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第２回検討会のご意見及び対応の方向性
論点 主な意見 対応の方向性

市場監視・相場操
縦対策①

【現物と先物の一体的監視】
・現物と先物両市場間で整合性のとれた監視の在り方を
追求すべきであり、海外の事例も参考にすべき。
・電力先物市場が導入された際に足りない監視機能は何
か、現物と先物市場に対する行政側の役割分担など実
効的な市場監視の在り方について、検討して欲しい。

【市場の成熟度や特性を踏まえた監視】
・監視の在り方について、一定のルールを設けた上で自由
な市場とするべき。
・市場活性化の観点から、市場立ち上げ当初から過剰な
規制とならないよう注意するべき。市場規模、参加者のノ
ウハウ等、成熟度に応じた監視・規制を行うべき。
・商品取引所の市場監視制度をベースに、電力の特性を
踏まえてルールの追加を行うのが良い。
・電力先物はプロの市場であり、取引所価格は電力会社
の損益に影響するものの、エンドユーザーの電力購入価
格に直接の影響はないため、過剰な監視ルールの導入は
馴染まない。
・市場参加者は様々であり（実需目的の当業者、トレー
ディング目的の非当業者、両ポジションのプレイヤー等）、
参加者の性質に応じた監視の在り方もあるのではないか。
例えば参加者の資格審査の際、取引予定量や運用方
針等を確認するのは如何か。
・現物市場においては、現状及び今後において制度設計
が議論されており、現物市場の監視も完成形ではない。
それらとの関係も見据えながら検討すべき。

・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について今後検討。

・商品取引所による現在の監視（不自然な値動き
があった場合にアラートが鳴り、その要因をデータ等
から調べる）自体は、取引所としての一般的な業
務。更に確認を要する場合、電力会社に個別ヒア
リングをする等、ケース・バイ・ケースの対応となる。
・情報の非対称性やボラティリティの高い先物価格
（商品設計による）など電力の特性に鑑みると、
投資リスクの高い市場となる可能性もあり得ること
から、独自ルールによる事業者のみのプロ向け市場
とするか、既存の運用ルールによる参加者を限定し
ない市場とするかといった点も今後検討。
・OTC取引とクリアリングによる債務引き受けが使い
やすい環境を整備することも今後検討。
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論点 主な意見 対応の方向性
市場監視・相場
操縦対策②

【建玉制限・サーキットブレイカー】
・市場の信頼性を高める上で、建玉制限やサーキット・ブ
レイカー制度は重要なツールと考える。
・スパイクが起こりやすい電力の特性を踏まえると、サーキッ
ト・ブレイカーや建玉制限は、他の商品と同じ設計にすべ
きではない。
・サーキット・ブレイカーについて、電力の季節特性を踏まえ
ると、例えば値動きの激しい時期に設ける等、市場の実
態に合った制度を作って欲しい。

【相場操縦規制の在り方】
・人為的価格基準を中心とした相場操縦規制を考える
べき。
・先物市場とスワップ取引との関係、相場操縦とアービト
ラージとの区別など、相場操縦の監視・規制に当たって
は柔軟な対応が必要。
・相場操縦の裁判例はほとんどなく明確なクライテリアがな
いことから、怪しい取引を類型化した上で市場参加者に
示し、業界の自主的な規制が行われるのが望ましい。
・市場参加者のルールに対する理解が必要。どのような行
為が違法となるかといった点が分かるようにするとともに、
コンプライアンスの一環として、行動規範の作成や教育
等が行われるべきで、業界として自主的に対応することが
必要。

・サーキット・ブレイカーについては、ボラティリティに応じた適切
な値幅の設定すること、建玉制限については、取引規模に
応じた適切な枚数設定や適用除外措置（ヘッジの場合は
適用除外等）を講じること等について、今後検討。

・市場参加者の間で認識を共有すべき原理原則を整理する
ことを今後検討。
・相場操縦の判定は個々の事案に応じて判断することとなる
が、一般論として、どのような行為は問題ないか（純粋な注
文キャンセルなど）などを例示した資料を用いて、例えば商
品取引所が電気事業者向けのセミナーを開催すること等を
今後検討。
※ 日商協（商先業者の自主規制団体）は商先業者相手
のセミナーを開催。

・独自ルールによる事業者のみのプロ向け市場とするか、既
存の運用ルールによる参加者を限定しない市場とするかと
いった点も今後検討。【再掲】
・プロ向け市場の場合、原理原則を整理・共有した上で、そ
れに則った行動は各社の判断と責任によるという考え方もあ
り得る。
・必要に応じて、当局の監督指針等で不公正取引への対応
にについて規定することについても今後検討。
・OTC取引とクリアリングによる債務引き受けが使いやすい環
境を整備することも今後検討。【再掲】

