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年の取引データを見ると、その比率
は、スポット取引が約 24%、自社供
給が約 66%、相対契約が約 11% と
なっている。
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原子力

構成を表す。2005 年に石炭火力と

ガス

原子力の発電電力量が顕著に増加し

石油

ているが、これは PJM 地域の範囲拡

石炭

大による影響が大きい。
また、直近 5 年間でガス火力が増
加している。これは、2000 年代半

図2

16

［セント/kWh］

家庭用電気料金（総合単価）の推移

PJM自由化地域平均
全米平均

14
12
10

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

6

1998

8

出所：米国エネルギー情報局データを元に電力中央研究所作成
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者が不当に価格を引き上げる可能性

そこで、市場運営者であるPJMで

もあるため、入札価格に対して一定

は、発電事業者の入札価格に2 種類
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どに基づく四半期ごとの市場競争評

先物市場を用いたリスク管理
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 JM におけるスポット価格の上限は 1000ドル /MWh であるが、電源の計画外停止などによって、予備力が不足する時間帯での運転が求め
られる電源については、それを上回る価格での入札が時限的に認められている。
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場価格に左右されるため、事業者に
なる。市場リスクを回避したい事業
者は、長期契約や先物取引を活用し

売り建て

とっては市場リスクの管理が重要と
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出所：CFTC Commitments of Traders Reports を元に電力中央研究所作成

り、事業者は、卸電力価格だけでなく、

達と燃料の転売によって、収益拡大

めるWTI（West Texas Intermediate）

天然ガス価格との価格差（スパーク・

の機会を追求している。

原油先物と比べて、生産者・実需業

スプレッド）に着目したヘッジ取引を

PJM 地域を対象にした電力先物は、

者が主体の市場と評価できる。

行う必要がある。これは、電力先物

NYMEX（New York Mercantile Ex-

米国で柔軟なリスク管理が可能に

を売り、天然ガス先物を買うことで、

change ）や ICE（Intercontinental Ex-

なっている背景には、流動性の高い

発電事業におけるキャッシュ・フロー

change ）に上場されており、ICEの流

天然ガス市場の存在がある。米国に

の一部を事前に固定するものである。

動性が圧倒的に高い状況である。両

は豊富なガス資源があり（そのポテ

その一方で、ヘッジ後の卸電力・

市場を合わせると、スポット取引量

ンシャルは、シェールガス革命によ

燃料の市況変化によっては、自社発

に対して 2 倍強の建玉残（先物取引

りさらに増大）
、生産地と消費地を

電するよりも卸電力市場から調達し

においてまだ決済されてない契約数

結ぶ広範な天然ガスパイプライン網

たほうが経済的な場合もある。その

量）があり、その市場流動性は欧州

が整っている。事業者は市況に応じ

場合には、買電による安価な電源調

市場などと比べても十分に高いと言

た機動的な燃料調達・売却が可能で

える（図 5 ）
。ただし、先物市場の取

あり、そのことが、自社発電か、市

引が活発なのは 3 ～ 4 年先までで、

場からの買電かの選択を通じた柔軟

より長期のリスクをヘッジするため

なリスク管理を可能にしている。
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出所：PJM State of the Market Report, CFTC Commit
ments of Traders Reports を元に電力中央研究所作成

しかしながら、日本の主要な発電
燃料である LNG（液化天然ガス）は、

伴わず差金決済できることから、実

液化や輸送のための巨額設備投資を

際に電力を扱わない金融プレーヤー

確実に回収するため、硬直的な長期

の参入が価格変動を不安定にすると

売買契約が結ばれることが多く、柔

いう懸念がある。しかし、PJM 地域

軟な取引からは程遠い状況にある。

を対象とする電力先物では、建玉残

自由化後に、わが国の電気事業者が

の 6 割以上が実際に電力を扱う生産

市場リスクを適切に管理できるよう

者・実需業者のものであり（図 6 ）
、

になるためには、LNG 取引の柔軟性

金融プレーヤーなどが 8 ～ 9 割を占

向上が重要である。
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