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本研究ノートでは，取引開始から約半年が経過した日本卸電力取引所（JEPX）の公開データを用いて，

構造方程式に基づく約定動向の重回帰分析を行なう。構造方程式では，内生変数をJEPXの約定価格と

約定量，市場投入量とし，外生変数を燃料購入費，電力需要などとする。推定の結果，買い投入量は，

約定価格1円／kWhの上昇で，78万kWh（ピーク価格）から1千9百万kWh（24時間価格）程度増加すること，

および売り投入量は系統需要の1千万kWhの伸びに対して15万kWh低下することなどが明らかになっ

た。
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1．はじめに

平成17年の電気事業改革の目玉の一つであ

る目本卸電力取引所（Japan　El㏄tric　Power　E聾

changel　JEPX）が4月より運営を開始して以来，

ほぼ半年が経過した。JEPXは，自由化された

電力市場において事業者の投資リスクマネジ

メント機能を強化するために，需給ミスマッチ

時における電力の調達・販売先を確保するため

の場となること，および電力の価格指標を形成

することが期待されている（1）。今後，総合資源

エネルギー調査会（経産相の諮問機関）電気事

業分科会の制度改革評価小委員会での評価・検

討課題の一つに卸電力取引所の評価が含まれ

ているように，JEPXの取引動向は注目されつ

づけるであろう。JEPXのスポット市場の約定

量は，7月には1日あたりの平均取引量が4月～6

月の平均取引量から2割以上減少するなど，必

ずしも順調とは言えない状況になっていたが，

その後8月中旬から電源開発（JPOWER）が取引

を開始したことなどにより，取引量も増加しつ

つある。最近では，本年度上期では日本の電力

需要に占める割合で約0．04％であったスポット

市場の約定量も，10月に入ってからは0．1％を超

える目が続いており，着実な成長を続けている。

ただし，こうした取引状況の変化要因は必ずし

も明らかになっているとは言えない。とはいえ，

ある程度の運用実績が蓄積してからでないと，

取引動向の要因分析は困難であろう。例えば，

JEPXは現物の電力を取引する場であることか

ら，その取引状況は電力需給と関連があると推

測して，電力需要の季節変動も取引状況に影響

を与えるとしよう。すると取引動向の要因分析

には季節変動を観察することが可能となる1年

以上の運用実績の蓄積が必要と考えることが

できる。あるいは，市場の運用実績が蓄積され
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ていくことで，市場参力暗の取引所への理解が

