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2１．はじめに

 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度:2024年度）」と「容量確保契約約款」
の案について、2022年12月23日から2023年1月17日にかけて意見募集を実施した。

 本日は、意見募集の結果と意見を踏まえた対応についてご報告する。
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 今回の意見募集対象文書は「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度:2024年度）」
と「容量確保契約約款」になります。他の容量市場に関連する文書との関係は以下のとおりです。

（参考）今回の意見募集対象文書(1/2)

・2024年度向け：公表済
・2025年度向け：意見募集中
・2026年度向け：今後公表予定

関連文書等 概要 公表状況

容量市場
募集要綱
※1※2

容量市場
業務マニュアル
※1※2

メインオークション
募集要綱

メインオークションの
参加登録編

メインオークションへの応札・
容量確保契約書の締結編

• メインオークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定

• メインオークションの参加登録申請の手順、提出書類等について記載

追加オークション
募集要綱

容量
市場
関連
文書

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を行います ※2：対象実需給年度毎に公表します ※3：対象実需給年度に依らず共通です

• メインオークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

契約書
• 容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を規定

容量確保
契約書
※1※3 容量確保契約約款

・追加オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定
（様式１）容量市場への参加登録申請に伴う誓約書
（様式２）期待容量等算定諸元一覧

公表済

・2024～2026年度向け：公表済

（今後公表予定）その他は順次発行予定 • 特別オークション募集要綱、等

追加オークションへの応札・
容量確保契約書の締結編

• メインオークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

実需給前に実施すべき業務
（全般）編

• 余力活用契約・給電申合書等の締結、電源等情報の追加登録、FIT法適用の電源でない
場合の異議申立、事業者の退出表明に基づく市場退出の手順、提出書類等について記載

・2024年度向け：公表済
・2025年度向け：公表済
・2026年度向け：公表済

追加オークションの
参加登録編

電源等差替編 • 電源等差替の手順、提出書類等について記載

• 追加オークションの参加登録申請の手順、提出書類等について記載

実効性テスト編 • 電源等リストの登録・実効性テストの手順、提出書類等について記載 ・2024年度向け：公表済
・2025年度向け：公表済

・2024年度向け：今回の意見募集対象

・今回の意見募集対象

・ 2024年度向け：意見募集済



4（参考）今回の意見募集対象文書(2/2)

・2024年度向け：公表済
・2025年度向け：今後公表予定
・2026年度向け：今後公表予定

関連文書等 概要 公表状況

（今後公表予定）

公表済

容量市場
業務マニュアル
※1※2

容量市場
システム

マニュアル※3
• 容量市場システムのログイン方法や入力方法、画面、操作方法等について記載

その他は順次発行予定
容量
市場
関連
文書

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を行います ※2：対象実需給年度毎に公表します ※3：対象実需給年度に依らず共通です

事業者情報・電源等情報登録
期待容量登録・応札・契約
電源等差替・実効性テスト

・容量停止計画編

• アセスメント・ペナルティ編、容量確保契約金額・容量拠出金編、等

容量停止計画の調整業務編 • 容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載



5（参考）募集要綱と約款の主なポイント
2023年度追加オークションに向けた検討内容の反映箇所（１／２）

第42回容量市場
の在り方等に関する
検討会資料より



6（参考）募集要綱と約款の主なポイント
2023年度追加オークションに向けた検討内容の反映箇所（２／２）

第42回容量市場
の在り方等に関する
検討会資料より



7２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
①意見の総件数

 募集要綱と約款の意見募集に対して、計12件（4者）の意見をいただいた。
 内訳は、募集要綱に関する意見が11件（4者）、約款に関する意見は1件（1者）であった。
 また、同時期に実施した業務マニュアルの意見募集において、募集要綱に関連する意見が1件（1
者）あった。
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２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
②意見の内訳

 「募集要綱」へ対する意見（11件）は、 調達オークションに関する意見が5件、リリースオークションに関
する意見が3件であり、追加オークションの初めての仕組みに関する質問を多くいただいた。

 「約款」へ対する意見（1件）は、追加オークションに関連した実効性テストに関する質問であった。
 業務マニュアルの意見募集では、「募集要綱」の記載へ対する意見（1件）があった。
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9２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
③具体的な意見内容（抄）（１／4）

 今回の意見募集において、追加オークションの仕組みに対する質問が多かったものの、募集要綱等の
記載の明確化や修正等の指摘もいただいており、主な質問や指摘等に関する修正内容を紹介する。

項目 ご意見内容・回答案

共通事項
(参加要件)

期待容量等算定諸元一覧（安定電源（純揚水）および変動電源）を利用する電源については、調
整係数が更新されるため期待容量の再登録が必要と記載がありますが、追加オークションへ参加しない
電源においては期待容量の再登録は不要で良いでしょうか。

