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田 中 誠 
 

我が国の卸電力市場を分析した先行研究と比較して、本稿は次の二つの特徴をもつ分析を行う。

第一に、本稿は、東西に跨る我が国の卸電力市場を対象として、各地域を結ぶ連系線の送電容量制

約を考慮しながら、MCP モデルに基づくクールノー競争のシミュレーション分析を行う。特に、夏季ピー

ク期と軽負荷期の両方を想定したシミュレーションを行う。第二に、本稿は、50Hz と 60Hz の周波数変

換設備を含む東西間の連系線に関して、送電容量を増設するケースの分析を行う。近年我が国では、

東西を結ぶ連系線が市場取引のボトルネックとなっているとの指摘がある。そこで、寡占的な市場環

境のもとで、東西間の連系線を増設することによる効果や費用について考察を行う。主な分析結果と

して、本稿の想定のもとでは、東西を結ぶ連系線の送電容量を2倍に増設する場合に、周波数変換設

備と送電線等を合わせた総建設費用が約 2000 億円以下であれば、たとえ軽負荷期であっても社会的

余剰の増分が資本費の増分以上となるものと推定される。この場合には、東西を結ぶ連系線の増設

が社会的に望ましい可能性が高いといえよう。投資インセンティブに関しては、東西を結ぶ連系線の両

端の電力会社間で利害対立が発生する可能性が高い。そのため、電力会社の自発性に任せる場合

には投資が進まない恐れがあり、社会的な観点から中立的に利害調整を行うことが重要となる。 
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１．序 

 
 欧米をはじめ我が国でも、1990 年代から電力

改革が進められている。自由化された電力市場

に関しては、既存の大規模事業者による市場支

配力の行使が懸念されることが多い。そのため、

特に欧米では、電力市場に関するシミュレーシ

ョン分析等が近年盛んに行われるようになった。 
 寡占的電力市場のシミュレーション・モデル

としてよく使われるものに、クールノー均衡モ

デルと供給関数均衡モデルがある1。これらのモ

                                                      
1この二つのモデル以外では、オークション理論の手法を用
いたモデルがあり、von der Fehr and Harbord (1993) 等

デルを用いた先行研究は数多いが、特に、クー

ルノー均衡モデルに関しては Borenstein and 
Bushnell (1999)、供給関数均衡モデルに関して

は Green and Newbery (1992) が有名である。

クールノー均衡モデルと供給関数均衡モデルは、

ともにナッシュ均衡のモデルである。両者の違

いは、クールノー均衡モデルが生産量を戦略変

数とするのに対し、供給関数均衡モデルは生産

量と価格の組を戦略変数とする点にある。供給

関数均衡モデルは、各企業が供給曲線を戦略的

                                                                                
の先行研究がある。電力市場における市場支配力の議論や
近年の研究のサーベイに関しては、Ventosa et al. (2005) 
や熊谷・服部 (2004)、竹中 (2005) 等が詳しい。 
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に決定する問題と見なせるため、電力の取引所

への入札行動を描写する場合に有利であると考

えられる。しかし、供給関数均衡モデルは、均

衡解を求めるための計算が複雑となり、大規模

なシミュレーション分析に必ずしも向かない等

の欠点をもつ2。これに対して、クールノー均衡

モデルは、均衡解を導出するための計算が比較

的容易であり、大規模なシミュレーション分析

にも適する等の利点をもつ。このように、クー

ルノー均衡モデルと供給関数均衡モデルには一

長一短がある。 
 電力市場のシミュレーション分析では、送電

の問題をどのように扱うか注意しなければなら

ない。発電所における電力の発電（製造）と、

送電ネットワークを利用した電力の送電（流通）

とは、それぞれ別の機能である。寡占的な電力

市場のモデルにおいては、通常、発電される電

力の価格に関して、寡占的発電事業者が価格支

配力をもつものと想定される。一方、送電料金

に関しては、寡占的発電事業者が価格支配力を

もつと想定する場合とそうでない場合との二つ

の研究の流れがある。 
 送電料金に関する価格支配力を想定した先行

研究としては、例えば、Cardel et al. (1997) や
Borenstein and Bushnell (1999)、Borenstein 
et al. (2000)、Hobbs et al. (2000) がある。彼

らのモデルでは、洗練された寡占的発電事業者

が、ネットワークの送電混雑に関して、戦略的

な働きかけを行うことが可能と考える。換言す

ると、発電事業者は、発電量の調整を通じて送

電混雑に影響を与え、ひいては送電料金の水準

にも影響を及ぼしうるものと想定する。これは、

発電事業者を先導者、システム・オペレーター

を追従者とするシュタッケルベルグの二段階ゲ

ームと解釈することができる。数理計画法の文

脈では、この種の問題は、基本的に、均衡制約

をもつ均衡問題 (EPEC: Equilibrium Problem 

                                                      
2 供給関数均衡モデルでは、無数の均衡解が存在しうるこ
とが知られている。この点については、Klemperer and 
Meyer (1989) を参照されたい。 

with Equilibrium Constraints) として定式化

することができる。そのため、Hobbs and 
Helman (2004) は、この定式化に基づくモデル

を EPEC モデルと呼んでいる。 EPEC モデル

では、均衡解が存在しない場合や、存在しても

均衡解が複数生じる場合があることが知られて

いる。そのため、分析結果のインプリケーショ

ンが明確とならないケースがありうると指摘さ

れている。また、均衡解を求めるための計算が

複雑になりがちである。 
 他方、送電料金に関する価格支配力を想定し

ない先行研究としては、例えば、Smeers and 
Jing-Yuan (1997) や Hobbs (2001)、Metzler et 
al. (2003) がある。彼らのモデルでは、寡占的

