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連邦エネルギー規制委員会（FERC）の所管事項及び関連ケース 
 

2017年 10月 25日 
NEDOワシントン事務所 
JEPICワシントン事務所 

 
1. FERCの概要 
 

a. FERC設置：根拠法は 「エネルギー省組織法（Department of Energy Organization 
Act of 1977）」  

i. エネルギー省（DOE）内に、独立規制委員会を設立し、これを連邦エネルギー規制委
員会（Federal Energy Regulatory Commission：FERC：以下、「委員会」）と
呼ぶ。（Sec. 401. (a)） 

ii. 委員会メンバーは 5名で、大統領が指名し、一政党からの委員会メンバーは 3名を超え
ないものとする。（Sec. 401. (b)）メンバーの任期は 5年 1。（Sec. 401. (b)） 

iii. 連邦電力委員会（Federal Power Commission：FPC）2・FPC メンバー及び職員
等の機能及び役割を委員会へ移譲する。（Sec. 402） 

iv. エネルギー長官及び委員会は、同法第 402 項で定められた委員会管轄権内の役割に
関して、規則・規制・政策声明を提案する権限を有する。（Sec. 403. (a)） 

v. 第403項(a)に準じて提出された提案に関しては、委員会が独占的な管轄権を有するも
のとし、エネルギー長官の提出した提案を妥当な期限内に迅速に検討して最終決定を行
うものとする。（Sec. 403. (b)） 

 
b. FERCの公益事業者に係る所管事項：根拠法は 「連邦電力法（Federal Power Act）」 

i. 公益事業者（public utility）3による州間 (interstate) 送電に係る料金、及び諸条
件の規制（Sec. 201、205、206） 

ii. 公益事業者による州間の卸電力取引に係る料金、及び諸条件の規制（Sec. 201、
205,206） 

iii. 州間の送電または卸電力取引に使用される全設備に係る規制（Sec. 201） 
iv. 公益事業者による合併、買収、証券発行、兼任重役制といった企業活動及び企業間

取引の規制（Sec. 203、204、305） 
v. 委員会管轄下にある公益事業者の会計・財務報告に係る規制（Sec. 301） 
vi. 基幹電力系統（bulk-power system）の信頼性に係る規制（Sec. 215） 
vii. FERC エネルギー市場規制の違反者に対する民事制裁金他の罰則手段（Sec. 215、

220） 

                                                            
1 メンバー交代が FERCの機能に支障をもたらすことのないよう、各メンバーの任期開始時が 1年づつずらされている。 
2 FERCの前身組織 
3 委員会の管轄下にある設備を所有または運営する者、言い換えれば、州間送電及び州間卸電力取引に従事する設備を
所有または運営する者を意味する。公営電気事業者、地方電化協同組合、地域内または州内送電のみに使用される設備
は FERC料金規制の対象外となる。 
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viii. 国家重要送電回廊（national interest electric transmission corridors）4におけ
る送電線立地に係る規制（Sec. 216） 

ix. 送電インフラ（送電技術も含む）投資を促進するインセンティブの制定（Sec. 219） 
x. エネルギー市場操作の禁止及び違反者に対する罰則手段（Sec. 220、222） 

 
c. FERC所管外となる事項 

i. 「地域内 (local)」 または州内の送電、及び、そうした送電の料金・諸条件 
ii. 電力の小売り、及び、そうした取引の料金・諸条件 
iii. 発電施設（水力発電施設を除く）及び、送電設備立地と建設 
iv. 環境問題（水力発電に関連する環境問題を除く） 
v. 安全問題（水力発電に関連する安全問題を除く） 
vi. 連邦政府、州政府、地方自治体、及び、その省庁や機関 
vii. 地方公益事業局（Rural Utilities Service）が融資する共同組合 
viii. 地理的に孤立していて州間送電や取引が存在しないアラスカ州とハワイ州、及び、同様の

理由からテキサス電気信頼性評議会（Electricity Reliability Council of Texas） 
ix. 買い手の観点からの料金及び諸条件 

 
 