第２回検討会のご意見及び対応の方向性
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論点 主な意見 対応の方向性
インサイダー情報の
公表義務・インサイ
ダー取引の禁止

【インサイダー情報の公表】
・インサイダー情報の公表は「適正な電力取引についての
指針」（以下「ガイドライン」という。）で義務づけられてお
り、電力先物取引についても同様の内容でよいのではな
いか。
・情報の非対称性については、現物・先物市場ともに規制
があるべき。様々な事例を提示し、市場参加者に対して
自発的な教育が必要。
・電力における懸念点は、現行の現物取引やガイドライン
等でカバーされていると考える。実際の電力先物取引に
関しては、先物取引の枠組み・ルールの中でフォローすべ
き。

【インサイダー取引の禁止】
・インサイダー取引は、他の商品とは異なり、電力について
は市場支配力を有するプレイヤーの存在を考慮すべき。
市場のルールとして、商品取引所の業務規程等で対応
することが適当。

【インサイダー取引防止に向けた体制】
・発電事業を有する事業者についてはインサイダー情報の
開示のみではなく、ファイアウォールを設ける等社内体制を
整えるべき。

・ガイドラインや海外の事例を参考に、商品取引所
の業務規程等に規定することも含めて今後検討。
・独自ルールによる事業者のみのプロ向け市場とする
か、既存の運用ルールによる参加者を限定しない
市場とするかといった点も今後検討。【再掲】

・インサイダー取引の禁止について、商品取引所の
業務規程等に規定することを今後検討。

・ガイドラインでは、「インサイダー情報に該当し得る
情報の社内管理体制の構築を行うことが望まし
い。」とされている。
・海外の事例も参考に、相場操縦の判定と整合性
が取れる執行・運用を目指し、商品取引所の業務
規程等に規定することも含めて今後検討。

第２回検討会のご意見及び対応の方向性
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論点 主な意見 対応の対応案
市場活性化 ・参加しやすい使いやすい市場の在り方、流動性を高める

ための方策と課題などを検討すべき。

・市場活性化策については、マーケット・メイカーなどの先行
事例も見ながら前向きに検討すべき。
・マーケット・メイカーの位置づけ・定義を誤解のないようにす
べき。マーケット・メイカーによって強制的に流動性を作り出
すというより、能動的に金融機関等が入ってくる仕組みと
認識。
・マーケット・メイカーを金融機関等に担ってもらうとしても、ど
のような条件なら担ってもらえるかなど、精査する必要があ
る。

・建玉制限やサーキットブレイカー等、実態に沿った
監視・規制を行うとともに、セミナーや事例集等で
問題となる行為／ならない行為を周知すること等に
よって参加しやすい環境を整備。
・投資家の受容性と市場活性化の観点の比較衡
量を踏まえ、独自ルールによる事業者のみのプロ向
け市場とするか、既存の運用ルールによる参加者を
限定しない市場とするかといった点も今後検討。
【再掲】
・OTC取引とクリアリングによる債務引き受けが使い
やすい環境を整備することも今後検討。【再掲】

・商品取引所において、事業者の参加意向等も踏
まえつつ、一定のインセンティブを付与することで取
引を行ってもらうマーケット・メイカー制度の導入を今
後検討。

第２回検討会のご意見及び対応の方向性



２．税・会計、社内体制等について
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第１回検討会でいただいた主な御意見
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論点 主な意見

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。

（出所）第２回電力先物市場の在り方に関する検討会事務局提出資料（資料２）より抜粋



電力先物取引に関する税・会計、社内体制等のアンケート結果（概要）①
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電力先物取引に関する税・会計、社内体制等に関する懸念等に関して、本検討会の委員（事業者）に対す
るアンケートを実施。

【税・会計に関する主なご意見】

①燃料費調整価格連動の電力小売販売の場合、電力先物取引をヘッジ会計上のヘッジ手
段とすることは難しい。
②ヘッジ会計の導入に際しては、社内で必要な規程類等を準備する必要があるため、参考と
なるQ&A等が必要と思われる。
③現行のヘッジ会計は、適用後におけるヘッジの転売・買戻しや原資産の転売等ができず利
便性が悪いので、要件の緩和が必要。
④電力需給契約の時価評価をする際、その基礎資料として、電力先物の決済価格（帳入
値段）がどの程度使えるのか明確にしてほしい（当該数値の算出方法がどの程度妥当
か）。
⑤JEPXのスポット取引が３０分単位のコマ毎に区分されている一方で、電力先物取引の単
位が異なった場合（月間商品など）に、包括ヘッジとすることができるのか、月単位として月
次総量で判定すればいいのか、ヘッジ対象がどの程度予定取引として許容されるかといった
整理が必要。



電力先物取引に関する税・会計、社内体制等のアンケート結果（概要）②
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【社内体制に関する主なご意見】

