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わが国では、2005年4月にスポット市場が開設される予定である。スポット市場では1価格1オークショ

ンで値決めがなされ、その値が価格指標として機能することが期待されている。ところで、これまでわが

国の電力産業は10電力会社による地域独占体制であったため電力会社は圧倒的な供給力を有しており、

スポット市場では電力会社が主要な供給者になると考えられる。そのとき、電力会社は十分な設備容量

と豊富な経験を活かして自社に有利な入札を行う結果、スポット市場での価格が発電費用を十分反映し

たものとはならず価格指標として有効に機能しないという懸念ある。そこで、本論文では、開設初期のス

ポット市場のひとつの典型的な形として、大規模発電事業者1社と多数の小規模発電事業者がスポット

市場で供給入札を行う状況をオークションモデルによりモデル化し、大規模事業者の入札行動を分析す

る。既存の大規模事業者は新規参入の小規模事業者の入札価格をある程度推測することが可能である

との前提のもとで、利潤最大化による大規模事業者の入札価格を求める。モデル分析の結果、大規模事

業者の入札価格は発電費用から乖離すること、小規模事業者の数が大きくなると大規模事業者の入札

価格は低下すること、そして、小規模事業者のみでスポット市場の全需要を供給することができれば、大

規模事業者の入札価格は発電費用により近い値になることが示される。したがって、スポット市場に新規

参入企業を十分呼び込むことが、スポット市場での価格が価格指標として有効に機能するためのひとつ

の方策であることが明らかになる。

はじめに

モデルの概要

入札価格分析

3．1m≧kの場合

3．2m＜kの場合

4数値例
5　おわりに

1　はじめに

1990年に英国イングランド、ウェールズで電

力小売の部分自由化が行われて以降、欧米諸国

をはじめオーストラリアやシンガポールなど

でも電力産業における規制改革が進められて

いる。わが国でも、1995年に卸電力事業への

独立系発電事業者（IPP）の参入、2000年には

特定規模電気事業者（PPS）の電力小売事業へ

の部分的参入が実現した。そして、2005年4

月には、一般電気事業者（電力会社）、lPP、PPS

および自家発電保有者などが電力を売買する

場である卸電力市場が開設される予定である。

そこでは、スポット取引と先渡し取引の2銘柄

が上場され、従来の自社電源や長期相対契約を

補完するものとして機能することが期待され

ている。特に、スポット取引は、供給日前目に

おける需給の最終調整の場とされている。また、

スポット取引では、価格指標となるように1価

格1オークションで値決めがなされる。すなわ

ち、1日を30分問隔で分割した48個の各時間

帯に対し、売り手と買い手が価格と数量（キロ

ワット）を入札し、需給が均衡した点でその時

間帯の供給者および単一の価格が決定される。

　ところで、既に運用されている海外の電力市

場では、電力価格が期待されていたほどは低下
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しなかったことが報告されている。この点に関