進み，その理解に基づいて取引が行なわれるよ

うになって初めて，信頼できる指標価格が形成

されたということが言えるようになるとすれ

ば，少なくとも価格の季節変動性が明らかとな

る，数年間の運用実績に基づく評価が必要とも

考えられる。とはいえ，どの程度の蓄積が必要

であるかという理論的な解答はない。

　こうしたことから，現状では，週間，月間，

四半期，半期など期間毎に，こまめに取引動向

を整理をしていくことが肝要である。現在，

JEPXが運開してから半年が経過したが，この

期間は春季から夏季へと需要が伸びてくる期

間であり，この時期にJEPXの約定データを分

析しておくことは有意義と考えられる。また，

JEPXの公表するデータには，毎日公表される

日次の約定結果のほか，受渡目から約2ヶ月後

に毎月公表される売り手と買い手の市場投入

量もある。市場投入量は，JEPXの約定価格と

共に，市場の流動性の一指標として』肥PX運開

以前より注目されていたが，現時点では，こう

したデータも活用することが可能となってき

ている。

　そこで本研究ノートでは，運開から約半年が

経過した時点における，JEPXの約定価格，約

定量，市場投入量などの動向を，電力需要や気

象状況などと合わせて整理する。さらに，約定

価格については，これらの要因を考慮した重回

帰分析を行なう。

2．卸電力取引所の位置付けと役割

電気事業分科会報告（1）における卸電力取引所

の位置付けは，「電源の調達は自己保有または

長期契約によるものが中心であり，卸電力取引

市場の整備は，これらを補完するもの」とされ

ている。すなわち，卸電力取引所は電源調達に

おいて補完的な位置付けとなっている。この前

提のもと，卸電力取引所には自由化された電力

市場において事業者の投資リスクマネジメン

ト機能を強化するために，需給ミスマッチ時に

おける電力の調達・販売先を確保するための場

となることと共に，電力の価格指標を形成する

ことが期待されている。

電気事業分科会報告では，市場価格が価格指

標性をもつためには，「取引所創設当初は，ク

リティカル・マスとなるボリュームの流動性が

必要となる」ことが指摘され，「先渡市場及び

スポット市場が有効に機能するために初期投

入する電源の考え方を電力会社が自主的に表

明し，実績投入量（マクロベース）及び成約量

に係る統計値を公表する等の方法により事後

検証する」ことが定められた。さらに「取引の

成約状況等の実施状）況が適切に公表され，取引

所取引の有効性の事後検証が可能となること

が適当である」との考えが示されている。

　初期投入する電源の考え方については，平成

14年12月27日の第B回電気事業分科会におけ

る鎌田迫貞委員（九州電力社長）による発言「取

引所設立当初には，自社需要の供給力確保や系

統全体の需給バランスの維持など，安定供給の

確保等を大前提に経済合理性に基づき，例えば

数日間で立ち上げ可能な電源、あるいは短時間

で起動し，出力増が可能な電源，こういったも

のについては市場へ投入すべく最大限努力し

たい」をもって，表明されたとみることが一般

的である。

　しかし，適切な取引量の具体的な定義は曖昧

であり，この曖昧さによって以下のような問題

が懸念される¢）。まず，各社の経済合理性に則

った電力拠出と，市場全体の状態である市場流

動性との関係が混乱している。具体的には，経

済合理性に則れば，売り注文を出せない場合も

考えられるが，これにより市場流動性が欠如す

ることも起こり得る。このとき，過度に市場投

入量や取引量を要求され，経済合理性を崩して

まで取引をせざるを得ない状況に追い込まれ
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図LJEPXにおける約定結果

ることも想定される。あるいは，市場投入量だ

けが増えても価格が折り合わなければ，約定量

が増えることはない。こうしたことを定量的に

検討することは単純なことではない。また，市

場を監視する観点からも同様に，流動性の多寡

については指摘することはできるが，この市場

流動性が果たして妥当であるかどうが判定す

ることは困難であろう。その結果、監視が形骸

化することも懸念される。

　こうした問題点が指摘できるものの，取引量

について，定量的な目標が見通しが全くないわ

けではない。電気事業分科会報告では，取引所

の事業性評価は、手数料等を設定する上で重要

な意味を持つとしており、評価を実施するに当

たって特に留意すべき事項としては、取引量の

想定を挙げている。これを受けてJEPXでは，

年間40億kWhの取引を想定しており，これを日

量に換算すると1000万kWh以上となる。この算

出根拠は明らかになっていないため，数値の確

からしさについて緻密な分析を行なうことは

できない。そこで参考に，卸電力取引所の開設

に伴い平成17年に廃止された，経済融通電力と

比較すると，平成15年度の経済融通は6900万

kWhであり，需要電力量8283億kWhの約0．008％

である。経済融通電力はJEPXと同じ位置付け

であるとは言えないが，JEPXの想定取引量は

かなり大きい値と言える。

3取引動向の予備的検討

3．1．約定結果の推移

JEPXのスポット市場では，30分単位で受渡す

電力が取引されており，その約定価格は平均価

格として報道されている。平均価格には，平均

をとる時間帯に応じて24時間価格，昼間価格，

ピーク価格の3種類がある。24時間価格は1日24

時間の平均価格であり，昼間価格は午前8時か

ら午後10時まで，ピーク時間は午後1時から午

後4時までの平均価格である。また，スポット

市場の約定量にっいては，受渡日ごとの総約定

量が一般に公開されている。
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表1．JEPXスポット取引システム価格と約定量の月次集計