発電事業者は、ネットワークの送電混雑に関し

て、戦略的な働きかけを行わないものとする。

換言すると、発電事業者は、送電混雑、ひいて

は送電料金の水準を所与として行動するものと

想定する。状況としては、送電料金に何らかの

規制が設けられているケースや、発電事業者が

限定合理的であるケース等を描写しているとい

えよう。ゲーム論の観点からは、発電事業者と

システム・オペレーターによる同時手番の一段

階ゲームと解釈することができる。数理計画法

の文脈では、この種の問題は、基本的に、混合

相補性問題  (MCP: Mixed Complementarity 
Problem) として定式化することができる。そ

のため、Hobbs and Helman (2004) は、この

定式化に基づくモデルを MCP モデルと呼んで

いる。少なくとも線形の MCP モデルでは均衡

解が存在することが知られている。また、均衡

解を求めるための計算が比較的容易であるとい

う利点がある。 
 上述のシミュレーション・モデルを用いて現

実の電力市場を分析する試みが、欧米を中心に

近年盛んに行われている。一方、我が国の電力

市場の分析事例に目を向けると、先行研究がま

だ少ない状況にある。そうした中で、Hattori 
(2003) や金本他 (2006、第 5 章)は、我が国の

一部の地域に対象を限定して、寡占的な卸電力
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市場の分析を行っている3。すなわち、Hattori
は我が国西部の卸電力市場を対象とし、金本他

は我が国東部の卸電力市場を対象として、基本

的なクールノー競争の分析を行っている。ただ

し、Hattori や金本他は、連系線の容量制約を

直接的にモデルに組み込んでいないため、

EPEC モデルや MCP モデルのように明示的に

送電の問題を考慮しているわけではない。そし

て、モデルの制約および地域の限定があること

から、東西を結ぶ連系線については考察の対象

となっていない。 
 我が国の卸電力市場を分析したこれらの先行

研究と比較して、本稿は次の二つの特徴をもつ。

第一の特徴は、東西に跨る我が国の卸電力市場

を対象として、各地域を結ぶ連系線の送電容量

制約を考慮しながら、MCP モデルに基づくク

ールノー競争のシミュレーション分析を行う点

である。特に、夏季ピーク期と軽負荷期の両方

を想定したシミュレーションを行う。第二の特

徴は、50Hz と 60Hz の周波数変換設備（FC）

を含む東西間の連系線に関して、送電容量を増

設するケースの分析を行う点である。近年我が

国では、東西を結ぶ連系線が市場取引のボトル

ネックとなっているとの指摘がある。そこで、

寡占的な市場環境のもとで、東西間の連系線を

増設することによる効果や費用について考察を

行う。 
 本稿の構成は、次のとおりである。第 2 節で

MCP モデルを定式化する。第 3 節で寡占的卸

電力市場と送電投資のシミュレーションを示す。

第 4 節で、以上の議論を簡単に要約する。 

 

                                                      
3 我が国全国市場を分析したものとして Akiyama and 
Hosoe (2006) があるが、寡占的な市場ではなく完全競争市
場を仮定している。 

２．MCP モデル 

 

2.1 基本設定 

 

 N 個の地域 Nn ,,1…= と、地域間を結ぶ L
本の連系線 Ll ,,1…= により構成されるネット

ワークを考える4。各連系線には、送電容量、す

なわち電力を流すことができる限度が決まって

おり、それを
T1 ),,( Lkk …=k と表す。ここで、

送電容量は、運用制約を考慮した運用容量では

なく、物理的な熱容量を考える。この容量値は、

電力潮流の向きよらず一定の正の値をとる。 
 地域 nにおける需要量を

dnq ,
、発電量を

snq ,

とおく。地域 nにおけるネットの発電量、すな

わ ち 発 電 量 と 需 要 量 の 差 を
dnsndnsnn qqqqQ ,,,, ),( −≡ と表す。地域 nは、 

0),( ,, >dnsnn qqQ なら供給過剰地となり、超過

発電分が連系線のネットワークに注入される

（他地域への輸出）。逆に、 0),( ,, <dnsnn qqQ
なら需要過剰地となり、超過需要分が連系線の

ネットワークから引き出される（他地域からの

輸入）。 
 直流法による潮流計算では、電力潮流を、各

地域のネットの発電量 ),( ,, dnsnn qqQ と潮流分

流係数
nlh ,
とを用いて定式化できる。すなわち、

連系線 l の電力潮流は、 

∑≡
n

dnsnnnll qqQhF ),()( ,,,q  (1) 

と表される5。簡単化のため、送電ロスは捨象す

る。 

 地域 nにおける需要家の電力消費の便益を

)( ,dnn qB とおく。逆需要関数を )( ,dnn qP とお

                                                      
4 本稿では、一つの地域（ゾーン）を一つの地点（ノード）
とみなしている。地域内部における送電制約等に関するシ
ステム・オペレーションは考察の対象としない。 
5 直流法は、電力潮流の近似法と考えてよい。電力を構成
する有効電力と無効電力のうち、無効電力は捨象し、有効
電力の潮流についてのみ計算する。実際には、基準地域を
任意に一つ決めて、それ以外の 1−N 個の地域のデータを
用いて、電力潮流を計算することができる。

nlh ,
は、他の

地域のネットの発電量を 0 としたまま、地域 n から基準地
域に向け 1 単位の電力を送電した時に、連系線 l に分流す
る電力の値を表す。直流法による潮流計算の詳細について
は、新田目 (1980) 等を参照されたい。 
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くと、 )()( ,,, dnndndnn qPqqB =∂∂ が成り立つ。

一方、地域 nにおける発電事業者の発電費用を

)( ,snn qC とおく。ここでの発電費用は、主に燃

料費を指す。 
 
2.2 寡占的発電事業者の戦略的行動 

 
 MCP モデルでは、卸電力市場におけるクー

ルノー競争として、次のような状況を考える。

まず、発電される電力の価格に関して、寡占的

発電事業者が価格支配力をもつものと想定する。

すなわち、発電事業者は、各自の発電量を戦略

的に決定し、その結果として電力価格に影響を

及ぼすものとする。他方、各発電事業者は、送

電料金に関しては、価格支配力をもたないもの

と想定する。この場合、送電料金は、発電事業

者にとって所与とみなされる。 
 標準的なノーダル料金制の考え方では、地域

ごとの送電料金（ネットワークからの引き出し

料金）
nw を定義することができる。この定義

のもとでは、仮に地域 nから地域mに電力を卸

託送する場合、
mn ww +− の託送料金がかかる

ことになる6。発電事業者は送電料金に関する価

格支配力をもたないと想定するので、
nw は発

電事業者にとって所与の値である。 
 ここで、電力価格と託送料金との間には、次

の関係が成り立つ。すなわち、任意の 2 地域の

電力価格の差は、両地域間の輸送費に相当する

託送料金にちょうど等しい。式で表せば、

mnnm wwPP +−=− 、 あ る い は
mmnn wPwP −=− が成り立つ。これは、地域

間における裁定取引の機会が存在しないこと意

                                                      
6 地域 n から地域 m に向けて連系線を使って託送を行う
場合に、地域ごとに設定される送電料金（ネットワークか
らの引き出し料金）が課される。到着地域の地域 m におい
て、連系線ネットワークから電力を引き出す際には、引き
出し料金

mw が課される。一方、出発地域の地域 n におい
て、連系線ネットワークに電力を注入する際には、マイナ
スの引き出し料金

nw− が課される。すなわち、ネットワ
ークに電力を注入する際には、

nw を受け取る。結局、地
域 n から地域 m に託送を行う際には、託送料金

mn ww +− が課されることになる。なお、2.3 でも述べる
ように、 nw は、ネットワークの送電混雑の度合に応じて
決まる一種の混雑料金であり、送電設備の資本費を回収す
る水準に設定されるものではない。 