回答案
追加オークションに参加しない電源は期待容量の再登録は不要です。
当該記載は追加オークションに参加する場合の内容であり、明確化のため、ご指摘を踏まえ
て記載を修正いたします。

＜共通事項に関する意見より＞



10２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
募集要綱の反映例（共通事項関係）

＜変更前＞ ＜変更後＞【募集要綱】 【募集要綱】
３．追加オークション募集スケジュール
（１）追加オークションの募集スケジュールは以下のとおりで
す。
（略）

※2023年2月末頃（予定）に調整係数の公表を行います。期待
容量等算定諸元一覧（安定電源(純揚水)および変動電源）
を利用する電源については、調整係数が更新されるため期
待容量の再登録が必要となります。

【募集要綱】 第2章 共通事項

３．追加オークション募集スケジュール
（１）追加オークションの募集スケジュールは以下のとおりで
す。
（略）

※2023年2月末頃（予定）に調整係数の公表を行います。期待
容量等算定諸元一覧（安定電源(純揚水)および変動電源）
を利用する電源が調達オークションに参加する場合は、調
整係数を更新した期待容量の再登録が必要となります。調
達オークションに参加しない場合は、期待容量の再登録は
不要です。



11２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
③具体的な意見内容（抄）（２／4）

項目 ご要望内容・回答案

調達
オークション

メインオークションで約定している電源で、設備更新や調整係数の更新等によって出力増が見込まれる
場合は、調達オークションの応札容量は1,000kW以上が応札対象という理解で良いでしょうか。

回答案
メインオークションで約定している電源が、設備更新や調整係数の更新等によって出力増が
見込まれる場合は、調達オークションの応札容量においてメインオークションの約定容量か
ら増加した容量が1,000kW以上の場合は、応札可能です。
（容量市場においては、1,000kW以上の応札単位を参加可能としています）

調達オークションで約定した場合は、容量確保契約書の締結に加えて、変更契約書の締結を行う
ケースもあるという理解で良いでしょうか。その場合、「容量確保契約書の締結期間終了後」という記載
部分には「変更契約書」の記載も加えてはどうでしょうか。

回答案 ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。

＜調達オークションに関する意見より＞
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＜変更前＞ ＜変更後＞【募集要綱】 【募集要綱】

６．容量確保契約の結果の公表
容量確保契約書の締結期間終了後、本機関は以下の情報を公

表します。公表時期は「第２章 共通事項 ４.落札後のスケ
ジュール（予定）」を参照ください。

【募集要綱】 第６章 調達オークション落札電源および約定価格の決定方法

６．容量確保契約の結果の公表
容量確保契約書または変更契約書の締結期間終了後、本機関

は以下の情報を公表します。公表時期は「第２章 共通事項
４.落札後のスケジュール（予定）」を参照ください。

２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
募集要綱の反映例（調達オークション関係（１））



132.  募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
③具体的な意見内容（抄）（3／4）

項目 ご意見内容・回答案

調達オークショ
ン・事前監視

事前監視に関する記載があったが、第72回制度検討作業部会の資料５のP24にて、調達オーク
ションでは価格つり上げの事前監視は実施しないとの整理がされているため、本資料では当該記載は
無しとすべきではないか。

回答案 調達オークションの箇所において、価格つり上げに関する事前監視の記載は無しとするもの
であり、ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。

＜調達オークションに関する意見（業務マニュアルへの意見のうち、募集要綱の記載に影響するもの）より＞
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＜変更前＞ ＜変更後＞【募集要綱】 【募集要綱】
１．応札方法
（略）
（１２） 容量市場において市場支配力を有する事業者（※1）
が、事前に電力・ガス取引監 視等委員会から確認を得た価格を
超えて応札した場合、または基準価格（※2）を超 えて事前に
確認を得ずに応札した場合は、特段の事情がない限り、電力・
ガス取引 監視等委員会によって、当該応札は取り消しの対象と
判断されます。なお、電力・ ガス取引監視等委員会が、応札電
源の中から監視対象電源を選定（※3）し、その事 実関係を確
認したうえで、取り消しの対象にあたると判断した場合は、当
該事実等 が参加登録申請者及び本機関に通知され、本機関は当
該通知をもって対象の応札を 取り消します。
※1：実需給年度が 2024 年度の調達オークションにおいては
500 万 kW 以上の発電 規模を有する事業者とする。
※2：2022 年度に開催されたメインオークションにおける指標
価格とする。
※3：500 万 kW 未満の発電規模の事業者であっても、監視の対
象とする場合もあり ます。

