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１．第１回検討会における御意⾒を踏まえた
今後の論点
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第１回検討会における御意⾒を踏まえた今後の論点①

以下の論点については、いただいた御意⾒を踏まえた対応を検討していく。
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論点 主な意見

１．電力先物市場
創設の意義

・透明性及び予見性ある価格形成が重要。これにより、必要であればヘッジをして
収益を確定させることが可能となる。

・電力の特性（貯蔵不可、同時同量性、安定供給の必要性等）を踏まえれば、先
物によるヘッジニーズがある。

・市場への販売及び市場からの調達比率の高まりとともに、ＬＮＧ契約や燃調制度
の柔軟化により、価格をヘッジするニーズは高まる。

・①燃料価格に対するヘッジニーズ、②高いボラティリティのＪＥＰＸ価格に対する
ヘッジニーズがある。

２．電力先物市場
の上場場所

・各社の管理体制や規制当局が市場監視を一貫して行える観点から、国内に
創設することが望ましい。

３．非当業者の参加 ・価格透明性、流動性向上の観点から非当業者の参加が必要。

・非当業者の参加により海外における燃料市場との間で裁定取引が働き、価格の
歪みが是正される。
・グローバルな燃料市場と連動するためには、非当業者による参加が必要。
・国内当業者に限定せず海外を含め非当業者が参加することが望ましい。
・市場参加者の見方が異なるからこそ価格形成がなされる。



第１回検討会における御意⾒を踏まえた今後の論点②
以下の論点については、本⽇さらに御議論いただきたい。
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論点 主な意見

４．不公正取引・
市場監視体制

・海外事例の調査が必要。
・現物市場と先物市場のつながりを利用した相場操縦の懸念。

・海外事例を見ると、先物市場を操作して現物市場に影響を与えることは考えにくい。逆
に、現物市場を操作して先物市場に影響を与える事例は多く見られる。

・生産者による自由な生産調整が可能な電力の市場監視を、他の商品市場の監視と同
じとすることが適当か。

・諸外国の法令では、他の先物商品に比べて電力先物に対して特別な手当をしている
例は見受けられないように、電力の特異性を過大に懸念する必要はないのではないか。

・非貯蔵性という特性から生産者が簡単に需給調整可能なため相場操縦しやすい。相
場操縦の定義の確認、遵守すべき行為規制の作成を通じ、市場関係者に本件につい
ての感度を高めてもらう必要がある。
・現物市場と先物市場との一貫性ある市場監視の枠組みが必要。

・諸外国でも現物市場と先物市場で監視主体や規制根拠が異なる。諸外国の事例の優
れた点や課題を見ることが重要。



第１回検討会における御意⾒を踏まえた今後の論点③
以下の論点については、本⽇さらに御議論いただきたい。
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論点 主な意見

５．市場活性化 ・市場を立ち上げる上で、流動性を確保するためにどうしたらよいか。
・海外での流動性確保の先行事例を勉強すべき。
・マーケットメーカー制度で活性化させることが必要。
・流動性の低い市場ではマーケットメーカーの引き受け手がいない。

６．今後の市場
見込み

・市場取引が拡大する中で、先物市場が必要になるスピード感をどのように捉えるか
が重要。

・海外では、現物取引が十分に浸透して先物市場が発展するまでに時間がかかったと
聞いているが、先物市場のテイクオフの見込みをどのように考えるか。

・ヘッジツールがあるならば、活用して現物取引を拡大する面があり、既に先物市場の
欠如により現物市場の発展を阻害しているという認識。



第１回検討会における御意⾒を踏まえた今後の論点④

以下の論点については、第３回以降さらにご議論いただくことを予定。
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論点 主な意見

７．税会計・社内
体制

・生産事業者はヘッジ会計の適用について社内のハードルが高いので、どのような
場合はヘッジとして認められるかといったガイドラインのようなものができないか。

・会計や社内のリスク管理体制をどうすれば国内事業者が参加可能となるのか、検
討会を通じて議論していきたい。

・包括ヘッジ又はヘッジ対象を予定取引などとして会計に組み入れられるよう、適切
な内部文書管理規則や体制構築が必要。
・システム投資、外部委託や外部人材の調達にも課題がある。

