門会合事務局提出資料（平成２９年９月２９日 電力・ガス取引監視等委員会） 
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卸電力価格の傾向②（ＪＥＰＸのスポット価格のボラティリティ） 

出所：第２２回 制度設計専門会合事務局提出資料（平成２９年９月２９日 電力・ガス取引監視等委員会） 

ヒストリカル・ボラティリティ（365日）  
≡  [当該日から過去365日間についての、”システムプライスの前日対比”の自然対数の標準偏差] × √365 
 
⇒ 当該日からの過去1年間の価格変動の大きさを指標化。小さくなるほど価格が安定的に推移していることを表す 
⇒ 例えば、ヒストリカル・ボラティリティ=10%は、1年後のスポット価格が現在の±10%以内に納まる確率が68.27%であることを表す 



電力先物価格の特性 

出所：Bloombergデータを基に作成。 

※ 平成２９年１０月６日時点のフォワードカーブ（ある一時期における各限月の先物価格をつないだもの） 

○基本的には他の先物商品と同様に短期物は変動し、長期物は長期的に安定する傾向にある。 

○なお、他の商品とは異なり電力は貯蔵できず、同時同量を満たす必要があることから、発電所の稼働停止や天候
等に起因した需給の影響を直接受けて価格が上下することもある。 

○また、電力先物と燃料（石炭等）先物を活用することで、スプレッドを固定することが可能。 
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電力先物・石炭先物のフォワードカーブ（欧州の例） 
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※ 電力先物はＥＥＸ、石炭先物はＩＣＥ。 
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  事業者は常に価格変動リスクに直面している中、先物取引を活用することで、あらかじめ利益が見込める価格で
取引することが可能となる。 

ヘッジ取引について 

リスクヘッジなしで販売する場合 

 将来の販売時に価格が上昇すれば、より多くの利益を得られる
が、販売価格が下落した場合は損失を被ることになり、常に価格
変動リスクに直面している。 

当初に見込んだ利益を確保 

先物取引でリスクヘッジ（売りヘッジ）する場合 

①当初の想定より現物価格が下落して損失が発生したが、先物
の利益でカバー。 

②当初の想定より現物価格が上昇したことに伴う利益の増加に
より、先物の損失をカバー。 

仕入価格 

6万円/t 

販売時の価格 

5万円/t 
損失：1万円/ｔ 

販売時の価格 

7万円/t 
利益：1万円/ｔ 

リスクの存在 

事業者 現
物
市
場 

先
物
市
場 

リスクの移転 

ヘッジ取引 
(現物、先物セット取引) 

損益を相殺 

仕入価格 先物価格 

6万円/t 
売り 
6.5万円/t 

販売時の価格 先物価格 

5万円/t 
損失：1万円/
ｔ 

買戻し 
5万円/t 
利益：1.5万
円/t 

販売時の価格 先物価格 

7万円/t 
利益：1万円/
ｔ 

買戻し 
7万円/t 
損失：0.5万
円/t 

リスクの存在 

事業者 現
物
市
場 

0.5万円/tの利益を確保 

② ① 
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ヘッジ取引（売りヘッジ）のイメージ（電力の販売価格のヘッジ） 

売 

12円/kWhで8月限
を売り（新規建玉） 

価
格 

4月 
取引開始日 

時間 

買 10円 

12円 

8月 
先物最終決
済日 

価格 

時間 

売 

先物市場 
（電力先物8月限） 

スポット市場 
（8月時点の電力価格） 

10円/kWhで最終決済 
【12-10＝2円/kWhの利益】 

8月 
スポット販売 

電力先物取引をしなければ1円/kWhの利

益しか確保できなかったところ、電力先物取

引をすることで当初に見込んだ3円/kWh

の利益を確保することが可能。 

限界費用9円/kWhで発電した
電力を10円/kWhで売却 
  【10-9＝1円/kWhの利益】 

※限界費用＝９円/kWh 

限界費用9円/kWhで入
札し、10円/kWhで落札。 

＜例＞ある事業者は、限界費用が9円/kWhであるところ、3円/kWhの売電収益を確保したいと考えてい
る。 
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買 

7円/kWhで8月限を
買い（新規建玉） 

価格 

4月 
取引開始日 

時間 

売 

7円 

11円 

8月 
先物最終決
済日 

価格 

時間 

買 

先物市場 
（電力先物8月限） 

スポット市場 
（8月時点の電力価格） 

11円/kWhで最終決済
（売り仕切り） 
11-7＝4円/kWhの利益 

8月 
スポット販売 

電力先物取引をしなければ1円/kWhの損

失が発生していたところ、電力先物取引をす

ることで当初に見込んだ3円/kWhの利益を

確保することが可能。 

ヘッジ取引（買いヘッジ）のイメージ（電力の購入価格のヘッジ） 

＜例＞ある事業者は、電力の販売価格を10円/kWhとする契約を顧客と締結。3円/kWhの収益を確保で
きるような電力の調達を行いたいと考えている。 

11円/kWhで入札し、
落札。 

電力を11円/kWhで購入し、顧客へ 
10円/kwhで販売。 
 【11円－10円＝1円/kWhの損失】 



電力取引に関するヘッジ取引の事例（発電事業者の例） 
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出所：「欧州における電力・燃料トレーディングと市場リスク管理の実践事例―トレーディング機能の強化に向けた課題と対応策―」（（一財）電力中央研究
所（平成２７年１０月））等を基に作成 