受渡日
24時間平均
（円／kWh）

昼間（08－22時）

　（円／kWh）

ピーク（13－16時〉

　（円／kWh）

約定総量
（kWh）

需要量に占める

約定総量の割合

4月

平日平均

休日平均

月平均

8．34

7．50

8．08

8．89

7．76

8．54

9．30

7．94

8．86

539710．53

368928．57

490464．29

0．0219％

0．0171％

0．0207％

5月

平日平均

休日平均

月平均

8．09

7．05

7．69

9．22

7．51

8．55

9．77

7．54

8．90

690289．47

790250．00

728983．87

0．0289％

0．0378％

0．0321％

6月

平日平均

休日平均

月平均

8．84

7．67

8．53

10．17

8．47

9．72

11．42

8．78

10．71

984568．18

883875．00

957716．67

0．0367％

0．0376％

0．0369％

7月

平日平均

休日平均

月平均

8．66

7．64

8．33

10．98

9．45

10．48

12．90

10．32

12．07

572452．38

542150．00

562677．42

0．0重97％

0．0212％

0．0202％

8月

平日平均

休日平均

月平均

8．89

7．23

8．47

11．59

8．88

10．89

14．26

10．11

13．19

1320826．09

1203375．00

1290516．13

0．0439％

0．0451％

0．0442％

9月

平日平均

休日平均

月平均

8．19

6．72

7．70

10．46

8．00

9．64

11．88

9．15

10．97

2156275．00

2096650．00

2136400．00

0．0769％

0．0838％

0．0784％

　スポット市場における約定価格および総約

定量の推移を図1に示す。図に示すように，約

定価格は，平目が高く，休日が低いという週間

変化を持っている。逆に，総約定量には顕著な

週間変化は見られず，むしろ，休日の方が取引

が多くなる傾向が見られる。一般に，電力需要

は休目には落ち込むことから，電力需要全体に

占める約定量の割合は，休目の方が多くことも

ある。表1は，約定価格や約定量を月別，平休

日別に集計したものであるが，ここからも，休

日の取引量は平目に劣らないことがわかる。

　また約定価格は，4月から6月中旬までは10円

／kWhかそれを下回る低い値で推移しているが，

それ以降は高めに推移しており，特に6月下旬

と8月の上旬でピーク価格が14円／kWhを越す

などの高値をつけている。さらに，3つの平均

価格を比較すると，4月から5月前半にかけては，

平日の24時間平均とピークで1円程度と，各平

均価格に大きな開きは見られないが，6月以降

徐々に価格差が生じ，8月には平日の24時間価

格とピーク価格との間で5円以上の差が見られ

る。加えて，4月から5月にかけての大型連休や，

8月のお盆時期には価格の低下が見られる。

表2．先渡定型市場における約定結果

商品
価格

（円／kWh）

数量
（kW）

成約日

6月昼間型

12．28 1000 4／1

11．42 ㎜ 5／10

ll．55 2000 5／11

12．28 3000 5／19

12．28 5000 5／19

7月昼間型

16．50 1000 6／17

16．30 3000 6／20

16．20 5000 6／20

8月昼間型 1540 5000 7／19

9月昼間型 13．75 4000 5／11

一方，約定量にっいては，8月以降取引量の

伸びが目立っが，ほとんどの日で100万kWhを

超えることはない。ただし，4月から5月にかけ

ての大型連休と8月のお盆には150万から200万

kWhの取引が成立している。ほかにも，6月下

旬や9月に200万kWhを超す大きな取引が見ら

れる。一方で，7月の前半には50万kWh前後の

取引が続き，7月中は100万kWhを超える取引は

見られなかった。

　先渡定型市場は，毎週一度，約定状況が報道

される。報道された約定状況を表2に示す。先

渡定型市場では，9月までに10件の注文が約定
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図3．売買投入量此と24時間価格（5月から8月まで）