８．ＯＴＣとの関係、
クリアリング体制

・ＯＴＣでクリアリング機能を使うことも選択肢としてあり得る。

・海外事例を見ると、先々ＯＴＣを定型化して市場取引に取り組んでおり、我が国でも
そのようにすることも考えられる。

・クリアリングや証拠金等の各論点について、市場参加要件など参入障壁を少なくす
ることが必要。

・ＴＯＣＯＭの現クリアリングメンバーを見ると、電力取引の規模を考えたときに、十分
な信用力があるのか、やや疑問。

９．他市場との
関係

・容量市場等、現在検討中の市場が創設された場合、総合的にどのように機能する
のか注視。ニーズを踏まえた先物・先渡市場の棲み分けの検討が必要。

・スポット価格の信頼性・安定性あってのヘッジツール。適正なスポット価格の形成や
スポット市場の流動性確保の課題を踏まえた先物市場の設計が必要。
・海外における燃料市場との関連性を見据えた国内の先物・先渡市場が必要。



２．不公正取引・市場監視体制
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電⼒先物市場で想定される不公正取引
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電⼒先物市場で相場操縦を⾏い、当該市場で利益を得ることが想定されることに加え、電⼒現物市場やＯＴ
Ｃデリバティブ取引と関連づけた電⼒先物市場における不公正取引が想定される。

①現物市場の相場操縦を通じた先物市場の相場操縦
電力現物価格と電力先物価格の相関関係に着目し、電力現物市場で相場操縦を行うこと

によって電力先物市場の相場を変動させる。

②先物市場の相場操縦を通じた現物市場の相場操縦
電力現物価格と電力先物価格の相関関係に着目し、電力先物市場で相場操縦を行うことに

よって電力現物市場の相場を変動させる。

③ＯＴＣデリバティブ取引と関連している先物市場の相場操縦
電力先物市場で相場操縦を行い、当該電力先物価格をインデックスとするＯＴＣデリバティブ

取引において利益を得る。

④インサイダー取引
発電ユニットの計画外停止等に係るインサイダー情報を知っている者が、当該情報が公表

される前に電力先物市場で取引を行い、当該情報の公表後に差金決済を行って利益を得る。



不公正取引事例とその対応①＜現物市場の相場操縦を通じた先物市場の相場操縦＞
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電⼒現物価格と電⼒先物価格の相関関係に着⽬し、電⼒現物市場で相場操縦を⾏うことによって電⼒先物市
場の相場を変動させる。

欧⽶の事案において、同⼀事例は⾒受けられなかったが、類似する例として、現物市場（OTC）の相場操縦を通じてOTCデリバ
ティブ取引で利益を得る例を掲載。

○当該事例は、「連邦規則18巻 電⼒及び⽔資源の保全」（18.C.F.R）の1c2（電⼒エネルギー市場における市場操作の禁
⽌)に違反。

○FERCは、バークレイズが2006年11⽉から2008年12⽉までの間にカリフォルニア周辺の電⼒市場を不正に操作したとして、
2013年に4億3500万ドルの⺠事制裁⾦の⽀払いと3490万ドルの不正利益返還を命令。また元トレーダー4⼈に対しても
1800万ドルを請求。
⇒同社は容疑を否定したが、FERCが提訴。連邦地裁の審理でバークレイズの棄却申し⽴て等は退けられた。

②⾼値での買い（損失） ③指数の売り（利益） ①価格上昇前に安値で買い
④⾼値で売り （利益）

【Barclays Bank PLCの例ｰ⽶国】

特定受渡地点での1⽇前取引
（A)の価格を反映した指数

(ICE daily index) （B)の指数を反映した
スワップ契約

バークレイズ
の取引

価格上昇 価格上昇 価格上昇

参照 参照
（A)ICE現物市場（OTC) （B)ICE現物市場（OTC) （C)ＯＴＣデリバティブ

【違反⾏為の概要】

【違反事例へ対応】

○Barclays Bank PLC（バークレイズ）は、 ICE daily indexの価格（ ICEの1⽇前市場の商品価格を参照）を参照するス
ワップ契約を締結（ＯＴＣデリバティブ取引）。