味する。 
 さらに、地域 nの電力価格は、 

)()( ,,, ∑∑ ≠
−=

ni
di

i
sindnn qqPqP と表すこ 

とができる。なぜならば、地域 nの需要量
dnq ,

は、全地域の発電量から n以外の地域の需要量 

を差し引いた値 ∑∑ ≠
−

ni
di

i
si qq ,,

に等しいか

らである。 

 以上の設定に基づき、卸電力市場における寡

占的発電事業者の最適化問題を定式化する。こ

こでは、地域ごとに 1 社ずつ発電事業者

Nn ,,1…= が立地している場合を考える7。各

社の発電出力の上限
snq ,
も考慮すると、発電事

業者 nの利潤最大化問題は、次のように表され

る。 

)()(max ,,,,
,

snnsn

ni

di

i

sin

q
qCqqqP

sn
−−∑∑

≠

 (2) 

s.t. n

ni

di

i

sin wqqP −−∑∑
≠

)( ,,  

nmwqqP m

mi

di

i

sim ≠∀−−= ∑∑
≠

,)( ,,  

 (3) 

snsn qq ,,0 ≤≤  (4) 

 上記の定式化は、Hobbs (2001) のモデルの

定式化に近い。しかし、彼のモデルが基本的に

相対市場を念頭において定式化をしているのに

対し、本稿のモデルは卸市場を念頭においた定

式化を行っている。 
 
2.3 システム・オペレーション 

 
 地域間を結ぶ連系線には、送電できる電力に

限度がある。このため、ネットワーク全体の観

点から送電混雑を管理する広域的なシステム・

オペレーションが行なわれる8。 
                                                      
7 ここでいう発電事業者は、我が国各地域における垂直統
合型の電力会社に相当する。前述のとおり、地域内部のシ
ステム・オペレーションは考察の対象としていない。 
8我が国を例にとれば、2005 年に運営を開始した電力系統
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 広域的なシステム・オペレーションでは、以

下のような制約条件が考慮される。まず、市場

全体で電力の需要量と発電量が等しくなる必要

があることより、需給バランス制約、すなわち

0),()( ,, =≡ ∑n
dnsnn qqQQ q が課される。そ

して、電力潮流が送電容量を超えることはでき

ないことより、各連系線の容量制約、すなわち
ll kF ≤)(q が課される。ここで、 )(qlF の絶

対値を考えているのは、連系線を流れる向きに

より電力潮流は正と負の値をとりうるためであ

る。 
 需給バランス制約と各連系線の容量制約のも

とで社会厚生 )(qW を最大化する問題が、基本

的なシステム・オペレーションの問題である9。 
 

)(max q
q
W

d
 (5) 

s.t. 0)( =qQ  (6) 

lkF ll ∀≤ ,)(q  (7) 

lkF ll ∀≤− ,)(q  (8) 

0q ≥d  (9) 

 

 一般的な完全競争のモデルにおいては、社会

厚生の最大化として、 

{ }∑ −
n

snndnn qCqB )()(max ,,

q
を想定するこ 

とが多い。一方、クールノー競争下では、発電

事業者が決定する発電量
snq ,
、ひいては発電費

用 )( ,snn qC は、システム・オペレーターにとっ

て所与の値である。したがって、クールノー競

争モデルでは、社会厚生の最大化として、

∑n
dnn qB

d
)(max ,

q
を考えることができる10。 

                                                                                
利用協議会 (ESCJ) と日本卸電力取引所 (JEPX) の機能

を併せもつような機関が、広域的なシステム・オペレータ

ーであると考えられる。 
9システム・オペレーションの問題の詳細については、例え

ば Tanaka (2007) を参照されたい。 
10実際、クールノー競争下において、システム・オペレー

 ラグランジュの未定乗数を、需給バランス制

約 ( 6 ) については λ、連系線の容量制約 ( 7 )、
( 8 ) についてはそれぞれ 0, ≥−+ ll ηη とおく。

式 ( 5 ) から ( 9 ) で表される問題のカラシュ

＝ ク ー ン ＝ タ ッ カ ー 条 件  (KKT 条 件 : 
Karush-Kuhn-Tucker conditions) よ り 、

0, >dnq に対して、地域ごとの価格であるノー

ダル料金が次のように求まる。 

( )∑ +− −+=
l

llnldnn hqP ηηλ ,, )(  (10) 

 標準的なノーダル料金制の考え方では、地域

ごとに設定される送電料金（ネットワークから

の引き出し料金）は、 

( )∑ +− −=−≡
l

llnldnnn hqPw ηηλ ,, )( と定 

義することができる。
nw は、ネットワークの

送電混雑の度合に依存した値をとり、各連系線

のシャドウ・プライス
−+ ll ηη , に基づいて計算

される。 
 
2.4 MCP 

 
 MCP モデルにおいては、発電事業者は、ネ

ットワークの送電混雑に関して、戦略的な働き

かけを行わないものと想定する。換言すると、

発電事業者は、送電混雑、ひいては送電料金の

水準を所与として行動するものと想定する。こ

の状況は、ゲーム論の観点からは、発電事業者

とシステム・オペレーターによる同時手番の一

段階ゲームと解釈することができる。 
 数理計画法の文脈では、この種の問題は、基

本的に、混合相補性問題 (MCP) として定式化

することができる。一般に、x 、 )(xf 、 )(xg を

ベ ク ト ル 値 と し て 、 0x ≥ 、 0xf ≥)( 、

0)( T =xxf 、 0xg =)( を満たす x を求める問

                                                                                
ターは、発電事業者の費用関数について正確な情報をもた

ないであろう。この点からも、 ∑
n

dnn qB
d

)(max ,

q
は自然な定

式化である。 
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題は、MCP と呼ばれる11。式 ( 2 ) から ( 4 ) で
表される寡占的発電事業者の問題と式 ( 5 ) か
ら ( 9 ) で表されるシステム・オペレーション