＜EDF社（フランス）の事例＞ 

電力売買の特徴：自由化後も大半が規制料金で供給している 
                       状況。そのため自社供給が大半で余剰又は 
                       不足分を市場で取引。 

ヘッジ戦略 

燃料市場 

EDF 

EDFトレーディング 

燃料の調達 
トレーディング 

電力の需要想定や 
運転計画等を策定 

DOAAT（EDFの一部門） 

燃料 

燃料 

スポット
価格 

スポット
価格 

デリバティブ
取引で 
ヘッジ 

３年 

１年 

スポット 

・年間物でヘッジ 

・２週に１回程度 
 先物のポジション 
 管理 

・月間物でヘッジ 

・週に１回程度 
 先物のポジション 
 管理 

スポット価格＞限界費用 
→市場売電 

スポット価格＜限界費用 
→市場買電・燃料転売 

・
・
・
・
・
・
・ 

余剰又は不足が 
見込まれる電力 

＜E.ON社（ドイツ）の事例＞ 

電力売買の特徴：自由化により市場競争が進展し、市場取引を 
            積極的に行う。 

ヘッジ戦略 

①アウトライト電源（原子力・水力）のヘッジ 

・売電価格に着目し、なるべく高い価格で先物のポジションを積
み上げ。 

・期近になるに従ってヘッジ比率を積み上げ。 

※2010年末時点の以下の各年における想定発電量に占めるヘッジ比率 
     2011年:約90%、2012年:約70％、2013年:約30% 

※市場価格が下がり始めた2012年末時点におけるヘッジ比率 
     2013年:100%、2014年:100％、2015年:約40% 

②スプレッド電源（石炭火力・ガス火力）のヘッジ 

・スプレッド（売電価格と燃料価格の差）に着目し、スプレッド
の動きを見つつポジションを管理。 

・期近になるに従ってヘッジ比率を積み上げ。 

※2010年末時点の以下の各年における想定発電量に占めるヘッジ比率 
     2011年:約90%、2012年:約80％、2013年:約40% 



２．電力先物取引の制度設計 
＜論点２．①～⑤関係＞ 
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当業者以外の者の参加について 

  当業者以外の者は、当業者とは異なり、売りと買いの同時注文による値差に着目して注文を出すことで市場の
流動性を高めている。 

売 価格 買 

○ 10.1 

○ 10.0 

9.9 

9.8 

9.7 

9.6 

9.5 △ 

9.4 △ 

（売方） 
限界費用9.5円に利益
を乗せて10円を提示 

（買方） 
採算価格は10.0円で
あるが、それより安い9.5
円を提示 

9.5円買い 10円売り 

売り・買いの値差が0.5円と広く、歩
み寄りが出来ずに平行線。 
     →約定しない 

先物市場 
（当業者のみの場合） 

先物市場 
（当業者以外の参加の場合） 

（売方） 
限界費用9.5円に利益
を乗せて10円を提示 

（買方） 
採算価格は10.0円で
あるが、それより安い9.5
円を提示 

非当業者 
9.7円買い

提示 

10円売り 9.5円買い 

9.8円売り 
提示 

9.7円でも限界費用
を上回り、0.2円の
利益を確保できるの
で、この辺りで手を打
とう。 

9.8円でも採算価格
を下回り、0.2円の
利益を確保できるの
で、この辺りで手を打
とう。 

売り・買いの値差を狭く提示すること
で、売り・買い双方を約定させることが
できれば、リスクなしで売買の価格差
に相当する利益を得ることができる 

売 価格 買 

○ 10.1 

○ 10.0 

○ 9.9 

○ 9.8 

9.7 △ 

9.6 △ 

9.5 △ 

9.4 △ 

売り・買いの価格差が0.1円と狭
く、取引が成立しやすい 

売方及び買方は限界費用及び採算価格を市場に
さらすことを嫌い、自ら注文価格を変えないため、約
定できない。 例えば9.7円でも限

界費用を上回り、
0.2円の利益を確保
できるが・・・ 

例えば9.8円でも採
算価格を下回り、
0.2円の利益を確保
できるが・・・ 



商品先物取引法の不公正取引防止に関する規定 
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 商品先物取引法で、相場操縦等の不公正取引の防止に関する規定を措置。 

①所有権の移転を目的としない売買取引 

②仮装取引・虚偽名称による取引 

③他者と通謀の上で同時期に同一価格で申し込みをすること（なれ合い取引） 

④単独又は他者と共同で取引が繁盛であると誤解させ、又は相場を変動させる
べき一連の取引をすること。 

⑤商品先物市場の相場を変動させる目的で商品先物市場外で取引をすること。 

⑥相場が自己又は他者の市場操作によって変動すべき旨を流布すること。 

⑦重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を故意にすること。  等 

商品先物取引法で、以下の取引を禁止する旨を規定している。 



現在の不公正取引や価格の乱高下の防止策（ＴＯＣＯＭの対策） 
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防止策 