2. 本年9月29日に発表された、ベースロード電源価値形成を求めるDOE指示（NOPR）に関
連する「連邦電力法（FPA）」の条項 

 
a. 第 205項：新料金・諸条件の一時停止、及び自動調整に係る条項 

i. FERC管轄下にある送電及び卸電力取引に関しては、 
• 公益事業者の料金、及び、これら料金に付随または影響するすべての規則・規制が、
公正かつ適正であるものとする。 

• 公益事業者は、一部に不当な優先権（undue preference）や利益を与えたり、
サービスエリアやサービスプランの違いによって料金・サービス・その他諸条件に法外な差
を設けてはならない。 

ii. 委員会の指示があった場合、または、公益事業者が委員会及び市民へ 60 日間告知を
行った場合を除き、公益事業者は、料金・サービス・規制・契約・その他諸条件を変更し
てはならない。公益事業者は、当該変更の詳細及び開始時期等を明示した新料金規
定（rate schedule）を委員会へ提出し、市民が閲覧できるよう公開するものとする。 

iii. 新料金規定の一時中止、公聴会及び 5 ヶ月間の延期 
• 提出された新料金規定に関し、委員会は当該料金・サービス・その他諸条件の合法
性を審理する公聴会を開催する権限を有するものとする。 

                                                            
4 エネルギー長官が指定した国家回廊は現時点で、デラウェア州・オハイオ州・メリーランド州・ニュージャージー州・ニューヨーク
州・ペンシルバニア州・バージニア州・ウェストバージニア州・ワシントンDCのすべてまたは一部の郡を含む 「中大西洋地区国家
回廊（Mid-Atlantic Area National Corridor）」 及び、カリフォルニア州南部の 7郡・アリゾナ州西部の 3郡・ネバダ州南
部の 1郡を含む 「南西地区国家回廊（Southwest Area National Corridor）」の 2つ。 
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• 委員会は、新料金規定に係る審議・決定を待つ間、その一時中止理由を文書で当
該公益事業者へ通達することにより、新料金規定の運用を5ヶ月間延期することがで
きるものとする。 

• 委員会は、審理終了後、正式な手続きに従い同件に関するオーダーを策定すること
ができるものとする。委員会の手続き及びオーダーが 5 ヶ月の延長期間中に完了しな
かった場合には、提案された料金・サービス・諸条件が 5 ヶ月の延長期間終了時に発
効するものとする。 

iv. 委員会は、1978年 11月 9日の 2年後に、それ以降は 4年毎に、公益事業者の料
金規定にある自動調整条項を徹底的に見直すものとする。 

v. 委員会は、自主的に、または、苦情を受け取った際に、公益事業者に対して、①自動調
整条項の条件及び規定の変更、②同条項に関連するプラクティスの停止、を命じることが
できるものとする。 

 
b. 第 206項：不公平、不合理、差別的な料金・諸条件の是正に係る条項 

 
i. 委員会の管轄下にある送電および卸電力取引に関して、公益事業者が要求、請求また
は徴取する料金、及び、これら料金に影響を及ぼす規則・規制・プラクティス・コントランクト
が不公平で不当、差別的で特恵的（preferential）であると委員会が判断した場合、
委員会は公正で妥当な料金・規制・コントラクト等を決定・施行することとし、FERCオーダ
ーによりこれを是正するものとする。 

ii. 委員会が上述の審理を開始する際には、委員会は還付金（refund）の有効日を設定
するものとする。還付金の有効日は、同審理が苦情に基づいて開始される場合は当該苦
情の届日以降で届日後 5 ヶ月以内、同審理が委員会提案によって開始される場合は、
委員会の告知日以降で告知日後5ヶ月以内とする。還付金は利息と共に、同審理の対
象となる電力料金の支払者へ支払われるものとする。 

iii. 上述の審理に 2社以上の登録持株会社（registered holding company）が関与
する場合で、特定の条件 5を満たす際には、上述の還付金支払いを命じないこととする。 

iv. FPA第 207項で定める公益事業者 6が、委員会が料金を設定した組織的市場で自主
的に行った州間卸電力の短期販売（31 日以下）が販売当日に有効な委員会承認の
料金または規則の条件に違反している場合、当該公益事業者は委員会の還付金権限
の対象になるものとする。 