○その後、ICEの１⽇前市場の価格を意図的に操作。当該価格の変動に伴い、当該価格を参照するICE daily indexの価格が
変動。これにより、当該indexを参照するスワップ契約で利益を享受。

○⼀般に現物市場の操作には多額の費⽤が必要と考えられるが、（B)での現物指数では利益を得ていたため、（A)での現物取
引での損失を抑えながら（C)でのOTCデリバティブ取引で利益を得たものと考えられる。



●OTC取引ではなく先物市場の相場変動を⽬的として同様の⾏為を⾏う場合は、商品先物取引法に違反して刑
事罰の対象となるとともに、取引参加資格の取消しや商品先物取引業者の許可取消し等の対象にもなり得る。

●当該⾏為を防⽌するために、卸電⼒取引市場を監視する電⼒・ガス取引監視等委員会との連携も含めた実効
的な監視体制の構築が必要。
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○OTC取引ではなく先物市場の相場変動を⽬的として同様の⾏為を⾏った場合、商品先物取引法第１１６
条第６号に違反（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（現物市場）で取引をするこ
とに該当）。

○同号に違反した場合は、５年以下の懲役⼜は５００万円以下の罰⾦。⼜はこれらを併科。また、主務⼤⾂
は商品取引所に対して違反者の有する取引参加資格の取消し等を命ずることが可能。さらに、違反者が商品
先物取引業者の場合は許可取消しを⾏うことが可能。

商品先物取引法との関係

○⼀⽅、卸電⼒取引市場の取引状況が関係してくるため、商品取引所や主務省による監視のみでは⼗分な対
応をとることは困難。

○そのため、電⼒・ガス取引監視等委員会との連携も含め、現物市場と先物市場の双⽅の取引状況を監視でき
るような、実効的な監視体制を構築していくことが課題。

不公正取引の監視に係る論点

○先物取引における不公正取引を防⽌するため、商品取引所による監視及び商品取引所からの取引状況の報
告や取引参加者等に対する報告徴収等に基づく主務省による監視が必要。

不公正取引事例とその対応①＜現物市場の相場操縦を通じた先物市場の相場操縦＞



11

電⼒現物価格と電⼒先物価格の相関関係に着⽬し、電⼒先物市場で相場操縦を⾏うことによって電⼒現物
市場の相場を変動させる。

（事例）

○事務局の委託先が実施した調査によれば、欧⽶では、先物市場における相場操縦をもとに現物市
場の相場を変動させた公表事例は⾒受けられなかった。

（事例が⾒受けられない背景）

○理論上、先物価格は将来における現物価格であることから、将来想定される現物価格から著しく乖
離した先物価格で注⽂が⼊った場合、すぐに他の取引者によって価格が是正されてしまうのではない
か。なお、先物市場における取引量が少ない場合は価格が変動しやすく、先物市場の相場操縦を
⾏うことが可能なケースもあり得る。

○また、電⼒の現物市場においては、主に前⽇等において⾒込まれる翌⽇等の電⼒の需給状況を勘
案した取引が⾏われ、先物価格を参照して取引が⾏われる要素は⼩さいことから、先物価格を変
動させることを通じて電⼒現物価格を変動させることは難しいのではないか。

○欧⽶の電⼒先物市場では、現物市場の平均価格を最終決済価格とする現⾦決済⽅式が主流と
なっている。このことも、欧⽶で当該事例が⾒受けられないことの⼀つの要因となっているのではないか。