している。全てが昼間型の商品であるが，その

うち5件が6月受渡しの商品である。また，全取

引のうち5件が5月中に成約している。なお，先

渡定型市場はザラバ方式による取引のため，約

定されていない注文が板上に残っている可能

性がある。この注文の提示価格を指値というが，

指値は公開されていない。このように，先渡定

型市場では，約定した注文が少なく，注文の指

値も明らかでないため，本研究では分析を行な

わない。

先渡掲示板市場についても，JEPXからの情報

公開がなく，掲示はそれほど多くないとの報道

が一部になされているのみである。

3。2．市場投入量の推移

JEPXは，約定結果のみならず，スポット市場

への売買投入量も公開している（図2）。この期
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　　　出所）電力系繕ll用協議会ウェブサイト

　　　　　　　　　　　図4．電力需要（流通対応，9社計）

間の市場投入量は売り手が3000万kWhから

4000万kWhと多く，買い手は1000万kWhから

1500万kWhと少ない。また，約定量は1日100

万kWh未満と更に少ない。このように，約定量

と比較すれば市場投入量は少なくないが，ほと

んどの注文が価格の折り合いがつかず，成約す

ることはない。

売り投入量と買い投入量の比（以下，市場投

入量比とよぶ）と，卸電力価格をまとめたのが

図3である。図からも明らかなように，市場投

入量比が0．4を超える範囲，ピーク価格が10，0円

／kWhから14円ノkWhと上昇していることがわか

る。

33．電力需要と気象

図4は，平成17年における，沖縄電力を除く

一般電気事業者の流通対応の電力需要である。

電力需要は，5月の大型連休を底として，夏季

に向けて週間変化を繰り返しながら増加して

いき，8月5日にはピークの1億7900万kW，33

億5400万kWhを記録している。この間，6月下

旬から7月上旬に一時的に需要を伸ばしている。

その後，9月へと徐々に減少している。ただし，

8月のお盆の週には需要が落ち込んでいる。

夏季需要は，気温に大きな影響を受ける。そ

こで，夏季の冷房需要が多く見込まれる主な都

市（東京，名古屋，大阪，広島，福岡）の今年

の1日の最高気温を確認する（図5）。最高気温

は4月下旬に30度を超え全国的に暑くなってい

るが，その後の推移は都市によって異なり，2

ヶ月近く平年並みの気温が続く。6月25，27，

28日は，5つの全ての都市で30℃を上回る最高

気温を記録している。また8月5日には，5つの

全ての都市で35℃以上となっている。

図6は，今年の最高気温と平年値との差を示

したものであるが，4月中は気温が平年値から

±10℃の範囲内で変動しているが，5月以降は

ほぼ±5℃の範囲内に収まるようになる。ただ

し，6月28日は東京で平年よりも10．3度も高い

気温が観測されている。

電力需要と気温の関係についての統計的な

分析は，第4章にて行なうが，6月下旬と8月5

日における両者の関係を見ても，気温が需要に

大きな影響を与えていることは明白であると

言えよう。

4。電力取引動向の重回帰分析

4．1．重回帰モデルの設定

本報告では，分析に用いる変数の考え方に応

じて，2つのモデルを用意している。簡単に各

モデルに対する考え方を説明した後，具体的な

定式化を行う。

電力取引動向を反映するデータとしては，ま

ず，約定価格と総約定量が挙げられよう。さら

に取引動向を示す変数として，売り手と買い手
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の市場投入量も注目されよう。そこで，モデル