しては、特に大規模発電事業者による市場支配

力の観点から、多くの研究がなされている1。

それらはモデル化の観点から、供給関数均衡モ

デル、クールノーモデル、およびオークション

モデルの3つに大別され、分析目的に応じて選

択されている。このうちオークションモデルで

は、VbnderFehrαα乙（1993）他が指摘してい

るように、スポット市場での入札価格が離散的

である点に焦点を当てた分析が可能となる。オ

ークションモデルを用いた研究例として、Vbn

derFehrα砿（1993）は、2発電事業者が入札に

参加する状況で需要の大小と入札価格の関係

を分析している。彼らの研究では互いの発電費

用を共有知識としているのに対して、Wbl加m

（1998）やParisioθ∫磁（2003）は、ライバルの

発電費用もしくは入札価格を不確かにしか知

らないというより現実的な状況を分析してい

る。輪1飴m（1998）は、ライバルの入札価格

を確率分布として知っていると仮定して、自社

のある発電設備に対する最適な入札価格を求

めている。他方Parisioε’磁（2003）は、べ一ス

ロード用電源とピークロード用電源を各1基

保有する大規模発電事業者1社とピークロー

ド用電源のみ1基保有する多数の小規模発電

事業者が、供給入札に参加する状況を分析して

いる。大規模事業者は小規模事業者の入札価格

を確率分布として知っていることとベース電

源は常に落札されることを前提として、大規模

事業者のピーク電源に対する最適な入札価格

を求めている。これら2研究に共通しているの

は、発電設備を実質的に1基のみ保有する場合

を分析している点である。しかしながら、この

場合、オークション理論でよく知られているよ

1電力市場における市場支配力に関しては、熊谷・服部（2004）

による解説、サーベイがある。

うに、同質財を複数単位落札しようと入札する

とき、入札単位毎に供給費用よりも高い価格を

入札するのが最適であるという側面を分析す

ることができない。この点を考慮した研究とし

て、Engelbrecht－Wiggansε∫尻（1998a；1998b）

がある。彼らは、多数の参加者が同質財を2単

位落札しようと入札する状況を分析している。

また、Sw㎞kels（2001）は、複数単位を落札し

ようとするオークションを入札参加者数が十

分大の場合で分析している。

わが国の電力産業では、これまで10電力会

社による地域独占体制がとられてきた。このた

め、電力会社は圧倒的な供給力を有し、特に開

設初期のスポット市場では電力会社が主要な

供給者になると予想される。ところで、わが国

のスポット市場で1価格1オークションが用い

られる理由のひとつは、そこで成立する価格が

価格指標として信頼性が高いと考えられるか

らである。しかし、電力会社が主要な供給者と

なる状況で、スポット市場で成立する価格が価

格指標として信頼性の高いものであるかは検

討しておく必要がある。ところが上でみたよう

に、先行研究ではこのような状況を明示的にモ

デル化し分析した例はない。そこで本論文では、

開設初期におけるスポット市場を勘案し、圧倒

的な供給力を有する既存の大規模発電事業者1

社と新規参入の小規模発電事業者多数が供給

入札するスポット市場をオークションモデル

によりモデル化し、大規模事業者の入札行動を

分析する。そして、スポット市場での価格が、

価格指標としてより適切なものになるための

政策的含意を得ることを目的とする。

　本論文のモデルの特徴は、開設初期のスポッ

ト市場で予想される状況をモデル化した上で、

大規模事業者の入札行動を複数単位が落札対

象となるオークション（複数単位オークション

（multi－unitauction）と呼ばれる）として分析し

ている点である。複数単位オークションを分析
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する場合、Engelbrecht－Wggansαo∠（1998a；