不公正取引事例とその対応②＜先物市場の相場操縦を通じた現物市場の相場操縦＞



不公正取引事例とその対応③
＜ＯＴＣデリバティブ取引と関連している先物市場の相場操縦＞
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電⼒先物市場で相場操縦を⾏い、当該電⼒先物市場の価格をインデックスとするＯＴＣデリバティブ取引におい
て利益を得る。

【Merrill Lynch Commodities（Europe)Ltdの例ｰノルウェー】

Nordic Base Load Electricity
Forward contract (A)と同様の商品

連動

○MERRILL LYNCH COMMODITIES (EUROPE) LTD(MLCE社)は、 2012年6⽉15⽇にNASDAQ OMX Commodities
取引所において、2012年3Q受け渡しのNordic Base Load Electricity Forward contractの最も安い売り注⽂を下回る価格
で、2回の売り注⽂を実施。

○その⼀⽅で、ほぼ同時に上記価格と同価格で、ＯＴＣ取引で⼤量購⼊を実施。

(A)NASDAX OMX Commodities (B)ＯＴＣ

【違反⾏為の概要】

MLCE
の取引 安値での売り（損失） 安値での買い（利益）

価格下落

※ 本事例におけるＯＴＣ取引は現物引き渡しを伴うものであり、先物市場が現物取引にも影響を与える例でもある。

【違反事例への対応】
○本事例は、取引所の定める「市場⾏動原則」（MCR）のセクション5.1（市場操作の禁⽌）に違反。
○取引所の市場監視部は、2012年にMLCEに対して査察を開始し、取引所における売りオーダーは、OTC取引における安値購⼊を

⽬的としたものであり、意図的な市場操作と判断、NOK250,000の罰⾦を科すことを、同取引所の規律委員会に対して提⾔した。
○これを受け、規律委員会は調査の上、違反と結論づけ、取締役会にNOK350,000の罰⾦が適切と提⾔



本事例は、商品先物取引法に違反する⾏為であり、刑事罰の対象となるとともに、取引参加資格の取消や商品
先物取引業者の許可取消し等の対象にもなり得る。
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○本事例は、様々な相場操縦⾏為が考えられるが、商品取引所の取引に係る相場操縦は商品先物取引法第
１１６条各号に基づき禁⽌。

○同条に違反した場合は、５年以下の懲役⼜は５００万円以下の罰⾦。⼜はこれらを併科。また、主務⼤⾂は
商品取引所に対して違反者の有する取引資格の取消し等を命ずることが可能。さらに、違反者が商品先物取
引業者の場合※は許可取消しを⾏うことが可能。

※ 店頭商品デリバティブ取引（ＯＴＣデリバティブ取引）を業として⾏う者は、商品先物取引業者の許可が必要。ただし、当業者同⼠による
ヘッジ⽬的のみで⾏う場合など⼀定の場合は当該許可は不要だが、資本⾦１０億円以上の会社など⼀定の要件を満たす者を相⼿⽅として、
商品取引所に上場している商品を対象としてＯＴＣデリバティブ取引を業として⾏う場合は、特定店頭商品デリバティブ取引業者としての届出が
必要。

商品先物取引法との関係

〇先物取引における不公正取引を防⽌するため、商品取引所による監視及び商品取引所からの取引状況の報
告等に基づく主務省による監視が必要。

○主務省において、違反が疑われる場合には、当該者に対するＯＴＣデリバティブ取引の取引状況に関する報
告徴収や、ＯＴＣ市場（商品先物取引法に規定する第２種特定商品市場類似施設）開設者から当該者
の取引状況について報告徴収を⾏う。

不公正取引の監視に係る論点

不公正取引事例とその対応③
＜ＯＴＣデリバティブ取引と関連している先物市場の相場操縦＞



不公正取引事例とその対応④＜インサイダー取引＞
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【Lyse Produksjo AS, Lyse Handel ASの例-ノルウェー】

発電ユニットの計画外停⽌等に係るインサイダー情報を知っている者が、当該情報が公表される前に電⼒先物市
場で取引を⾏い、当該情報の公表後に差⾦決済を⾏って利益を得る。