1は，約定価格と総約定量に加え，買い投入量

と売り投入量をも内生変数とした構造方程式

とする。説明力をあげるため，需要と燃料購入

価格はもとより，目次の最高気温とその平年値

も外生変数に加えている。

　また，計算上は，約定価格を目的変数として，

様々な説明変数で重回帰分析を行うことも可

能である。本モデルは，構造方程式を用いた分

析と比較すれば理論的な裏付けは弱まる。しか

し，取引所開設直後の手探り的な取引は，需給

に影響を及ぼす様々な要因を十分に反映して

いるとは限らないことを勘案すると，構造方程

式を用いた重回帰モデル（モデル1）では，必

ずしも満足な推計が行えない可能性も考えら

一名古屋市1
　広島市　、．

σ》　　　o　　　c唱
？一　　　c刈　　　o
＼　　　＼　　　＼
oo　　　OQ　　　σ》
o　　　o　　　o

れることから，一定の意義は認められるといえ

よう。この約定価格を目的変数とした重回帰モ

デルをモデル2とする。

　以下に各モデルの具体的な方程式を示す。

（a）モデル1

（逆）需要関数：

Pニ4。＋41・9＋42・9わ＋43・∫＋ε4　（1）

（逆）供給関数：

Pニs。＋51・9＋s2・9、＋s3・∫＋ε，　（2）

買い投入量関数：

9わ＝わo＋わ1・P＋わ2・△T＋わ3・∫＋εδ　　（3）

売り投入量関数：

名二・。＋・1・る，g＋・2・五＋・3ゾ＋8、　（4）

内生変数：約定価格P（円／kWh）

　　　　　約定量g（千kWh）

　　　　　買い投入量gわ（百万kWh）
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　　　売り投入量g（百万kWh）