1998b）やSwinkels（2001）のように、落札し

ようとする単位数を2単位に限定するとか入

札参加者数を十分大きくしなければ、最適な入

札行動としてのナッシュ均衡を求めるのは困

難である。本論文では、次章で述べるように、

既存の大規模事業者は新規参入の小規模事業

者の入札価格をある程度推測することが可能

であるとの前提のもと、大規模事業者による不

確実性下の利潤最大化行動を分析することで

複数単位オークションの分析を可能にした。な

お、本論文では、落札者に支払われる価格を落

札された全入札の中で最も高かった入札価格

とするので、本論文で用いられるオークション

は、複数単位同一価格オークション（multi－urUt

mifbm1－phceauction）に分類される。

本論文の構成は以下の通りである。第2章で

はモデルの概要を説明する。第3章では、需要

と小規模事業者の発電設備総数との大小関係

により2ケースに分け、大規模事業者の最適な

入札価格を求める。第4章では、数値例により

第3章の結果を具体的に説明する。第5章でま

とめを述べる。

2モデルの概要

多数（n基）の発電設備を保有する大規模発

電事業者（以下、大企業と呼ぶ）1社を含む複

数の発電事業者が、スポット市場での電力供給

入札に参加する。その大企業1杜以外は新規参

入企業であり、僅かな発電設備し力保有してい

ない小規模発電事業者（以下、小企業と呼ぶ）

とする。小企業全体での発電設備総数を溺基

とする。また、分析を容易にするため、入札に

参加する各発電設備の入札1回あたりの入札

発電量は大企業、小企業にかかわらず同一であ

るとし、その量を1ユニットと呼ぶ。各発電設

備の発電費用は設備毎で一定とし、大企業の各

設備の発電費用を小さいものから順に並べた

ときの第i番目の値をX，と表す。ここで、X，

（井1，＿，n）に関して、ある正数s、，（0愈重）

が存在して0㌻rs≦＿㌻．一s重一sとすることがで

きる。そこで、簡単化のため、x、一sをあらため

てx，とし、さらに1rFlと正規化することによ

り、x，は0以上1以下の値であるとして以下の

分析を行う（（厭1＜．．．＜x．≦1）。発電設備として

は、大企業、小企業にかかわらずピークロード

用電源もしくはミドルロード用電源の同タイ

プのものとする。したがって、Parisioα尻

（2003）のモデルのようにライバルと競合して

も必ず落札できる、という設備はない2。

ところで、スポット市場は供給目前目におけ

る需給の最終調整の場であるから、スポット市

場での需要は、ある時間帯の総需要から自社電

源や長期相対契約、卸電力市場での先渡し取引

などの分を差し引いた残余需要である。本論文

では、このようなスポット市場での需要（以下、

単に需要と呼ぶ）が外生的に与えられ、かっ価

格に対して非弾力的であるとし、ユニット数ん

で表されるとする（んは正の整数）。電力会社は

十分な供給量を有することを考慮して、需要ん

は大企業の総供給可能量n以下であるとする

（尼ん）。需要んの値は、入札前に各社に知らさ

れる。そして、入札参加企業が発電設備毎に供

給価格を入札した後、全入札を価格の低いもの

から順に並べたときの最初のん個が落札される。

落札者は、落札できた発電設備により電力供給

を行うとともに、落札された全入札の中で最も

高かった入札価格を受け取る。

　ところで、小企業だけでは全需要を供給でき

ない場合、大企業は高く入札すればするほどス

ポット市場での価格をいくらでも高くするこ

とができる。それを回避するため、入札価格は

2英国で2001年から採用された新電力取引制度（NcwElectricity

TradingA㎜gcment、NETA）では、ベースロードやピーク

ロードなど形態に応じて取引が行われている。
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1以下でなければならないと規定されていると

する。したがって、大企業が発電費用x、の設備

に対して入札する価格をわ、（i＝1，＿，n）で表す

と、0≦Yl〈＿くY．≦1より0≦δ1≦＿≦わ．≦1となる。

価格の入札に関しては、次の仮定をおく。大

企業は先発企業として電力産業における技術

などに関して十分な知識を有していると考え

られる。したがって、大企業は小企業の入札価

格に関し、正確には知らなくてもある程度の推

測は可能である。そして、自社設備の発電費用

と小企業の入札価格に対する推測をもとに、大

企業は自社設備すべてを総合的に勘案して入

札する。他方、小企業は新規参入企業であるた

め、大企業に比べまだ十分な知識を有していな

い。また、小企業1社あたりの発電設備数は少

ない。したがって、小企業は各設備の発電費用

に一定の利潤を加えた値を入札するなど、発電

設備毎に独立に入札すると仮定する。

　以上の仮定のもと、大企業は、小企業の各発

電設備の入札価格が［0，1］内にあり、それぞれ

独立にある同一の確率分布F（密度関数を∫と

する）に従うことを知っているとする。このと

き、大企業から見た場合の小企業の入札価格を

小さい方から順に並べた第i番目（芦1，．．．，溺）

もやはり確率変数となる。それを名とすると、

名は第i番目の順序統計量であり、その確率分

布君は次式で与えられる。

君（ツ）一魯〔望〕（F（y）γ（1－F（ン）汐（1）

　大企業は危険中立的であり、期待利潤を最大

化することを目的としているとする。次章では、

順序統計量を用いて大企業の期待利潤を表し、

それを最大にする入札価格を求める。

3　入札価格分析

業の全発電設備を用いても全需要を供給する

ことができない場合（，n薙）とに分けて分析す

る。実際のスポット市場では、小企業の発電設

備だけで全需要を供給すること（’n≧ん）は不可

能と思われるが、このケースは小企業の全発電

設備を用いても全需要を供給することができ

ない現実的なケース（1n薙）の特徴を明らかに

するために必要となる。

3．1“以の場合

本節では、小企業の発電設備だけでも全需要

を供給することができるとする。すなわち、

1n≧たとする（nはん以上であればよい）。図1

に、このときの入札状況をん＝4、“2＝6の場合

について示す。図1では、大企業の入札を左か

ら右へ、小企業全体の入札を右から左へ、いず

れも価格の低い順に並べてある。需要は入札前

に知らされているので、大企業はん個の価格を

入札する。図1では、大企業の入札の61から

わ3までと小企業の入札の名が落札し、落札者

にはわ3が支払われる。

大企業がちょうどブ（1，．．．，え一1）ユニット落

札することは、大企業は第ノユニットを落札で

きるが第ブ＋1ユニットは落札できないことと同

値である。したがって、大企業がちょうど∫ユ

團大企業（1社）の入桶1

膨縫業（多数）の胤考

以下では、小企業の発電設備だけでも全需要

を供給することができる場合（〃以）と、小企
図1’n≧んの場合の入札状況（←4，〃2－6）
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ニット落札する事象を4で表すと、4＝偽く鞍ナ1，