【募集要綱】 第5章 調達オークション応札方法

１．応札方法
（略）
（削除）

２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
募集要綱の反映例（調達オークション関係（２））



15２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
③具体的な意見内容（抄）（4／4）

項目 ご意見内容・回答案

リリース
オークション

発動指令電源において、実効性テストを終えて契約容量を確定した後に、発動指令電源の契約の一
部を対象としてリリースオークションに応札することは可能という理解で良いでしょうか。

回答案
発動指令電源において、実効性テストにより確定した契約容量の一部を対象として、リ
リースオークションへ応札が可能です。
なお、部分的に契約容量をリリースする場合は、現在の契約容量からリリースオークションで
応札する容量を差し引いた値が1,000kW以上となるように応札してください。

リリースオークションの応札可能な事業者について、メインオークションと同様に「電気事業法第二十二条
の三に定める電気供給事業者であり」との条件の記載があるが、実需給年度までに電気供給事業者に
なる予定でメインオークションに応札して契約した事業者がリリースオークションへ参加するケースもあるため、
リリースオークションの場合は契約を締結していることを条件とし、「電気事業法第二十二条の三に定
める電気供給事業者」の条件は不要と修正してはどうでしょうか。

回答案 ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。

＜リリースオークションに関する意見より＞
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＜変更前＞ ＜変更後＞【募集要綱】 【募集要綱】

３．募集内容
（略）
（４）応札可能な事業者

 電気事業法第二十二条の三に定める電気供給事業者で
あり、リリースオークション開催エリアにおいて、実
需給年度を対象としてメインオークションで落札した
全ての容量提供事業者。

【募集要綱】 第８章 リリースオークション募集概要

３．募集内容
（略）
（４）応札可能な事業者

 電気事業法第二十二条の三に定める電気供給事業者で
あり、リリースオークション開催エリアにおいて、実
需給年度を対象としてメインオークションで落札した
全ての容量提供事業者。

２．募集要綱・約款等の意見募集の結果と対応について
募集要綱の反映例（リリースオークション関係）



17３．今後のスケジュール

 今後のスケジュールとして、募集要綱や約款について、今回の意見募集の結果および誤記修正等を
反映し、2月1日に公表を予定している。

 また、2月7日より事業者向け説明会の開催を開始する。
 事業者向け説明会の開催日程・・・2023年2月7日、9日、13日を予定

 参加登録や応札等の手続きについては、事業者情報登録を2月14日より開始し、電源等情報の
登録など、参加登録の受付を開始する。その後、4月の開催判断のあと、開催が判断された場合は、
応札期間を5月11日～23日として予定している。

 オークションの手続き等の内容をわかりやすく周知していくため、資料等の提供を広域機関HPで行うと
ともに、容量市場かいせつスペシャルサイトなど、WEBサイトでの情報発信も行っていく。
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 2023年度追加オークションの応札に向けた参加登録等は、以下日程を予定している。

（参考）2023年度追加オークションの参加登録や応札等のスケジュール予定

2023年度2022年度
6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

③
参加登録

④
需要（供給）

曲線
・

開催判断

⑤
約定結果

・
契約書締結

容量確保契約書締結の手続 ▲
容量確保契約の結果公表

事業者情報の登録

②
関連文書

・
説明会

パ
ブ
コメ
パブコメ
対応 ▲業務マニュアル公表

期待容量の登録

【募集要綱】
【業務マニュアル】

（参加登録、応札・契約締結編）

▲容量市場追加オークション募集要綱公表

約定結果の公表▲

開催判断▲

⑥
その他

電源等情報の登録

8月 9月

実効性テスト（夏） 実効性テスト（冬）
ベースロード市場開催
1回目 2回目▲供給計画とりまとめの公表

事業者向け説明会

期待容量等算定諸元一覧の
登録受付

需要（供給）曲線の公表▲

容量停止計画の調整業務

需要（供給）曲線（イメージ案）▲

応札の受付

2023年2月1日
2023年2月1日

2023年2月7日、9日、13日(3日間開催)

2023年2月14日～2月20日
2023年2月24日～3月9日

2023年3月22日～4月7日

2023年4月26日（予定）

2023年5月11日～5月23日 2023年5月24日～5月30日
[予定]2023年6月

[予定]2023年7～8月
[予定]2023年9月

▲容量確保契約の変更または解約の確認期限日
①容量システム上での市場退出表明 3月10日
②市場退出表明書の提出 3月31日

2023年4月26日（予定）
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 第42回の本検討会において整理を行った市場退出の手続き方法（「容量確保契約の変更または解
約」の確認期限日）については、事業者へ直接通知するとともに、広域機関HPで公表している。

【広域機関HPによる公表例】

URL:https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2022/221223_shijoutaishutsu_annai.html
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第42回容量市場の
在り方等に関する検
討会資料より
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