の問題に関して KKT 条件を求めると、これら

の条件は MCP を形成する。本稿では、このよ

うにして定式化される MCP モデルを、数値計

算により解く。 
 MCP モデルを解析的に分析したものとして

は、Metzler et al. (2003) がある。彼らは、逆

需要関数や発電事業者の限界費用関数が線形で

あると仮定し、線形の MCP モデルのもとで均

衡解が一意に存在することを示している。 
 
３．寡占的卸電力市場と送電投資のシミ

ュレーション 

 

3.1 基本設定 

 
 以下では、連系線で結ばれた我が国 8 地域の

卸電力市場を考える12。基本設定として、我が

国の夏季ピーク期の卸電力市場を大雑把に模す

ることを念頭におく。 
 図 1 に、本稿で分析対象とする地域と連系線

の構成を示す13。各地域を A～H、地域間の連

系線を 1～7 と呼ぶこととする。各地域に 1 社

ずつ既存電力会社が立地しており、A～H は各

地域の電力会社の呼び名も兼ねる。連系線の送

電容量については、表 1 に示してある。本稿で

は、運用制約を考慮した運用容量ではなく、物

理的な熱容量を考察の対象とする。 

                                                      
11 相補性問題の解説としては、例えば Cottle et al. (1992) 
や福島 (2001) が参考になる。 
12 沖縄県と北海道は念頭においていない。沖縄県は連系線
による他地域との連結がない。また、北海道と本州を結ぶ
連系線の送電容量は極めて小さい。 
13 ループ状の連系線網を考える場合には、連系線の電気的
特性に基づいて潮流分流係数を計算する必要がある。この
場合、電気的特性に応じて、潮流分流係数は 1 から－1 の
間の連続的な値をとる。一方、本稿で想定する串型の連系
線網では、ループ潮流が発生せず、潮流分流係数は連系線
の電気的特性に依存しない値をとる。この場合、基準地域
の決め方に応じて、潮流分流係数は 1、0、－1 のいずれか
の値をとる。 

 
 
 
 
 
 
 

図 1 8 地域と連系線 

 
表 1 連系線の送電容量 

単位： MW

1 2 3 4 5 6 7

連系線の
送電容量

5,570 2,400 16,660 5,570 5,570 1,200 6,000
 

 
 
 シミュレーションのベースとなるデータには、

『電力需給の概要』（経済産業省資源エネルギー

庁電力・ガス事業部編）や『電気事業便覧』（電

気事業連合会統計委員会編）等の主に 2001 年

度の値を用いる。夏季ピーク期における需要と

供給の状況に関して、本稿の想定値を表 2 に示

す。ここでの供給力は、既存電力会社の自社電

源供給力とその他卸電気事業者等の供給力を合

計した値を表しており、『電力需給の概要』や『電

気事業便覧』等の各種資料から筆者が推計した

値である14。 
 各地域の需要曲線と各々の地域に立地する既

存電力会社の限界費用曲線に関して、表 3 が示

すようにパラメータを設定する。これらは、夏

季ピーク期に対応するパラメータである。各地

域の需要に関しては、線形の需要曲線を想定し、

カリブレーションにより推定する。金本他 
(2006、第 5 章) と同様に、需要の価格弾力性を

0.1、指標価格を 10 円/kWh として、2001 年度

の最大 3 日平均電力のデータをもとに需要曲線

                                                      
14 卸電気事業者等の供給分は、電源開発株式会社や公営の
水力発電等の卸売り供給分を指す。本稿では、卸電気事業
者等の供給分は長期契約等により固定されているものとし
て扱う。また、我が国では、家庭用の電灯需要等はまだ自
由化されておらず、全需要の約 35％が規制下におかれてい
る。そこで本稿では、全需要の約 35％が規制需要であるも
のとして分析を行なう。 

DC F GA

H

B

E

7

651 3

2

4
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表 2 需要と供給の状況 

単位： MW

A B C D E F G H 計

供給力 20,792 7,203 13,383 33,163 6,794 31,194 62,375 17,383 192,287

自社電源再掲 17,627 6,314 12,080 29,217 6,275 29,388 56,813 16,398 174,112

最大3日平均電力 15,971 5,449 10,840 30,901 5,021 26,246 61,431 13,480 169,339  
 

表 3 夏季ピーク期の基本的なパラメータ 

A B C D E F G H

需要曲線の傾き -0.006261 -0.018352 -0.009225 -0.003236 -0.019916 -0.003810 -0.001628 -0.007418

限界費用曲線の傾き 0.0005339 0.0010837 0.0006538 0.0002971 0.0013662 0.0002881 0.0001374 0.0005038
 

 

10000 20000 30000 40000 50000
MW

2

4

6

8

10

円 kWh

 

図 2 G 社の限界費用曲線の線形近似 

 
のパラメータを推定する15。既存電力会社の費

用に関しては、発電ユニットごとの 2001 年度

の燃料消費量、燃料価格、発電量等のデータを

もとに限界的な燃料費を推定した上で、限界費

用曲線を線形近似する。図 2 には、G 社の限界

費用曲線の線形近似を示しておく。 
 
3.2 夏季ピーク期の均衡と連系線増設 

 
 以上の設定のもとで、仮想的な状況として、

もしも各地域の既存電力会社が戦略的に行動し

たならばどのような結果が生じうるかについて、

クールノー競争のシミュレーション分析を行う。

                                                      
15大河原 (1995) は、発電平均費用に関して 10～12 円

/kWh の推定値を示している。2001 年時点で、自由化対象

の需要は全需要の約 25％にすぎず、新規事業者の参入もま

だほとんどない状況であった。そこで、2001 年の需要デー

タは、実質的に総括原価に基づく規制下の実績とみなし、

発電平均費用 10 円/kWh を用いて需要曲線のパラメータを

推定する。 

実際の計算には、数値計算ソフトウェアである

GAMS を用い、ソルバーとして PATH (Dirkse 
and Ferris, 1995) を利用する。 
 図 3 は、夏季ピーク期における昼間ピーク 1
時間の取引状況を示している。地域 F と地域 G
を結ぶ連系線 6 は、送電容量が 1,200MW しか