外生変数：需要L（億kWh）

　　　燃料購入価格∫（円／㍑）

　　　最高気温の平年値7魂（℃）

　　　最高気温の平年値との差△T（℃）

構造方程式は，需要関数，需要関数，売り投

入量関数ならびに売り投入量関数からなる。

JEPXの取引においては，1日24時間48商品ごと

に需要曲線と供給曲線が作成され，シングルプ

ライス方式で約定量と約定価格が決定する。し

かし，公表されているデータは，約定価格は平

均値で，また約定量は日量であるため，商品ご

との分析はできない。そこで，日次データを用

いて，近似的な需要関数と供給関数を想定でき

るものとの前提に立ち定量化を行なう。また，

変数全般については，対数をとった場合と水準

のままの計算結果を比較した結果，若干水準の

ままの方が当てはまりが良かったことから，水

準のままで分析を行っている。

需要関数，供給関数はそれぞれ，買い投入量

（百万kWh），売り投入量（百万kWh）を説明

変数としている。従って，これらの関数の符号

条件は，曲線の傾きから41＜0，s1＞0となる。ま

た，買い投入量が増えることで需要曲線が，売

り投入量が増えることで供給曲線が，それぞれ

右にシフトすることを考えるとゑ0，s2＜0とな

る。次に買い投入量関数については，卸電力価

格と燃料購入価格に関係があるものとした。最

高気温が平年値から乖離することで，平年値で

需給想定を行っているPPSの供給計画が実績と

あわなくなる可能性を考慮して，最高気温の平

年値との差も説明変数に加えている。ただしこ

の差は，受渡目前目から翌々日の平均をとる形

で平滑化している。

外生変数は，具体的には以下のように選択し

た。まず需要Lについては流通対応需要電力

量を用いる。燃料購入価格∫は，構造方程式

の本来の意味を考えると一般電気事業者の燃

料購入価格を考えるべきである。しかし，一般

電気事業者の燃料購入価格を入手することは

困難であるため，月次の輸入CIF価格（円／㍑）

を用いている。また，電源の燃料棚llもLNG，

C重油などが考えられるが，ここではデータ制

約上，原油のデータを使用する。また，気温に

関する変数隔ならびに△Tlよ気象要因によ

る需要予測の誤差を説明する変数であること

から，全国の需要予測を気象の側面から説明す

る変数を用意すべきであるが，ここでは代理変

数として東京の最高気温を用いている。

（b）モデル2

　ぽモァル2－1：

Pニα。＋α1・L＋α2・乃，g＋・3・∫

　＋α4・△T＋05・9わ＋α6・9，＋εα　　　（5）

　げモァル2－2：

P＝o。＋α1・L＋α3・∫

　＋・5・9わ＋・6・9，＋εσ　　　（6）

　トぐモァル2－3：

」Pニα。＋α1・L＋α3・∫＋εα　　　（7）

外生変数：∠，　ろゆ君　△7；動，9

モデル2は，単に約定価格を示す重回帰モデ

ルである。説明変数の取り方によりモデル2－1

から2－3までの3種類のモデルを推定している。

42．分析結果

（a）モデル1

表3は，モデル1の計算結果である。上述の需

要関数，供給関数の符号条件は全て満たされて

いる。ただし，約定量の係数については10％の

水準でも有意とならない。調整済み決定係無

も，0。30（24時間価格，需要関数）から055（24

時間価格，買い投入量関数）と高いとは言えな

い。

次に個別の構造式（1）～（4）の推定結果にっい

て述べる。まず，買い投入量と燃料購入価格が

需要関数に与える影響をみると，24時間価格，

昼間価格，ピーク価格の順に大きくなっている。
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表3．モデル1の計算結果