伽＞Y淘｝となる3。そのとき小企業は、小企業

の全入札のうち第んゴユニットまでを落札する

ことができる。よって、そのときの期待価格は、

吻と垢の大きい方となる。また、大企業が需

要んすべてを落札する事象職は、オド繊く名｝で

あり、そのときの期待価格は、大企業の第ん番

目に高い入札価格である飯となる。

　したがって、このときの大企業の期待利潤π1

は、次のように表すことができる。

角一脚〔臨書祢〕

＋讐叫ブ・E瞬％冊客祢〕

　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

ここでEは期待値オペレーターである。

π1を制約条件0塑1≦＿φ藤1のもとで最大化

する。まず、制約条件を無視することにして、

砺←1，＿，ん）　についての1階条件より次式を

得る。

一（溺一ん＋ブ）（わノーxノ）∫（の＋庵F（励一〇

　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

ここで（1）式の関係を用いた。（3）式の解は

必ず存在するが、それが唯一の解であると仮定

してその解を牛奴乃）とすると、吻（乃）は次の

性質を有することがわかる。

L奴乃播である（等号成立はゲ1のときに限

　る）。

2．奴乃）は点（乃，防）＝（1，1）を通る［0，1］上の増

　加関数である。

3．［0，11上の任意のxに対して砺（x）翁＋1（x）が

　成り立っ。

　以下で、これらの導出について簡単に説明す

る。（3）式の左辺を＆（鰯）とおく。すなわち、

3本論文では、分析を簡単にするために、大企業と小企業との

　間で入札価格が同じ値になる場合は考えない。

9ノ（舛xノ）

一一（規一倍ノゆ、一茂ノ）∫（の＋漁一F（わ、））

　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

とする。91（乃巧）ヲロー尺刃）尭0であるから奴刃≧刃

であり、等号成立は炉1のときに限ることがわ

かる。また、＆（111〉＝0であるから、奴賜）は点

（乃，妙＝（1，1）を通ることがわかる。

奴苺）がη∈（0，1）の増加関数であることは、

次のようにしてわかる。防（賜）は（3）式の唯一

の解であるから、易＝塚乃）において∂＆／∂砺＜0で

ある。また、刃において偽・禽＝（〃2矯サ倣◎）＞0で

ある。よって、陰関数定理により刃の近傍にお

いて、

46ノ（xノ）＝一∂9ノ画＞。　　（5）

　礁ノ　　∂9ノ／∂防

が成り立ち、奴刃）が乃の増加関数であること

がわかる。

（0，1）上の任意のxに対して吻（x）翁｝1（x）が成

り立っことは次のようにしてわかる。91（醸刃）勘）

は、

9ノ（わノ（xノ）lxノ）

一一（耐）⑦ノ（xノ）一xノ）

＋ブ←¢ノ（xノ）一xノン（わ、（xノ））＋1－F（わノ（x、））｝

　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

と変形することができるが、＆（娠菊）茜〉＝0であ

るから、溺≧んより、

一¢ノ（xノ）一xノ）ゾ（わノ（xノ））＋1－F（わノ（xノ））≧0

　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

でなければならない。よって、

9ノ＋1（6ノ（Xノ）IXノ）

一一仏，（xノ）一xノ）ゾ（わノ（xノ））＋1－F（々，（産，））≧・

　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
となる。このことは、91。1（外1（刃）勘）＝0を満たす

向。1（刃）は奴刃）以下であることを示す。

　これらの性質から、制約条件0塑1≦＿≦屡1

は有効制約ではないことがわかる。大企業の入

札価格は、（発電費用が1である場合を除い
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て）常に発電費用よりも高くなる4。また、入