○ Lyse Produksjo ASは⽔⼒発電所を運営。その発電電⼒はNord Poolのスポット市場で取引されている。
○当該発電所は⼀時期運転を停⽌していたが、2009年6⽉より運転を再開。しかし、当該再開の情報は、2009

年10⽉9⽇までLyse Handel ASを除いて公開されていなかった。
○当該情報が公開されていなかった間に、運転再開の情報が先物市場における商品価格に対して潜在的な影響

を有するにも関わらず、2社は先物市場において取引を⾏った。

【違反⾏為の概要】

【違反事例への対応】
○当該事例は、取引所の定める「市場⾏動原則」（MCR）のセクション3.3, 4.1c,4.5 （インサイダー取引の禁

⽌） に違反するおそれ。
○Nord Pool ASAは、Lyse Produksjo AS及びLyse Handel ASに査察を実施した。インサイダー情報を保

有しつつ先物市場で取引を⾏ったものの、その情報⾃体は関連商品の価格に対して特に重⼤な影響を与えたとま
では⾔えないとして、取引所規律委員会の勧告を受け、取締役会は2010年に2社に対して書⾯による警告の通
知を決定、公表した。



不公正取引事例とその対応④＜インサイダー取引＞
●インサイダー取引については、商品先物取引法上は禁⽌規定を置いていない。

●⼀⽅、電気の卸取引に関係するインサイダー情報は「適正な電⼒取引についての指針」で公表すべきこととなって
いる。これに加え、例えば商品取引所の業務規程等で対応することが考えられる。

15

○インサイダー取引については、商品先物取引法上は禁⽌規定を置いていない。

商品先物取引法との関係

○インサイダー取引については、「適正な電⼒取引についての指針」（平成２９年２⽉６⽇ 公正取引委員会・
経済産業省）において、電気事業者は電気の卸取引に関係するインサイダー情報として公表すべきこととなって
いる。

○これに加え、貯蔵できないという他の商品とは異なる特性があり、発電ユニットの稼働状況が価格に与える影響
が極めて⼤きい電⼒については、商品取引所の業務規程において、インサイダー取引を禁⽌するなど、当該取引
を防⽌するための対応をとる必要があるのではないか。

不公正取引の監視に係る論点



＜参考＞適正な電⼒取引についての指針（インサイダー情報の定義）
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インサイダー情報の定義

インサイダー情報とは、電⼒の卸取引に関係があり、卸電⼒市場（相対契約を含む。）の価格に重⼤な
影響を及ぼす以下の事実等をいう。

(a)認可出⼒１０万キロワット以上の発電ユニットの計画外停⽌に係る事実（停⽌⽇時、ユニット名、当
該発電ユニットが所在するエリア及び発電容量）

(b)上記(a)の発電ユニットを保有する発電事業者が合理的に推測する当該ユニットの停⽌原因及び復旧
⾒通し

(c)認可出⼒１０万キロワット以上の発電ユニットの計画停⽌を決定した場合における当該決定の事実
(d)上記(c)の決定を変更する決定を⾏った場合における当該変更決定の事実（当該変更決定を更に

変更する場合を含む。）
(e)上記(a)⼜は(c)の発電ユニットの復旧予定⽇を決定した場合における当該決定の事実
(f)広域機関の系統情報公開サイト（広域機関システム）において公表することとされる送電設備の運⽤

容量や使⽤状況に関する事実等

なお、上記にいう発電ユニットの「停⽌」とは、発電ユニットが電⼒系統から解列することを指し、そのうち
「計画停⽌」とは発電事業者が意図して⾏うものをいい、「計画外停⽌」とは発電事業者の意図とは無関
係に起こるものをいう。DSS（⽇々停⽌︓（略））、ユニット差替え等の⽇常的な運⽤停⽌については、
公表対象となる発電ユニットの「計画停⽌」には含まれない。



＜参考＞適正な電⼒取引についての指針（インサイダー取引及びインサイダー
情報の公表）
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②インサイダー情報の公表を⾏わないこと
（略）インサイダー情報のうち、(f)広域機関の系統情報公開サイト（広域機関システム）において公表される