分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時間価格 昼間価格 ピーク価格

需要関数
（円／kWh）

切　　円／kWh
　　（t値）

一1．638873

－LO68774

一13．258368

－5．452853ホ榊

一28．825977

　0＊榊

約　量千kWh
　　（t値）

一〇．000375

－0．906424

一〇．000419

－0．638753

一〇．000313

0．772787

買い　入量百万kWh
　　　　（t値）

0．5426

7．641697纏＊

0．758061
6．732978＊林

1．159168
　0林＊

燃料　入価格（円／㍑

　　　　（t値）

0．129245
3．293445榊

0．440229
7．074711＊＊＊

0．793613
　0纏＊

調整済み決定係数R2 0．300125 0．38762 0．486393

供給関数
（円／kWh）

切　　円／kWh
　　（t値）

13．65899
7．658656＊料

7．427254
3．11701艸

2．402211
0．601924

約　量千kWh
　　（t値）

4．2e－05

0．090236

0．000127
0．203065

5e。04

0．478289

売り投入量百万kWh）
　　　　（t値）

一〇．221032

－6．610019傘勅

一〇．289515

－6．480298＊林

一〇．431398

。5．765308林‡

燃夢　入　　円／㍑
　　　　（t値）

0．089023
2．044639＊

0．384101
6．602907＊榊

0．707826
7．2650B＊纏

調整済み決定係数R2 0．123296 0．455387 0．526623

買い投入量

　関数
（百万kWh）

切　　円／kWh
　　（t値）

3．195613
LO53468

16．646385

6．953137紳ホ

23．693881

7．531934榊＊

約疋価格（円／kWh）

　　　（t値）
1．689534
5．192552纏孝

1．200351
4．770875＊紳

0．786006
4．602512林＊

最高気温と平年値との差（℃）

　　　　　（t値）
0．048254
0．550442

0．066592
0．707358

0．060558
0．618343

燃料購入価格（円／㍑）

　　　　（t値）

一〇．188945

－3．065113纏

一〇．508909

－4．702332＊纏

一〇．619599

－4．69602林＊

調整済み決定係数R2 0．547152 0．446019 0．412191

売り投入量

　関数
（百万kWh）

切　（円／kWh
　　（t値）

48．17723
05．94652孝纏

48．17723
05．94652林＊

48．17723
05．94652榊＊

最高気温の平年値（℃）

　　　　（t値）

1．142111
3．146814＊＊

1．142111
3．146814＊＊

1．142111
3．146814＊＊

需要（意kWh〉
　　（t値）

一1．534684

－6．l　Bl54零纏

一1．534684

－6．U3154＊林

一1．534684

－6．113154＊林

燃墨　入面　円／㍑
　　　　（t値）

0．Ol1863
0．032775

0．011863
0．032775

0．Ol1863
0．032775

調整済み決定係数R2 0．325489 0．325489 0．325489
串紳は0．1％水準，＊＊は1％水準，孝は5％水準，”．”は10％水準で有意

需要関数はこの影響の大きさに応じて上方向

にシフトする。供給関数についても，売り投入

量と燃料購入価格の影響が，24時間価格，昼間

価格，ピーク価格の順に大きくなっている。さ

らに，買い投入量関数については，約定価格1

円／kWhの上昇で，買い投入量が78万kWh（ピー

ク価格）から1千9百万kWh（24時間価格）程度

増加する。価格が上昇する局面では，PPSの需

要も上昇し電源の追加的な調達が必要になる

ためと考えられる。他方，燃料購入価格の影響

はこの価格順に大きくなる。最後に，売り投入

量は系統需要の1千万kWhの伸びに対して15万

kWh低下する。これは，需要の伸びに伴い予備

力が低下し，市場投入可能な電源溶量が不足す

るためと考えられる。しかし，気温の平年値が

1℃上昇する場合には，売り投入量は11万kWh

増加する。気温の平年値は季節に対応させるこ

とができる。需要は夏に向けて伸びるが，この

需要の季節変動に対しては，電源を投入して対

処するため，市場投入可能な電源容量が不足す

ることは無い。従って気温の平年値と売り投入

量は連動すると考えられる。

（b）モデル2

　表4は，モデル2の計算結果である。モデル2－1
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表生モデル2の計算結果