なく、他の連系線と比べても容量が小さい。こ

の連系線 6 に、西から東に向けて容量一杯に電

力が流れ、送電混雑が発生する。その結果、ボ

トルネックの連系線 6 を挟む東部地域と西部地

域とで値差が生じ、東部で 19.23 円/kWh、西部

で 12.80 円/kWh の価格となる。 
 仮に容量制約が効いていない（連系線の送電

容量が現実より遥かに大きいと仮想）として均

衡を計算すると、全国均一のクールノー均衡価

格は 15.02 円/kWh となる。この時、連系線 6
には、約 10,270 MW の電力が西から東に流れ

ることとなる。しかし、実際には連系線 6 の送

電容量は 1,200MW しかなく、容量制約が効い

てくるので、「市場分断」が生じ東西の値差がつ

く。すなわち、広域的なシステム・オペレーシ

ョンのもとで、輸入地域である東部では、価格

が高めに設定され西部からの輸入量が抑制され

る(東部地域内での発電量が増え需要量が減少)。
一方、輸出地域である西部では、価格が低めに

設定され東部への輸出量が抑制される（西部地

域内での発電量が減り需要量が増大）。 
 連系線 6 において送電混雑が発生する状況を
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集計
供給合計 (MW)
消費者余剰 (千円/h) 価格 12.80 価格 19.23
生産者余剰 (千円/h) マークアップ 33.0 マークアップ 57.0
混雑料金収入 (千円/h) 供給計 6,794 供給計 17,383
社会的余剰 (千円/h) 需要計 4,880 需要計 12,236

輸出 1,914 輸出 5,147

容量 5,570 容量 6,000
4 潮流 1,914 潮流 5,147 7

予備力 3,656 予備力 853
容量 16,660
潮流 6,716

予備力 9,944
価格 12.80 1 価格 12.80 価格 12.80 5 価格 12.80 6 価格 19.23
マークアップ 40.3 マークアップ 38.3 マークアップ 49.8 マークアップ 53.3 マークアップ 68.7
供給計 17,486 供給計 13,383 3 供給計 25,564 供給計 22,552 供給計 49,415
需要計 15,523 容量 5,570 需要計 10,536 需要計 30,035 容量 5,570 需要計 25,511 容量 1,200 需要計 55,762
輸出 1,963 潮流 1,963 輸出 2,847 輸出 -4,471 潮流 4,159 輸出 -2,959 潮流 1,200 輸出 -6,347

予備力 3,607 予備力 1,411 予備力 0
容量 2,400

2 潮流 1,907
予備力 493

価格 12.80 価格 円/kWh
マークアップ 46.6 マークアップ %
供給計 7,203 供給計 MW
需要計 5,296 注1）予備力は、連系線の送電容量から実際の電力潮流を差し引いた値。 需要計 MW
輸出 1,907 注2）マークアップは、価格の限界費用からの乖離率。 輸出 MW

単位

F

7,881,240
1,657,938

7,711
9,546,889

E H

GA C D

159,780

B

 
図 3 夏季ピーク期のクールノー均衡 

 
踏まえ、この連系線の送電容量を増設した場合

の効果を分析する。ここでは、連系線 6 の送電

容量を 2 倍から 6 倍、すなわち 2,400MW から

7,200MW まで増設するケースを考える。 
 一般に、容量一杯に電力が流れている連系線

を増設することは、直接的にその連系線の混雑

度を緩和する効果をもつ。図 4 には、連系線 6
の増設にともなう各地域の価格変化を示してあ

る。連系線 6 の送電容量を増やすにつれ、混雑

度が緩和され、連系線 6 を挟む東部地域の価格

が下がり、西部地域の価格は上昇し、両地域の

値差が縮小していくのがわかる。連系線 6 の送

電容量が増えた分、そこを流れる電力も増大し

ており、送電混雑自体は依然として残っている。

しかし、容量増設により、連系線 6 の混雑度合

が緩やかとなるため、連系線 6 を挟む東部と西

部の価格差は縮まる。 
 一方、送電混雑のある連系線を増設すること

は、他の連系線の電力潮流にも影響を及ぼしう

る。東部地域では、価格の下降とともに、各電

力会社は発電量を減らし、消費者は需要量を増

やしていく。一方、西部地域では、価格の上昇

とともに、各電力会社は発電出力の上限内で発

電量を増やし、消費者は需要量を減らしていく。 
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図 4 夏季ピーク期：連系線 6 の増設による均衡価格の変化 

 
つまり、西部地域から東部地域への輸出量が増

加し、西から東に向かう電力潮流が増大してい

く。その結果、連系線 6 の西側に位置する連系

線 5 を流れる東向きの電力も増大していく。連

系線 6 の送電容量が現状の 3 倍、すなわち

3,600MW に達する頃には、連系線 5 の空き容

量もなくなり新たな送電混雑が発生してしまう。

そのため、連系線 6 の送電容量を 3 倍以上に増

やしても、連系線 5 がボトルネックとなり、連

系線 5 以西では取引量や価格に変化が生じなく

なる。連系線 6 の送電容量を 2,400MW、

4,800MW に増設するケースの結果を、図 5、図

6 に示しておく。
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集計
供給合計 (MW)
消費者余剰 (千円/h) 価格 13.10 価格 18.66
生産者余剰 (千円/h) マークアップ 34.5 マークアップ 55.7
混雑料金収入 (千円/h) 供給計 6,794 供給計 17,383
社会的余剰 (千円/h) 需要計 4,866 需要計 12,312

輸出 1,928 輸出 5,071

容量 5,570 容量 6,000
4 潮流 1,928 潮流 5,071 7

予備力 3,642 予備力 929
容量 16,660
潮流 7,071

予備力 9,589
価格 13.10 1 価格 13.10 価格 13.10 5 価格 13.10 6 価格 18.66
マークアップ 40.6 マークアップ 39.7 マークアップ 50.2 マークアップ 53.6 マークアップ 68.3
供給計 17,747 供給計 13,383 3 供給計 25,894 供給計 22,885 供給計 48,639
需要計 15,477 容量 5,570 需要計 10,505 需要計 29,945 容量 5,570 需要計 25,434 容量 2,400 需要計 56,109
輸出 2,270 潮流 2,270 輸出 2,878 輸出 -4,051 潮流 4,949 輸出 -2,549 潮流 2,400 輸出 -7,471