札価格と発電費用との乖離は発電費用が大き

い設備ほど大きくなる。これは、発電費用が大

きい設備はもともと落札できる可能性は低い

が、それでも落札しようと入札するには利幅、

すなわち乖離を小さくせざるを得ないからで

ある。発電費用が異なる設備に対して、同じ価

格を入札することはないこともわかる。

　小企業の発電設備総数溺が大きくなると、

奴乃）は小さくなる。実際、小企業の発電設備

総数が濯のときの吻を輪と表せば、
一｛（溺＋1）一ん＋永％一xノ）∫（わノ溜）＋ブO－F（わゐ耀））

＝一（わノ，ガxノ）∫（わノ，加）≦o

　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

となるから、娠（ゆ≧鰍綱（杉）であることがわか

る（等号成立はゲ1のときに限る）。また、〃以

であるから、毎晒〉≧妬（乃）である。特に、小企

業の発電設備総数が需要に等しい場合（’n＝ん）

には、（3）式は、

一（わノーxノ）∫（の粕一F（わ、））一〇　　（10）

となり、すべてのブに対して紘病）は溺（ある

いはた）に無関係な同一の関数となる。この関

数をd（乃）で表すことにすると、方1，＿，んに対

して紘溺（汚）ゴ（乃）となる。

需要んが大きくなると、あ（乃）も大きくなるこ

とがわかる。実際、需要がんのときの吻をゲ

と表せば、

4落札者に支払われる価格を落札できなかった全入札の中で最

　も低し価格（thelowestloshlgbid）とする場合は、第1ユニッ

　トに対する入札価格は常に発電費用に一致する（例えば、

　Kds㎞a（2002）の169、186ぺ一ジを参照）。これは、第1

　ユニットに対する入札価格が落札者への支払し価格となる

　ことがないため、落札することだけを目的にできるだけ低い

　価格を入札するのが最適になるからである。本論文では、ス

　ポット市場での同一価格オークションでしばしばなされる

　ように、落札できた全入札の中で最も高し価格（thehi帥est

　winningbid）を落札者への支払し価格としているので、わ1（Xl）

　はXlに（XI－1である場合を除いて）一致しない。

一｛溺一（ん＋1）＋ノゆ1丸一ギ，）∫（々，た）＋ブ／－F（ヶノん））

ニ（ゲーギ，）∫（拶）≧o

　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
となるから、与た（汚）魚々＋1（乃）であることがわかる。

特に、←1nの場合を考えることにより、

ゲ（汚）ゴ（乃）であることもわかる。なお、溺と々

の大小関係は相対的なものであるから、溺が大

きくなるとき入札価格吻（乃）が低下することと、

んが大きくなるとき入札価格奴賜）が上昇する

こととは同値である。

3．2〃7娩の場合

本節では、開設初期のスポット市場のより現

実的な状況として、小企業の全発電設備を用い

ても全需要を供給することができないとする。

すなわち、1n娩とする（大企業の発電設備総数

nは前節同様、需要ん以上であればよい）。図2

に、このときの入札状況を←7、1n＝3の場合に

ついて示す。図1と同様に、大企業の入札を左

から右へ、小企業全体の入札を右から左へ、い

ずれも価格の低い順に並べてある。大企業の入

札のわ1からわ4までと小企業の入札の名から聡

までが落札し、落札者にはわ4が支払われる。

　図2からわかるように、大企業は第1ユニッ

トから第た一〃2ユニットまでは必ず落札するこ

腰大企業（1社）の入札わ’

霧・険業（多数）の入秘

図2　“2＜んの場合の入札状況（←7，“2＝3）
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とができる。よって、大企業は、第え一〃7ユニ