①電力のみならず、燃調まで含めたヘッジを目指す場合は、燃料価格の分析・予測を行うト
レーディングを行える新たな人材が必要。

②先物市場を有効に活用するためには、自社の持つリスクポジションの把握、リスクに対する対
応方針の策定及び対応手段の検討が必要。そのためには、金融工学的知見をもった人材
が必要。

③意思決定プロセスや決定権限等についての社内ルールの整備及び取引状況のチェック・監
視を行い、取引の中止・修正、評価などを行う社内の仕組の整備が必要。

④取引の入札や清算処理を実施するためのシステム構築が必要。

⑤電力先物市場の取引時間に合わせた人員配置が必要。取引時間が市場参加へのハード
ルとならないよう、事業者ニーズに配慮した設定が必要ではないか。



＜参考＞金融商品会計に関する実務指針＜抜粋＞
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ヘッジ会計の適用要件
ヘッジ取引
141. ヘッジ取引には、相場変動を相殺するものとキャッシュ・フローを固定するものとがある。

相場変動を相殺するヘッジ取引は、ヘッジ対象が相場変動リスクにさらされており、かつ、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相
場変動との間に密接な経済的相関関係があり、ヘッジ手段がヘッジ対象の相場変動リスクを減少させる効果を持つものである。
また、キャッシュ・フローを固定するヘッジ取引は、ヘッジ対象がキャッシュ・フロー変動リスクにさらされており、かつ、ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動との間に密接な経済的相関関係があり、ヘッジ手段がヘッジ対象のキャッシュ・フ
ローの変動リスクを減少させる効果を持つものである。

（ヘッジ取引開始時（事前テスト））
143. 企業はヘッジ取引開始時に、次の事項を正式な文書によって明確にしなければならない。

(1) （略）
(2)ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ有効性の評価方法が適切であるかどうかは、リスクの内容、ヘッジ対象及びヘッジ手段の性質に依存する。
企業は、ヘッジ開始時点で相場変動又はキャッシュ・フロー変動の相殺の有効性を評価する方法を明確にしなければならない。

これには、第171項に述べるオプションの時間的価値等の処理方法などが含まれる。企業は、ヘッジ期間を通して一貫して当初
決めた有効性の評価方法を用いてそのヘッジ関係が高い有効性をもって相殺が行われていることを確認しなければならない。
個別ヘッジの場合はヘッジ対象とヘッジ手段が単純に一対一の関係にあるので、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュフ・フロー変動を直接結びつけてヘッジ有効性を判定する。これに対し、ヘッジ対象が複数であり、相場変動又はキャッシュ・フ
ロー変動をヘッジ手段と個別に関連付けることが困難な場合、第152項の要件を満たすものに限り、ヘッジ手段をヘッジ対象と包
括的に対応させる方法（包括ヘッジ）も採用できる。企業は個別ヘッジによるか包括ヘッジによるかを事前に明示しなければなら
ない。
また、通常、同種のヘッジ関係には同様の有効性の評価方法を適用すべきであり、同種のヘッジ関係に異なる有効性の判定

方法を用いるべきではない。
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144. 金融商品会計基準第31項では、ヘッジ会計の適用要件の一つとして、ヘッジ取引時の要件（事前要件）を次のように定めてい
る。
ヘッジ取引時において、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、次のいずれかによって客観的に認められること。

(1) 当該取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、文書により確認できること。
(2) 企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定及び内部統制組織が存在し、当該取引がこれに従って処理されることが期待さ

れること。

145. 前項(1)による確認は、企業が次のような比較的単純な形でヘッジ取引を行っている場合に可能である。
① 個々のヘッジ取引を行う際に、企業の所定の方針に従って適切な社内承認手続が行われ、それが文書化されている場合
② 特定の種類の取引については自動的に特定のデリバティブによるヘッジを行う方針が文書化されており、それに従ってヘッジ取引が
行われている場合

これに対し、多数のヘッジ取引を行っており、個別のヘッジ取引とリスク管理方針との関係を具体的に文書化することが困難な場合に
は、前項(2)のように、リスク管理に関する内部規定及び内部統制組織が適切に運用され、ヘッジ取引がそれに従って処理されている
ことが必要である。具体的には、ヘッジのためのデリバティブ取引を実行する部門とは分離されたリスク管理部門を設け、ヘッジ取引の実
行を適切に管理するシステムが確立されている必要がある。

（ヘッジ取引時以降（事後テスト））
146. 企業は、指定したヘッジ関係について、ヘッジ取引時以降も継続してヘッジ指定期間中、高い有効性が保たれていることを確かめな
ければならない。すなわち、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動との間
に高い相関関係があったかどうか（ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動がヘッジ手段によって高い水準で相殺されたかどう
か）をテストしなければならない。
企業は、決算日には必ずヘッジ有効性の評価を行い、少なくとも６か月に一回程度、有効性の評価を行わなければならない。
ヘッジ有効性の評価は、文書化されたリスク管理方針・管理方法と整合性が保たれていなければならない。