予備力 3,300 予備力 621 予備力 0
容量 2,400

2 潮流 1,923
予備力 477

価格 13.10 価格 円/kWh
マークアップ 47.7 マークアップ %
供給計 7,203 供給計 MW
需要計 5,280 需要計 MW
輸出 1,923 輸出 MW

単位
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7,887,836
1,648,621

13,363
9,549,820
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図 5 夏季ピーク期：連系線 6 を 2,400MW に増設するケース 

 
集計
供給合計 (MW)
消費者余剰 (千円/h) 価格 13.33 価格 17.53
生産者余剰 (千円/h) マークアップ 35.7 マークアップ 52.9
混雑料金収入 (千円/h) 供給計 6,794 供給計 17,383
社会的余剰 (千円/h) 需要計 4,854 需要計 12,465

輸出 1,940 輸出 4,918

容量 5,570 容量 6,000
4 潮流 1,940 潮流 4,918 7

予備力 3,630 予備力 1,082
容量 16,660
潮流 7,350

予備力 9,310
価格 13.33 1 価格 13.33 価格 13.33 5 価格 14.37 6 価格 17.53
マークアップ 40.8 マークアップ 40.7 マークアップ 50.5 マークアップ 54.8 マークアップ 67.4
供給計 17,952 供給計 13,383 3 供給計 26,153 供給計 24,330 供給計 47,086
需要計 15,440 容量 5,570 需要計 10,480 需要計 29,874 容量 5,570 需要計 25,100 容量 4,800 需要計 56,804
輸出 2,512 潮流 2,512 輸出 2,903 輸出 -3,720 潮流 5,570 輸出 -770 潮流 4,800 輸出 -9,718

予備力 3,058 予備力 0 予備力 0
容量 2,400

2 潮流 1,935
予備力 465

価格 13.33 価格 円/kWh
マークアップ 48.6 マークアップ %
供給計 7,203 供給計 MW
需要計 5,268 需要計 MW
輸出 1,935 輸出 MW

160,284

B

GA C D

E H

単位

F

7,905,887
1,628,259

20,995
9,555,141

 
図 6 夏季ピーク期：連系線 6 を 4,800MW に増設するケース 

 
3.3 軽負荷期の均衡と連系線増設 

 
 以上の夏季ピーク期の分析に対して、以下で

は 4 月等の軽負荷期についての分析を行う。こ

こでは、軽負荷期の 1 日を通した平均的な需要

電力（24 時間平均）を、表 2 に示した最大 3
日平均電力の約 4 割と想定する。そして、3.1
と同様に、需要の価格弾力性を 0.1、指標価格

を 10 円/kWh として、軽負荷期における需要曲

線のパラメータを推定する。既存電力会社の費

用に関しては、軽負荷期における発電所の補修

を考慮する。ここでは、単純化して、全電源の

約 1 割が補修により休止するものと想定する。

表 4 に、本稿で想定する軽負荷期の需要曲線と

限界費用曲線のパラメータを示す。 
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表 4 軽負荷期の基本的なパラメータ 

A B C D E F G H

需要曲線の傾き -0.017890 -0.052434 -0.026357 -0.009246 -0.056904 -0.010886 -0.004651 -0.021195

限界費用曲線の傾き 0.0005932 0.0012042 0.0007265 0.0003301 0.0015180 0.0003201 0.0001527 0.0005598  
 

集計
供給合計 (MW)
消費者余剰 (千円/h) 価格 6.40 価格 10.88
生産者余剰 (千円/h) マークアップ 45.0 マークアップ 68.7
混雑料金収入 (千円/h) 供給計 2,786 供給計 6,969
社会的余剰 (千円/h) 需要計 1,821 需要計 4,676

輸出 966 輸出 2,292

容量 5,570 容量 6,000
4 潮流 966 潮流 2,292 7

予備力 4,604 予備力 3,708
容量 16,660
潮流 3,555

予備力 13,105
価格 6.40 1 価格 6.40 価格 6.40 5 価格 6.40 6 価格 10.88
マークアップ 60.6 マークアップ 59.4 マークアップ 67.3 マークアップ 70.5 マークアップ 82.0
供給計 7,101 供給計 4,751 3 供給計 9,888 供給計 7,515 供給計 17,819
需要計 5,791 容量 5,570 需要計 3,931 需要計 11,205 容量 5,570 需要計 9,517 容量 1,200 需要計 21,312
輸出 1,309 潮流 1,309 輸出 820 輸出 -1,318 潮流 3,202 輸出 -2,002 潮流 1,200 輸出 -3,492

予備力 4,261 予備力 2,368 予備力 0
容量 2,400

2 潮流 1,426
予備力 974

価格 6.40 価格 円/kWh
マークアップ 51.0 マークアップ %
供給計 3,402 供給計 MW
需要計 1,976 需要計 MW
輸出 1,426 輸出 MW

60,229

B

GA C D

E H

単位

F

3,028,106
476,751

5,382
3,510,239

 
図 7 軽負荷期のクールノー均衡 

 
 図 7 は、軽負荷期における取引状況（24 時間

平均）を示している。夏季ピーク期と同様、連

系線 6 に西から東に向けて容量一杯に電力が流

れ、送電混雑が発生する。ただし、需要全体が

少ない軽負荷期には、夏季ピーク期よりも東西

の値差は小さく、東部で 10.88 円/kWh、西部で

6.40 円/kWh の価格となる。 
 3.2 と同様に、連系線 6 の送電容量を 2 倍か

ら 6 倍に増設するケースに関して、各地域の価

格変化を示すのが、図 8 である。夏季ピーク期

と同様、東西の値差は縮小していく。また、連

系線 6 の送電容量を 2,400MW、4,800MW に増

設するケースの結果を、図 9、図 10 に示してお

く。夏季ピーク期と同様のメカニズムにより、

西から東に向かう電力潮流が増大していく。た

だし、需要全体が少ない軽負荷期には、電力潮

流の増大ペースが遅い。そのため、連系線 6 の

送電容量を現状の 3 倍、すなわち 3,600MW に

増設した時には、まだ連系線 5 に送電混雑は発

生しない。連系線 6 の送電容量を現状の 4 倍、

すなわち 4,800MW に増設した時にはじめて、

連系線 5 に送電混雑が生じるようになる。需要

が少ない軽負荷期では、連系線 6 の送電容量が

4,800MW に達する頃には、連系線 6 の送電混

雑自体が解消され、ボトルネックが完全に連系

線 5 に移る結果となる。 
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図 8 軽負荷期：連系線 6 の増設による均衡価格の変化 
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集計
供給合計 (MW)
消費者余剰 (千円/h) 価格 6.82 価格 9.92
生産者余剰 (千円/h) マークアップ 45.4 マークアップ 68.1
混雑料金収入 (千円/h) 供給計 2,918 供給計 6,542
社会的余剰 (千円/h) 需要計 1,813 需要計 4,722