　モデル2司
分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時問価格 昼間価格 ピーク価格

α。（切片，円／kWh）

　　　（t値）

2．517813

　1。634

一3．15452

－1，548

一13．04719

－3．254林

α、（需要，億kWh）

　　　（t値）

0．200451
5．070＊＊＊

0．27168

5．197＊林

0．35005

3．403＊＊

α2（最高気温の平年値，℃）

　　　　　（t値）

一〇．114468

　－2．320＊

一〇．03395

－0，520

0．04309

0，336

α3（燃料購入価格，円／㍑）

　　　　　（t値）

0．049783

　1．OlO

0．17828

2．735纏

0．35300

2，752纏

04（最高気温と平年値との差，℃）

　　　　　　（t値）

0．010673
　0．387

一〇．01604

－0，440

一〇．02452

－0，342

α5（買い投入量，百万kWh）

　　　　　（t値）

0．196997
5．900林＊

0．16342

3．702纏＊

029931
3．446零纏

α6（売り投入量，百万kWh）

　　　　　（t値）

一〇．006725

　－0．392

一〇．02862

－1，261

一〇．04133

－0，926

調整済み決定係数R2 0．7146 0．8264 0．7917

串榊は0．1％水準，纏は1％水準，＊は5％水準，”．”は10％水準で有意

　　　　　　　　　　　　モデル2－2
分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時間価格 昼間価格 ピーク価格

切　（円／kWh〉

　　（t値）

5．02944

4，485＊纏

一2．43998

－1，696．

一14．02507

－4．966串艸

要思kWh
　（t値）

0．13768

5．386＊紳

0．24386
7．438率＊零

0．36386

5．652林＊

燃”　入　　円／㍑
　　　　（t値）

一〇．03943

－1，290

0．15842

4．040零林

0．39363

5．112串林

買い　入量百万kWh
　　　　（t値）

0．18547

5．501＊纏

0．15993

3．698＊林

0．30356

3．575林率

売り　入量百万kWh
　　　　（t値）

一〇．02144

－1，321

一〇．03188

－L531

一〇．03461

－0，847

調整済み決定係数R2 0．7023 0．8296 0．7964

榊は0．1％水準，＊＊は1％水準，＊は5％水準，”．”は10％水準で有意

　　　　　　　　　　　　モデル2－3
分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時間価格 昼間価格 ピーク価格

α。（切片，円／kWh）

　　　（t値）

7．29441

8．089＊料

一〇．87784

－0，842

一10．30364

－5．217＊林

α、（需要，億kWh）

　　　（t値）

0．24122

8．805＊纏

0．34569

10．909林＊

0．53286

8．881林＊

α3（燃料購入価格，円／㍑）

　　　　　（t値）

一〇．14709

－4．239纏＊

0．05295

　1．319

0．21787

2．866林

調整済み決定係数R2 0．4989 0．7667 0．7408

＊＊＊は0．1％水準，林は1％水準，＊は5％水準，”．”は10％水準で有意

の結果より，約定価格は最高気温と平年値との

差の係数は10％水準でも有意に推計できず，説

明変数として相応しくないことが明らかにな

った。また，最高気温の平年値も24時間価格以

外では有意とならなかった。そこで，モデル2－2

では，残る説明変数（需要，燃料購入価格，買

い投入量，売り投入量〉を用いて推計を行なっ

た。調整済み決定係数は0。70から0．83の範囲と

なり，モデル2－1と同程度に高く，当てはまり

が良い。その上，ほとんどの係数が1％水準で

有意となった。本モデルによると，需要，燃料

購入価格，買い投入量の上昇は市場価格を上昇

させ，一方買い投入量の増加は市場価格を低下

させる影響があることが分かる。さらにモデル
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3－3では，市場投入量を説明変数から除外した

分析を行なった。調整済み決定係数は0．49から

0．76の範囲となり，モデル2－1，2－2と比較して

当てはまりは悪くなった。モデル2βとその他

のモデル2－1，2－2の比較より，重回帰モデルを

用いて約定価格を分析する場合には，市場投入

量を考慮したほう良いことが示された。

5．今後の展望

格が電力価格に与える影響の把握や，海外卸電

力取引所の電力価格に対して行なわれている

電力価格ボラティリティ（3）の計測による市場

リスクの定量化も重要な課題と言える。これら

の分析を通じて，電力需給の動向が，どのよう

に電力価格に反映され，中長期的な市場戦略や

電源投資に影響を与えていくのかを明らかに

したい。

本研究ノートでは，取引開始から約半年が経

過したJEPXの公表データを用いて，構造方程

式に基づく約定動向の重回帰分析を行なった。

推定の結果，買い投入量は，約定価格1円／kWh

の上昇で，78万kWh（ピーク価格）から1千9

百万kWh（24時間価格）程度増加すること，お

よび売り投入量は系統需要の1千万kWhの伸び

に対して15万kWh低下することが明らかにな

った。一方，気温の平年値が1℃上昇する場合

には，売り投入量は11万kWh増加する。気温の

平年値は季節に対応させることができ，需要は

夏に向けて伸びるが，この需要の季節変動に対

しては，電源を投入して対処するため，市場投

入可能な電源容量が不足することは無い。従っ

て気温の平年値と売り投入量は連動すると考

えられる。

約定価格のみを説明変数にした重回帰分析

（モデル2）では，需要が増大しても価格の反

応は小さいが，昼間やピーク時間では反応が大

きいことや，買い投入量の変化に対して価格の

反応は比較的大きいが，売り投入量に対しては

小さいことが示された。

今後は，10月以降ヘデータの期間を広げると

共に，構造方程式モデルと時系列モデルの分析

を並行して行い，宮城沖地震に伴う女川原子力

発電所の停止，電源開発による電力拠出などの

イベントが，価格形成にどのような影響を与え

るかを分析したい。また，燃料輸入CIF価格と

燃料購入価格の時間遅れなど考慮して，燃料価
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