ットに対しては、高く入札して落札できなくな

ることを懸念することなくできる限り高い価

格を入札するのが最適であり、その値は、第

ん一m＋1ユニットに対する入札価格と同じ値で

ある（扉溺＝扉溺、1）。図2の例では、第1ユニッ

トから第4ユニットまでは必ず落札すること

ができるので、わ4＝わ5と入札するのが最適とな

る。そして、ちょうどたrlnユニットだけ落札

できる場合の期待価格は、常に扉加（＝扉刷）

となる。なぜならば、この場合の期待価格は

飯、脚と均の大きい方であるが、第舟rln＋1ユニ

ットは落札できていないことから扉溺。1＞塩で

あり、b初（＝扉継1）＞玲となるからである。

　第1ユニットから第←〃2－1ユニットまでの入

札価格は、第た一〃2ユニットに対する入札価格

屡醒（＝扉鰍1）以下であればいくらでもよい。

よって、このたrln－1基に対する入札価格はた

とえゼロであったとしても積極的に落札しよ

うとしているわけではない。本論文では、その

ことを明確にするために、このト溺一1基に対

する入札価格はわ肋と同じ値とする（わ1＝＿＝

わたr加一1＝わた溺←扉溜＋1））。

　第た〃2＋1ユニットから第んユニットまでの入

札に関しては、前節1n≧んの場合と同様に考え

ればよい。

　したがって、このときの大企業の期待利潤π2

は、次のように表すことができる。

碗一呵砺》〕

を得る（ただし、ノ説一1n＋2，．．．，n）。

迦一た＋ノ）（わノーxノ）絶ノ）＋ノO一碓ノ））一・

　　　　　　　　　　　　　　　　（B）

　これを満たす奴乃）は前節〃以の場合と同じ

ように奴刃送乃であり、点（乃，◎）＝（1，1）を通る

［0，1】上の増加関数である。また、小企業の発

電設備総数加が大きくなるほど奴刃）は小さく

なることや、需要んが大きくなるほど奴汚）は

大きくなることも前節〃以の場合と同様にし

て示すことができる。しかしながら、次の点が

異なる。すなわち、［0，11上の任意のxに対し

て吻（x≧防。1（x）となる（前節1n≧んの場合は

砺（κ）魚＋1（x）であった。前節と同様にして示す

ことができる）。

方←溺＋1に対しては、以下のようになる。

（12）式を扉酬で微分することにより、扉梱

は次式を満たす値であることがわかる。

　一（軌一溺＋rXた一溺＋1）∫（わん一澗＋1）

＋（ん覗＋1）（1－F（わ々一濡＋1））　　　（14）

　ん一溺
＋　　F（わん一加＋1）＝O

　　溺

　（14）式の左辺第1項と第2項の和は、（13）

式で方たr規＋1とおいた式と一致することに注

意する。（卜吻／1n刃（扉鰍1）＞0であるから、仮に

　（B）式で方たr“2＋1として計算した

扉溺＋1（x伽．1）の値よりも、（14）式の解

わ肋＋1（x←m．1）の方が大きくなる。第レ〃7＋1ユニ

ットに対する入札価格は、第々一〃2＋1ユニット

自体が落札されなかった場合でも必ず第1ユ

ニットから第たrlnユニットまでに対して支払

・義鴫・〔・・E瞬臨／l略〕偽灘瓢1ぎ灘謄

＋恥｛輸・級（ん一溺）・幅一替〕

　　　　　　　　　　　　　　　　（12）

π2を制約条件飯一溜＋1≦．．多61のもとで最大化

する。（12）式を◎←た“2＋2，＿，n）で微分す

ると、前節1n≧んの場合と同一の次式（（3）式）

吻（x〉≧◎＋1（x）ひ＝卜1n＋1，＿，ん一1）となる。

　以上の1生質から、（13）式の解飯．．汁2（x左一用＋2）、

．．、砿xん）と（14）式の解扉．，＋1（x存燗＋1）の全体に

対して、発電費用Xl，．．．，X々の値次第では制約条

件扉．田≦．．．虫≦1が有効制約となる場合がある。
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その場合は、有効制約となる部分、例えば