＜参考＞金融商品会計に関する実務指針＜抜粋＞
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リスク管理方針文書の記載事項
147. リスク管理方針として、少なくとも、管理の対象とするリスクの種類と内容、ヘッジ方針、ヘッジ手段の有効性の検証方法等のリスク
管理の基本的な枠組みを文書化し、企業の環境変化等に対応して見直しを行う必要がある。
(1) ヘッジ方針においては、リスク・カテゴリー別のヘッジ比率、ヘッジ対象の識別方法、リスク・カテゴリー別のヘッジ手段の選択肢などを

記載することが必要である。
(2) （略）

包括ヘッジの要件
152. 金融商品会計基準（注11）にいう「個々の資産又は負債が共通の相場変動等による損失の可能性にさらされており、かつ、そ

の相場変動等に対して同様に反応することが予想されるもの」とは、リスク要因（金利リスク、為替リスク等）が共通しており、かつ、リ
スクに対する反応が同一グループ内の個々の資産又は負債との間でほぼ一様であることを意味するものと解される。
（略）個々の資産又は負債の時価の変動割合又はキャッシュ・フローの変動割合が、ポートフォリオ全体の変動割合に対して、上

下１０％を目安にその範囲内にある場合には、個々の資産又は負債はリスクに対する反応がほぼ一様であるものとして取り扱う。
（略）

ヘッジ対象となり得る予定取引の判断基準
162. 金融商品会計基準における「契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価格等の主
要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極めて高い取引」に該当するか否かを判断する際には、
例えば、以下の項目を総合的に吟味する必要がある。
(1)過去に同様の取引が行われた頻度
当該取引と同様の取引が過去において一度も行われていない場合には、他の要素を十分に吟味する。

(2)企業が当該予定取引を行う能力を有しているか。
企業が、法的、制度的及び資金的に当該取引を実行する能力を有しない場合には、ヘッジ対象になり得ないものとする。

(3)当該予定取引を行わないことが企業に不利益をもたらすか。
当該取引を行わないことが企業に不利益をもたらさない場合には、他の要素を十分に吟味する。

＜参考＞金融商品会計に関する実務指針＜抜粋＞
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(4)当該予定取引と同等の効果・成果をもたらす他の取引がないか。
当該取引と同等の効果・成果をもたらす他の取引がある場合には、他の要素を十分に吟味する。

(5)当該予定取引発生までの期間が妥当か。
予定取引発生までの期間が長い場合ほど実行される可能性は低くなると考えられる。特に当該期間がおおむね１年以上である
場合には、他の要素を十分に吟味する。

(6)予定取引数量が妥当か。
過去において行った同様の取引の数量を超過する部分については、他の要素を十分に吟味する。
なお、金融商品会計基準（注１２）における「未履行の確定契約に係る取引」について、当該契約を解除する場合の対価が全
く不要か又は軽微である場合は、上記と同様の検討を行い、ヘッジ対象になり得るか否かを判断する。

＜参考＞金融商品会計に関する実務指針＜抜粋＞



３．クリアリングについて

15



第１回検討会でいただいた主な御意見

論点 主な意見

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うる。

・海外事例をみると、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。

（出所）第２回電力先物市場の在り方に関する検討会事務局提出資料（資料２）より抜粋
16





クリアリング体制の検討の視点②
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適切なクリアリング体制を確保するためには、①価格変動リスクや取引規模に応じた適切な取引証拠金、清算
預託金、②クリアリングハウスの適切な財務基盤、③信用力のあるクリアリングメンバー、を確保する必要がある。

電力先物取引のボラティリティや取引規模に応じた適切なクリアリング体制の整備が必要。

①日々の清算（値洗い）を適切に行うとともに、価格変動幅に応じた適切な取引証拠金の
金額設定がなされていること。

③クリアリングハウスが、クリアリングメンバーから引き受けた債務を適切に履行できるだけの財務
基盤を有していること。

②クリアリングメンバー（清算参加者）による債務不履行が発生した場合に十分な対応がで
きるよう、取引規模に応じた清算預託金の金額設定がなされていること。

④クリアリングメンバーが、債務を適切に履行するために必要な財務基盤を有していること。









４．他市場との関係について
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検討会等における主なご意見

①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市場との棲み分けの検討が必要。

②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。

③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市場が必要。

④燃料調達などグローバルに事業を行っている事業者の電力取引に資する市場を目指すべき
（LNG先物市場の必要性や、電力先物と燃料先物との共通したクリアリングなど）

⑤燃料費調整価格連動による電力小売販売が今後も主流であるのであれば、燃料費をヘッ
ジする場も必要。