 

  

                                                            
5 委員会のオーダーが、関与する 1 社以上の電力事業者が支払う生産コストまたは送電コストの引き下げを要求することにな
る場合、等。 
6 委員会が、州間サービス提供が不適切または不十分であると判断し、オーダー、規則、または規制によって州間サービスの改
善を指示した公益事業者。ただし、年間の電力販売が 8万MWh以下の事業者、及び、電化共同組合を除く。 
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３．電源構成に影響しうる卸電力市場規制に係る FERC提案 Case 
 

事案 FERCの提案 最終決定事項 
2000-2001 
Western 
Energy 
Crisis 

カリフォルニア州の電力危機やエンロンの不正
電力取引等の経験を踏まえ、2002年 7月
に SMD（Standard Market Design）
案を発表。広域送電系統の運営主体である
RTOを基盤とし、連邦大での送電料金や卸
電力市場の統一・標準化を目指した。主な
内容は以下のとおり。 
（1） 公平な送電線アクセスの実現による

卸電力市場の競争の促進 
（2） 効率的かつ信頼性の高い送電システ

ムの確立 
（3） 発電設備や送電設備等への市場を

通じた投資の促進 
（4） 市場監視及び市場支配力緩和のた

めの手法の確立 

2005年 7月、SMDの審議を打ち切るオー
ダーを発表。全米の卸電力市場を標準化す
る方針であったが、西部や南東部地域からの
反対が強く、中止。RTO、ISO は自主的な
設立となった。 

2003 
Electric 
Power 
Blackout 

系統信頼度向上の観点から、送電系統の
形成・運用には地域レベルでの調整が不可
欠としてRTO形成促進の必要性を改めて提
案。 

上記のとおり 
 

2011 
order745 

これまで、DR（Demand Response）の
対価について統一した算定ルール等がなかっ
た。FERC は DR の対価を LMP（Local 
Marginal Prices ） と す る よ う 命 じ た
（Order 745）。2011年 12月、電力供
給事業者協会を含む 5 団体は「卸電力市
場での DR に対する対価は、優遇的かつ差
別的な扱いである」として訴訟。2014 年 5
月、裁判所は「DR の大部分は小売事業者
に由来するものであり、それは州政府管轄の
領域。Order 745は州政府権限の規制範
囲を不当に介入してものである」として無効判
断。 

2015年 1月、FERCは最高裁に上告。 
2016年 1月、最高裁がOrder 745を支
持。連邦電力法（Federal Power Act）
の下で FERCに付与された権限の範囲内で
あるとの結論を出した。FERCに電力卸市場
でのDRプログラムの規制権限があるとの結
論を下した。 

2014 Polar 
Vortex 

 （1） 天然ガス価格の急騰によって、天然ガス
火力の燃料費が 1,000ドル／MWh
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を超える事態が発生した。卸電力市場
で 1,000ドル／MWhの上限価格を
定めている PJMは、FERCに対して上
限価格の引き上げを要請。 
2015年 12月、FERCは PJMの上
限額引き上げを承認。しかし、ペンシル
ベニア州公益事業委員会などが「需要
家にとって利に働く」として懸念を表明。 

（2） 常時供給可能な電源、需要ピーク時
期の作業計画停電を避ける電源を新
たに「容量パフォーマンス資源」と定義
し、容量市場への参入を認めることに変
更した。 
また、電力貯蔵設備、デマンドレスポン
ス、間欠性電源、アグリゲートも容量パ
フォーマンスとして扱うことを認めることとし
た。 
2015年 6月、FERCは PJMのこれら
提案を承認（この当時、上述のとおり
Order745の扱いについて最高裁で係
争中）。 
※燃料をオンサイトに有している、原子
力や石炭火力については、新ルール適
用への対策費が比較的少なく済むこと
から、追い風になったとの見方がある。 

 