こととされる送電設備の運⽤容量や使⽤状況に関する事実等については、市場参加者は、同サイトを閲覧すること
により卸電⼒市場の価格に重⼤な影響を及ぼす事実等を知ることが可能である。

他⽅、インサイダー情報のうち、(a)ないし(e)（認可出⼒１０万キロワット以上の発電ユニットの計画外停⽌⼜
は計画停⽌に関する事実等）については、⼀般に市場参加者が知り得る情報ではないため、停⽌する発電ユニッ
トを保有する発電事業者が、以下に記載の時期及び⽅法等に従って、当該情報を公表することが適切である。

上記のような適時の公表を⾏わないことは、電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告（電気事業法
第２７条の２９、第２７条第１項、第６６条の１１第１項）の対象となり得る。

ただし、例えば、⼤規模災害等により複数の発電ユニットが停⽌し、事故情報の把握や復旧操作等に⼈員を割く
必要があり、１時間以内の公表が実務的に困難な場合など、適時に公表できないことにつき正当な理由がある場
合には、この限りでない。この場合、電気事業者は、適時に公表できなかった理由を、公表後速やかに電⼒・ガス
取引監視等委員会に報告することが適当である。

①インサイダー取引
（略）インサイダー情報を知って取引を⾏うことは、卸電⼒市場における健全性と公正性を損なうおそれがあること

から、電気事業法に基づく業務改善命令⼜は業務改善勧告の対象となり得る。



＜参考＞適正な電⼒取引についての指針（インサイダー情報の公表内容等）
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ⅰ 公表内容とその時期

公表内容 公表時期

計画外停止に関する速報
 発電事業者名

 停止した発電ユニットの名称・容量、当該発電ユニットが
所在するエリア

 停止の日時

計画外停止の発生後１時間以内

計画外停止に関する詳報
 停止原因Ｉ（不明である場合はその旨）
 復旧見通し（見通しが立たない場合はその旨）

計画外停止の発生後４８時間以内（公表した情報に変更・更新
がある場合は、変更・更新についての決定後速やかに）

復旧時期の公表 復旧時期の決定後速やかに

＜計画外停⽌の場合＞

公表内容 公表時期

計画停止の予定
 発電事業者名

 停止を予定する発電ユニットの名称、容量、当該発電ユ
ニットが所在するエリア

 停止を予定する日時

計画停止の決定後速やかに

計画停止の予定の変更 変更についての決定後速やかに

復旧時期の公表（公表済みの計画停止の予定どおりに復旧
が行われる場合は不要）

復旧が行われる４８時間前まで

＜計画停⽌の場合＞

（注）復旧とは、いわゆる営業運転（電気の卸供給が⾏えるような運転）の再開を指し、試運転を含まない。

ⅱ 公表⽅法
発電事業者は、市場参加者が適時に全ての公表対象事実を把握できるように、⼀般社団法⼈⽇本卸電⼒取引所が

設置する情報公表サイトにおいて、⼀元的に対象となるインサイダー情報を公表する。
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電⼒先物市場における不公正取引の防⽌策