輸出 1,105 輸出 1,820

容量 5,570 容量 6,000
4 潮流 1,105 潮流 1,820 7

予備力 4,465 予備力 4,180
容量 16,660
潮流 4,110

予備力 12,550
価格 6.82 1 価格 6.82 価格 6.82 5 価格 6.82 6 価格 9.92
マークアップ 61.4 マークアップ 60.0 マークアップ 68.3 マークアップ 71.4 マークアップ 81.1
供給計 7,286 供給計 4,926 3 供給計 10,097 供給計 7,726 供給計 17,298
需要計 5,768 容量 5,570 需要計 3,915 需要計 11,159 容量 5,570 需要計 9,478 容量 2,400 需要計 21,518
輸出 1,518 潮流 1,518 輸出 1,011 輸出 -1,062 潮流 4,153 輸出 -1,753 潮流 2,400 輸出 -4,220

予備力 4,052 予備力 1,417 予備力 0
容量 2,400

2 潮流 1,580
予備力 820

価格 6.82 価格 円/kWh
マークアップ 51.5 マークアップ %
供給計 3,548 供給計 MW
需要計 1,968 需要計 MW
輸出 1,580 輸出 MW

60,341

B

GA C D

E H

単位

F

3,034,792
469,350

7,446
3,511,588

 
図 9 軽負荷期：連系線 6 を 2,400MW に増設するケース 

集計
供給合計 (MW)
消費者余剰 (千円/h) 価格 7.45 価格 8.16
生産者余剰 (千円/h) マークアップ 46.0 マークアップ 66.6
混雑料金収入 (千円/h) 供給計 3,115 供給計 5,757
社会的余剰 (千円/h) 需要計 1,802 需要計 4,805

輸出 1,313 輸出 952

容量 5,570 容量 6,000
4 潮流 1,313 潮流 952 7

予備力 4,257 予備力 5,048
容量 16,660
潮流 4,938

予備力 11,722
価格 7.45 1 価格 7.45 価格 7.45 5 価格 8.16 6 価格 8.16
マークアップ 62.5 マークアップ 60.9 マークアップ 69.6 マークアップ 73.4 マークアップ 78.8
供給計 7,563 供給計 5,187 3 供給計 10,410 供給計 8,392 供給計 16,339
需要計 5,732 容量 5,570 需要計 3,891 需要計 11,091 容量 5,570 需要計 9,355 容量 4,800 需要計 21,897
輸出 1,831 潮流 1,831 輸出 1,297 輸出 -681 潮流 5,570 輸出 -963 潮流 4,607 輸出 -5,558

予備力 3,739 予備力 0 予備力 193
容量 2,400

2 潮流 1,810
予備力 590

価格 7.45 価格 円/kWh
マークアップ 52.1 マークアップ %
供給計 3,766 供給計 MW
需要計 1,956 需要計 MW
輸出 1,810 輸出 MW

単位

F

3,046,785
462,028

3,937
3,512,750

E H

GA C D

60,530

B

 
図 10 軽負荷期：連系線 6 を 4,800MW に増設するケース 

 

3.4 連系線増設の費用便益分析 

 
 連系線の増設が社会的に望ましいのは、増設

による社会的余剰の増分が連系線の資本費の増

分を上回る場合である。しかし、この比較を実

際に行うのは決して容易ではない。まず本来、

社会的余剰の増分としては、特定の 1 時間では

なく、年間を通した余剰の増分を考える必要が

ある。そのためには、1 年間において、時々刻々

変動する需要と供給のパターンを推定する必要

があるが、現状では入手できるデータの制約が

あるのでこの作業は容易ではない。また、連系

線への投資額は、通常、ケース・バイ・ケース

であり、実際に発生する費用を推定するのは困

難なことが多い。 
 このような分析上の制約があるものの、ここ

では夏季ピーク期と軽負荷期に着目し、限定的

ながら社会的余剰と資本費に関する考察を行う。

具体的には、連系線 6 の送電容量を現状の

1,200MW から 2 倍の 2,400MW に増設するケ

ースを考える。 
 表 5 に示すように、ボトルネックとなってい
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た連系線 6 の送電容量を増設することで社会的