建玉制限 ●一取引参加者が商品先物市場で保有できる建玉数を制限するもの。 
●ただし、当業者が現物のヘッジ目的で建玉を持つ場合（取引所への事前届出・承認が必要）は、建

玉制限を超えて建玉することができる。 
●建玉制限枚数は、現物の市場規模（生産量、流通量、輸入量等）等を勘案して決定（一般的に、

期先限月（最終決済月が先の限月）が大きく、期近（最終決済月が近い限月）になるにつれて小さ
くなる。）。  

サーキット・ブレーカー制度 ●一日の取引において、注文の発注範囲を一定の値幅内に制限する制度。 
●実質的な値幅制限であるSCBと、SCBの範囲内で一定以上の値動きがある場合には小刻みに取引を

中断するDCB。 
【ＳＣＢ】（スタティック・サーキット・ブレーカー） 
   一般的に、SCBの上限価格はストップ高、下限価格はストップ安となるが、国際市場の動向などに鑑

みて、取引所が適当と認めた場合には、一定時間後にSCB幅を拡張してから取引を再開できる。 
【ＤＣＢ】（ダイナミック・サーキット・ブレーカー） 
   価格の連続性を維持し、急激な価格変動を防止するため、即時約定可能値幅（DCB）を設定。

DCBの範囲外で注文が対当した場合、一定時間（現行：30秒間）、立会を一時中断。このDCB
時間中は注文受付を行い、取引の再開は板合わせ（シングルプライスオークション）から行う。 

市場監視・市場管理体制 

リアルタイム監視 立会時間中、取引システムの稼働状況の確認を行うとともに、取引の成立状況等を監視 

事後監視 
(SMARTSによる監視） 

SMARTSシステムにより、過去の取引状況と異なる傾向や不公正な取引に該当する疑いのある
場合に発生するアラートに基づき調査を実施。 

建玉管理 
(建玉報告、受渡予定玉報告) 

建玉報告に基づき特定の者による過当投機が行われていないかを調査するとともに、受渡予定玉
の報告により将来に向けたマーケット状況の把握に努めている 
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清算機関について①（清算参加者要件と清算預託金） 

１．ＪＣＣＨの清算参加者（クリアリングメンバー）の要件 

※ 商品先物取引業者に限る。 

①一定の財務基盤を有すること（下表参照） 
②適切な経営体制及び業務執行体制を有すること 
③国内に拠点を有すること 
④取引所の会員等であること（自社清算参加者のみ） 

２．清算預託金の例 

※清算時預託額 
  取引量に応じて預託する額 
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清算機関について②（決済不履行時の対応） 

※トランスファー対象：委託者が別の会員に移管する建玉 
※違約中間玉：取引の決済を終了していない違約玉 



電力先物取引の実施に伴う課題等 
例：ヘッジ会計について 

商品先物取引等のデリバティブ取引は、原則、決算期に時価評価。 

ヘッジ対象の現物取引が当期以降となった場合、先物取引のみ損益が認識。現物取引の損益と対応しな
い。 

ヘッジ会計が適用された場合は、ヘッジ対象の現物取引の損益が認識される期に繰り延べることで、
先物取引と現物取引の損益計上期を一致できる。 

実施時期 項  目 

事前要件（取引開始前） ① ヘッジ対象のリスク及びヘッジ手段となるデリバティブ取引、ヘッジ有効性の評
価方法、リスク管理方針の文書による明確化 

②リスク管理方針に従ったものであることの文書による確認又は当該方針に関し
て明確な内部規程及び内部統制組織が存在し、方針に従って処理されること 

③ヘッジ対象の取引及びヘッジ手段の取引の相場等の変動に相関性があること
の予測（両者の変動比率が概ね８０～１２５％以内の範囲内であること） 

事後要件（取引実施後） 有効性評価の定期的な実施 

＜ヘッジ会計の適用要件＞ 

17 



３．ＯＴＣ取引との関係 
＜論点３．関係＞ 

18 



取引所取引とＯＴＣ取引の関係 

○一般的に、ＯＴＣ取引で引き受けたリスクを取引所取引でヘッジする、取引所取引ではヘッジできないものをＯ
ＴＣでヘッジするなど、両取引は相互補完関係にあり、電力についてもその点は同様。 
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事業者 

ＯＴＣ取引（相対） 取引所取引 

トレーダー等 
商品先物 
取引所 

リスクテイク リスクヘッジ 

【取引所取引とＯＴＣ取引の取引量】 

※ スペイン、中東欧、イタリア、フランス、イギリス、ノルウェー、ドイツの電力のデリバティブ取引量 

出所：トレイポート社の資料を基に作成。 
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9,630 11,386 9,737 Power Market Volumes (TWh) 