奴賜）＞吻。1（乃＋1）となる場合には、易＝あ。1のように

おいて（同額入札と呼ぶ）再び期待利潤（12）

式を構成し、制約条件付き最大化を行わなけれ

ばならない。それでもなお制約が有効となる場

合は、別の同額入札を検討しなければならない。

　このように1n4の場合には、発電費用が異な

っていても同じ値を入札すること（同額入札）

が最適となる場合がある。また、防（乃庇4（刃）

←1，．．．，めが成り立つことは、前節と同様に

して示すことができる。したがって、〃以の場

合よりも1n嬬の場合の方が、入札価格は常に

高くなる。そして、大企業の各発電設備の発電

費用を横軸とし、対応する入札価格を縦軸とす

る平面上に点（乃，防）←1，＿，紛をプロットする

と、〃2嬬の場合の方が〃以の場合よりもプロ

ットの上昇は緩やかになる。

　（14）式の左辺は、んの増加関数であり、か

つ溺の減少関数であるから、（14）式の解

扉鰍1（X々．血1）は需要んの増加関数であり、かつ

小企業の発電設備総数吻の減少関数であるこ

とがわかる。扉所と扉酬の組以外に同額入札

がある場合でも、需要んが大きくなるほど、あ

るいは小企業の発電設備総数溺が小さくなる

ほど各入札価格は高くなることも示すことが

できる。また、需要んがいくら小さくても、あ

るいは小企業の発電設備総数加がいくら大き

くても、奴汚）は4（刃）よりも低くはならないこ

ともわかる。

　以上の2ケースでの分析を通じて、大企業の

入札価格は発電費用から乖離すること、小企業

の発電設備総数が大きいほど、あるいは需要が

小さいほど大企業の入札価格は低くなること

が明らかになった。さらに、需要が極端に小さ

く（あるいは、小企業の発電設備総数が十分大

きく）小企業だけでも全需要を供給することが

できると、大企業の入札価格はより発電費用に

近くなることも明らかになった。

4数値例

本章では、前章で求めた大企業の入札行動を

簡単な例を用いて説明する。分布関数Fとして

は、［0，1］上で定義された一様分布尺y）ヲを考

える。需要んと小企業の発電設備総数溺に関し

て、需要大・小企業設備少（ヒ7、〃F3）、需要

大・小企業設備多（卜7、1n＝6）、需要小・小企

業設備少（←4、1n＝3）、需要小・小企業設備＝

需要（←〃F4）、需要小・小企業設備多（例、

1n二6）の5ケースで、大企業の各発電設備に対

する入札価格を計算する。大企業の発電設備数

nは7以上のある値とし、発電費用の最も小さ

い7基の費用を小さい順に、xl＝0。05、x2＝0．10、

x3＝｛）．50、x4　0．55、x5＝0．70、x6＝｛）．90、x7＝0．95と

する（これらの値は、各ケースでの入札価格の

違いが明確になるように与えてある）。

　まず、前章の分析で得られた利潤最大化の1

階条件から奴乃）を求める。1n≧’をの場合、（3）

式より方1，．．．，んに対して、

　　　　ノ＋（溺一后ブ）xノ

わノ（xノ）＝　　　　　　　　（15）
　　　　　溺一ん＋2ゾ

となる。他方、〃猷の場合、（14）式より方1，．．．，

た一〃2＋1に対して、

　　　　（ん一研1迦棚xノ
わノ（xノ）ニ　　　　　　　　（16）
　　　（ん一〃2＋1）〃トん＋2〃2

となる←1，．．．，←〃2－1に対しては扉脚（撫溺）以

下であればどのような値でもよいが、3．2節で

述べたように本論文では扉溺（x肋）と同じ値と

する）。方たrln＋2，．．．，んに対しては（13）式より、

　　　1＋（溺耽＋ゾ）xノ
々ノ（xノ）＝　　　　　　　　（17）
　　　　　1n一ん＋2ブ

となる（（15）式と同一、ただし方え一〃3＋2，．．．，紛。

また、←1nの場合の幽）は、（10）式より、

　　　1＋x
4（ゆ）＝　ノ

　　　　2

となる。

（18）
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まず、需要大・小企業設備少（卜7、〃2＝3）で