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。

（出所）第１回電⼒先物市場の在り⽅に関する検討会 資料５「論点に関する参考資料」より抜粋

不公正取引の対応として、事後的な措置のほか、事前措置として、商品取引所の業務規程において建⽟制限の
導⼊等についても検討すべきではないか。



＜参考＞欧州における規制体系

M 対象商品 ①REMIT ②MiFID/MAD/EMIR

現物
取引

電力又はガス

先物
取引
※O
TC含
む

電力・ガス以外

• インサイダー禁⽌（3条）
• 市場操作の禁⽌（5条）

• インサイダー禁⽌（MADII3
条）

• 市場操作の禁⽌（MADII5条）
• 取引所による市場の管理

（MiFIDII47条）
• データ収集（MiFIDII48条他）
• 建⽟規制（MiFIDⅡ第57条）

①ＲＥＭＩＴは、電⼒・ガス市場における統合性及び透明性等を図ることを⽬的とした規制。そのた
め、現物取引のほか、卸取引に係るデリバティブ取引も規制対象。

②MiFID等は、電⼒・ガスに限らず証券等も含む⾦融商品市場の取引を規制対象とするもの。

⇒ 電⼒・ガスの卸取引に係るデリバティブ取引については、双⽅の規制が適⽤されている状況。

（出所）平成26年度商取引適正化・製品安全に係る事業「電⼒先物市場に関する調査報告書」等を参考に作成 20

• インサイダー情報の開⽰義務
（4条）

• 市場監視(7条）
• データ収集（8条）
• 市場濫⽤禁⽌の執⾏（13条）



＜参考＞欧州における執⾏体制
①ＲＥＭＩＴに基づきエネルギー規制機関協⼒庁（ACER）がＥＵ全体の市場監視を実施。各国におい

ては、ＲＥＭＩＴに基づき国家規制機関（ＮＲＡ）がＡＣＥＲと協⼒しつつ執⾏。
②MAR/MiFIR(=MADⅡ/MiFIDⅡ)は、各国に直接適⽤され各国の⾦融規制当局（ＦＳＡ）が同規則を

執⾏。

⇒ 実態上、各機関が協⼒しつつ執⾏。

規制機関：NRA
規制法：執行・罰則規定等

規制機関：ACER
規制法：REMIT

規制機関：ESMA
規制法：MiFIR, MAR, EMIR

規制機関：FSA
規制法：金融規制関連法

電力現物・デリバティブ 金融商品全般

EUレベル

各国レベル

協力体制

協力体制

直接的に適用
直接的に適用
(但し、執行・罰則等に関して
は、各国レベルで国内法化)

（出所）平成26年度商取引適正化・製品安全に係る事業「電⼒先物市場に関する調査報告書」等を参考に作成
21



＜参考＞商品先物取引法

22

（仮装取引、なれ合い取引等の禁⽌）
第百⼗六条 何⼈も、次に掲げる⾏為をしてはならない。

⼀ 商品市場における取引に関し、上場商品の所有権（電⼒にあつては、電⼒の供給を受ける権利）の移転を⽬的としない売買取
引をすること。

⼆ 商品市場における取引に関し、仮装の取引をし、⼜は偽つて⾃⼰の名を⽤いないで取引をすること。
三 商品市場における取引に関し、⾃⼰のする取引の申込みと同時期に、それと同⼀の対価の額⼜は約定価格等において、他⼈が

当該取引を成⽴させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
四 商品市場における取引に関し、単独で⼜は他⼈と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき⼀連の取

引⼜は当該商品市場における相場を変動させるべき⼀連の取引をすること。
五 前各号のいずれかに掲げる⾏為の委託をし、⼜はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。
六 商品市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる⽬的をもつて、商品市場外で上場商品構成品等

の売買その他の取引をすること。
七 商品市場における取引に関し、商品市場における相場が⾃⼰⼜は他⼈の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
⼋ 商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表⽰⼜は誤解を⽣ぜしむべき表⽰を故意にすること。

（仮装取引等をした者の損害賠償責任）
第百⼗七条 前条の規定に違反した者は、当該違反⾏為により形成された対価の額⼜は約定価格等により当該商品市場における取

引⼜はその委託をした者が当該取引⼜は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
２ 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する⾏為があつたことを知つた時から⼀年間⼜は当該⾏為があ

つた時から三年間これを⾏わないときは、時効によつて消滅する。



＜参考＞商品先物取引法
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（会員等に対する監督上の処分）
第百六⼗条 主務⼤⾂は、会員⼜は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取

引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは六⽉以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引
若しくはその商品清算取引の委託を停⽌すべき旨を命じ、⼜は、当該違反⾏為が法⼈たる会員若しくは取引参加者の役員に係るも
のであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反⾏為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。