余剰が増大する。夏季ピーク期では 293 万円/h、
軽負荷期では 135万円/hの社会的余剰増加とな

る。東部地域では、価格の下落により、消費者

余剰は増加し、各電力会社の生産者余剰は減少

する。一方、西部地域では、価格の上昇により、

消費者余剰は減少し、各電力会社の生産者余剰

は増加する。最大の消費地域 G をかかえる東部

地域において消費者余剰の増加幅が大きいため、

全地域合計の消費者余剰も差し引きで増加とな

る。最大の電力会社 G 社が立地する東部地域に

おいて生産者余剰の減少幅が大きいため、全地

域合計の生産者余剰も差し引きで減少となる。

上記に混雑料金収入の増加分も加味すると、全

地域合計の社会的余剰は増加する結果となる。 
 
表 5 連系線 6 を 2,400MW に増設するケースの余剰の

変化 

単位： 万円/h

夏季ピーク期 軽負荷期

社会的余剰 293 135

F社の生産者余剰 627 285

G社の生産者余剰 -2564 -1405  
 
 次に、連系線 6 の送電容量を 1,200MW から

2,400MW に増設するケースで、資本費がどれ

くらい増加するかを推定する。連系線 6 の設備

には、50Hz と 60Hz の周波数変換設備（FC）

を含む。この FC に関して、新潟日報 (2003) は、

300MW の設備の投資費用が約 200 億円かかる

という電力関係者の証言を掲載している。この

金額を目安として、ここでは、FC を 1,200MW
分増設するのに 800億円の建設費用がかかるも

のとする。FC が機械設備であることを踏まえ、

償却年数を 16 年、利子率を 3％として定額法で

計算すると、年額の資本費は 64 億円/y となる。

これを 8,760 時間で除すと、時間当たりの資本

費は 73 万円/h となる。仮に FC の増設だけで

工事が済む場合には、軽負荷期においても、社

会的余剰の増分が資本費の増分を上回ることに

なる。 

 しかし実際には、FC の増設に加え、送電線

等（ケーブルや鉄塔等）の増設も必要となる可

能性がある。まず、送電線等の建設費用が、FC
と同額の 800 億円かかるものとする。償却年数

を法定耐用年数の 36 年、利子率を 3％として定

額法で計算すると、年額の資本費は 37 億円/y
となる。これを 8,760 時間で除すと、時間当た

りの資本費は 42 万円/h となる。FC と送電線等

を合わせると、総建設費用は 1600 億円、年額

の資本費は 101 億円/y、時間当たりの資本費は

115 万円/h となる。この場合でも、軽負荷期に

おいて、社会的余剰の増分が資本費の増分を上

回ることになる。 
 送電線等の建設費用が 1200 億円かかるもの

と想定して、上記と同様の計算により資本費を

算定してみる。すると、FC と送電線等を合わ

せて、総建設費用は 2000 億円、年額の資本費は

119 億円/y、時間当たりの資本費は 136 万円/h
となる。この場合には、軽負荷期において、社会

的余剰の増分と資本費の増分がほぼ同じになる。 
 さらに、送電線等の建設費用が 1600 億円か

かるものと想定すると、FC と送電線等を合わ

せて、総建設費用は 2400 億円、年額の資本費

は 137 億円/y、時間当たりの資本費は 157 万円

/h となる。この場合には、軽負荷期において、

資本費の増分が社会的余剰の増分を上回るよう

になる。 
 以上を整理すると、本稿の想定のもとでは、

東西を結ぶ連系線の送電容量を 2 倍に増設する

場合に、FC と送電線等を合わせた総建設費用

が約 2000 億円以下であれば、たとえ軽負荷期

であっても社会的余剰の増分が資本費の増分以

上となるものと推定される。この場合には、連

系線 6 の増設が社会的に望ましい可能性が高い

といえよう。ただし、もちろん厳密な議論をす

るためには、年間を通した余剰の増分を考える

必要があるし、連系線への投資額のより詳細な

データが必要であることに注意すべきである。

なお、本稿で想定した FC と送電線等に関する

資本費の増分を、表 6 に示しておく。 
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表 6 連系線 6 を 2,400MW に増設するケースの資本費

の増加 

年額の資本費
（億円/y）

時間当たりの
資本費（万円/h）

FC800億円、送電線等800億円 101 115

FC800億円、送電線等1200億円 119 136

FC800億円、送電線等1600億円 137 157  

 
3.5 連系線増設のインセンティブ 

 
 連系線 6 の両端に位置する F 社と G 社には、

送電投資を行うインセンティブはあるだろう

か？先述のとおり、連系線 6 の増設により、東

部地域では、価格が下落して生産者余剰が減少

する。表 5 が示すように、G 社の生産者余剰は、

夏季ピーク期では 2564 万円/h、軽負荷期では

1405 万円/h の減少となる。よって、投資をし

ても損をするだけなので、G 社は投資インセン

ティブをもたないであろう。逆に、西部地域で

は、価格が上昇して生産者余剰が増大する。表

5 が示すように、F 社の生産者余剰は、夏季ピ

ーク期では 627 万円/h、軽負荷期では 285 万円

/h の増加となる。よって、F 社は投資インセン

ティブをもつ可能性が高い。 
 以上のように、連系線 6 の一方の端に位置す

る F 社は投資インセンティブをもち、もう片方

の端に位置する G 社は投資インセンティブを

もたない可能性が高い。つまり、連系線への投

資に関して、利害対立が発生する可能性が高い。

したがって、電力会社の自発性に任せる場合に

は投資が進まない恐れがあり、社会的な観点か

ら中立的に利害調整を行うことが重要となる。

この意味でも、有限中間法人である電力系統利

用協議会（ESCJ）の果すべき役割は大きいと

いえよう。 
 

４．結語 

 
 我が国の卸電力市場を分析した先行研究と比

較して、本稿は次の二つの特徴をもつ分析を行

った。第一に、本稿は、東西に跨る我が国の卸

電力市場を対象として、各地域を結ぶ連系線の

送電容量制約を考慮しながら、MCP モデルに

基づくクールノー競争のシミュレーション分析

を行った。特に、夏季ピーク期と軽負荷期の両

方を想定したシミュレーションを行った。第二

に、本稿は、50Hz と 60Hz の周波数変換設備

（FC）を含む東西間の連系線に関して、送電容

量を増設するケースの分析を行った。近年我が

国では、東西を結ぶ連系線が市場取引のボトル

ネックとなっているとの指摘がある。そこで、

寡占的な市場環境のもとで、東西間の連系線を

増設することによる効果や費用について考察を

行った。 
 分析の結果、本稿の想定のもとでは、東西を

結ぶ連系線の送電容量を 2 倍に増設する場合に、

FC と送電線等を合わせた総建設費用が約 2000
億円以下であれば、たとえ軽負荷期であっても

社会的余剰の増分が資本費の増分以上となるも

のと推定された。この場合には、東西を結ぶ連

系線の増設が社会的に望ましい可能性が高いと

いえよう。 
 投資インセンティブに関しては、東西を結ぶ

連系線の両端の電力会社間で利害対立が発生す

る可能性が高い。そのため、電力会社の自発性

に任せる場合には投資が進まない恐れがあり、

社会的な観点から中立的に利害調整を行うこと

が重要となる。 
 ただし、さらに厳密な議論をするためには、

年間を通した余剰の変化を考える必要があるし、

連系線への投資額のより詳細なデータが必要で

あることに注意すべきである。また本稿では、

スポットの卸電力市場の分析に焦点を当てたが、

先渡し契約等の長期契約を内生的に考慮したモ

デルへ拡張していくことが今後の課題である。

これに加えて、システム・オペレーションに関

するより詳細な制約条件を組み込むことにより、

さらに現実に近いモデルへ拡張していくことも

今後の課題となる。 
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