の大企業の入札価格を計算する。ノ＝1，．．．，5に対

しては（16）式、方6、7に対しては（17）式を

用いて計算するとわ1（Xlド．．．＝わ5（x5〉＝122、

わ6（x6）＝0．98、わ7（x7〉＝099となり、制約条件に抵

触する。そこで同額入札を検討する。

わ1＝．．．＝わ6くわ7、もしくはわ1＝．．．＝わ7の2通りが考

えられ、実際に計算すると制約条件を満たすの

はわ1（Xl）＝．．．＝わ7（x7〉＝1となる。つまり、全ての発

電設備に対して最も高い価格である1を入札

するのが最適となる。これは、需要7ユニット

のうち第1ユニットから第4ユニットまでの4

ユニットを必ず落札できることから、第5ユニ

ットに最も高い価格1をつけるのが利潤を最

大にするからである。

次に、需要はそのままで小企業の発電設備総

数が増加した場合として、需要大・小企業設備

多（←7、1n＝6）の場合を計算する。このとき

は、方1、2に対しては（16）式、方3，．．．，7に

対しては（17）式を用いて計算すると、

1う1（x1）＝0．74、わ2（x2）＝｛1．74、Z）3（x3）＝｛）．80、わ4（x4）＝0．81、

わ5（x5）＝0．87、わ6（x6）＝0。95、わ7（x7）＝0。98を得る。制

約条件は満たされている。これを需要大・小企

業設備少（←7、7n＝3）と比較すると、明らか

に各発電設備に対する入札価格が低下してい

ることがわかる。

　次に、需要小・小企業設備少（糾、1n＝3）の

場合を計算する。方1、2に対しては（16）式、

方3、4に対しては（17）式を用いて計算すると、

61（xl）＝わ2（x2〉＝0．79、わ3（x3）＝0．80、わ4（x4〉＝0．81を得

る。制約条件は満たされている。これを需要

大・小企業設備少（ヒ7、〃2＝3）と比較すると、

需要が小さい方が入札価格も低くなることが

確認できる。図3に、この場合の各発電設備に

対する入札価格を鯨◎）平面に黒点で示すも

　小企業の総発電容量が需要と一致する場合

　（需要小・小企業設備二需要（←1n＝4））、（18）

式よりわ1（xl〉＝4（xl）＝053、わ2（x2）＝4（x2）＝0．55、

1
◎

わ2（乃）

わ3（ろ）

わ4（～）

●

4（衿）

XIX2 X3×4

　　図3　入札価格プロット

需要大・小企業設備少（卜4、〃2ニ3）

◎
1一一一…一一一一一一一一一…一一…一一一一一一一一一一一一一…一……

わ4（ろ）

わ3（乃）

δ2（～）

わ1（乃）

4（乃）

1衿

XIX2 X3×4
1乃

　　　　図4　入札価格プロット

　　需要小・小企業設備多（←4、’n＝6）

わ3（x3）＝4（x3）＝0．75、わ4（x4）d（x4）＝0』78となる。図

3に幽）を示す。このときの入札価格は（図3

には示していないが）4（刃）上の点となる。需

要小・小企業設備少（←4、〃2＝3）のときの入

札価格プロットは、すべてd（乃）よりも上の領

域に位置することを確認することができる。

最後に、需要小・小企業設備多（回、溺＝6）

の場合を計算する。（15）式より、わ1（Xl〉＝029、

わ2（x2〉＝0，40、わ3（x3）＝0．69、わ4（x4）＝0．73となる。図

4に、このときの入札価格を鯨砺）平面に黒

点で示す。これらの点は、すべて4（刃）よりも
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下の領域に位置することが確認できる。図3需

要小・小企業設備少（ヒ4、〃F3）と図4需要

小・小企業設備多（鱈、〃3＝6）を比較すると、

図3での入札価格は、単に図4での入札価格よ

りも高いだけでなく、図3でのプロットの上昇

度合いは図4でのプロットに比べて緩やかで

あることがわかる。小企業の発電設備だけで全

需要を供給することができれば、大企業はより

発電費用に近い値を入札することを確認する

ことができる。

5　おわりに

本論文では、開設初期のスポット市場として、

既存の大企業1社と新規参入である複数の小

企業が供給入札をするときの、大企業の入札行

動を分析した。その結果、大企業の入札価格は

発電費用から乖離すること、小企業の発電設備

総数が大きくなるほど、あるいは需要が小さく

なるほど大企業の入札価格は低くなること、小

企業だけでもスポット市場の全需要を供給す

ることができれば、大企業の入札価格はより発

電費用に近い値になることが明らかになった。

　したがって、スポット市場での価格が価格指

標として有効に機能するためには、スポット市

場における新規参入企業の発電設備総数を十

分多くすることがひとつの方策であり、新規参

入企業だけでスポット市場の全需要を供給す

ることができればより効果的であることが明

らかになった。その方法として、大企業が保有

する設備の売却、大企業の分割、新規参入の促

進などが考えられるが、その検討は今後の課題

である5。また、本論文では、スポット市場の

みを分析対象にして、そこでの需要を外生的に

与えたが、スポット取引は自社電源や長期相対

契約、卸電力市場での先渡し取引などと密接に

関係しており、それら全体のなかでのスポット

市場を検討する必要もある。これについても今

後の検討課題としたい。

lll
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