２ （略）

（監督上の処分）
第⼆百三⼗六条 主務⼤⾂は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第

百九⼗条第⼀項の許可を取り消し、⼜は六⽉以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停⽌を命ずる
ことができる。
⼀〜四 （略）
五 この法律（第⼆百⼗⼀条第⼆項を除く。）、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務⼤⾂の処分⼜は第百九

⼗条第⼀項の許可に付された条件に違反したとき。
六・七 （略）

２ 主務⼤⾂は、商品先物取引業者の役員が前項第五号に該当する⾏為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の
解任を命ずることができる。



３．市場活性化
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国内及び海外における市場活性化策の例

25

商品先物市場を活性化させるための⽅策として、対象者に対して⼀定のインセンティブを付与することによって取引
を⾏ってもらうマーケット・メーカー制度を⽤いる例がみられる。特に市場開設当初に果たす役割は⼤きい。

TOCOMの事例 EEXの事例
EEX取引所規則第29条に基づき、EEX Derivativesや

EEX spotにおいてマーケット・メーカー制度を導⼊。対
象商品は、電⼒先物（ピーク、ロード）、天然ガス先物、
CO2排出権先物。マーケットメーカーは、取引所と取り決
めた内容を遂⾏した場合、適切な報酬を得ることになって
いる。

Bayerngas Energy Trading GmbH, EDF Trading 
Markets Limited, E.ON Energy Trading SE, RWE Supply 
& Trading GmbH, Vattenfall Trading Services GmbH

電⼒先物のマーケット・メーカー⼀覧

成果
・2003年頃までは先物
取引の取扱量も少な
く、マーケットメーカーが
市場成⽴に⼤きな役割
を果たしていた。

・2003年には80%あった
マーケットメーカーのシェ
アは、多数の新規取引
業者の参加により2008 
年には15%まで低下。
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TOCOMでは、10商品18限⽉についてマーケット・
メーカー制度を導⼊。マーケット・メーカーは、①⼀定の
スプレッド幅(売り気配と買い気配の価格差)の範囲内で、
②売り及び買いの指値注⽂を、③⼀定枚数以上、④同時に
提⽰することにより、約定され易くし流動性を提供するこ
とを⽬的とする。現在３社が参加。マーケット・メークに
より約定した取引の定率参加料が減免される仕組み。
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成果
・2017年3⽉に新規上場した「⽩⾦現⽇」においてマーケット・
メーカーを導⼊。上場当初のMMのシェアは5~6%だったが、商
品の認知が進み市場参加者が増えるとともにシェアは低下し、
現在は1~2%程度。



４．今後の市場の⾒込み
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海外における電⼒先物取引とスポット取引の推移①

27

●NASDAQ Commodities（2010年よりNord Poolを買収）における電⼒先物取引は、⽴ち上げ時は
少なかったが、スポット取引の拡⼤とともに取引量も⼤幅に増加。

●なお、2003年は⽔⼒発電の極端な出⼒減少に伴う電⼒価格の変動性が増加したことにより、⻑期のヘッジを減
らしたこと等による減少。2008年以降は、⾦融規制強化による影響等から減少傾向にある。

【NASDAQ Commoditiesにおける先物取引量とスポット取引量の推移】
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※スポット取引は1993年、先物取引は1996年にそれぞれ開始。 （出所）NASDAQ WEBサイトより作成。
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●ＥＥＸにおける電⼒先物取引は、⽴ち上げ時は少なかったが、スポット取引の拡⼤とともに取引量
も増加。

●2014年以降の取引量の⼤幅な増加は、取引対象を拡⼤し、イタリア、スペイン等の他地域の電⼒も対象とした
ことによるもの。

【EEXにおける先物取引量とスポット取引量の推移】

※EEXは、旧EEX(2000年設⽴)とLPX(2000年設⽴)の合併により、2002年に誕⽣。スポット取引、先物取引ともに2002年から開始。
（出所）EEXアニュアルレポート等より作成

海外における電⼒先物取引とスポット取引の推移②


