
＜事業の内容＞  ＜事業イメージ＞  
 ◯ 燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資金を積
立てます。 

 ◯ 燃油については原油価格、 配合飼料については配合飼料価格が、一定の基準
を超えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡金が支払われます。 

 ◯ 補塡金は、漁業者・養殖業者と国が１対１の割合で負担します（燃油につい
ては、国の負担割合を段階的に高めて補塡）。 

 
補塡基準 
 ◯ 補塡金は、四半期ごとに、当該四半期の原油又は配合飼料の平均価格が７

中５平均値※を超えた場合に交付されます。 
 
  ※７中５平均値：直前７年間（84ヶ月分）の各月の平均価格のうち、高値12ヶ月分 
    と低値12ヶ月分を除いた５年（60ヶ月）分の平均値 
 
急騰対策 
 ◯ 燃油については、補塡基準価格を超えない場合でも一定期間に急激な上昇が

あった場合には補塡金が支払われます。 
 
 
 

燃油や配合飼
料がまた値上が
りしたらどうしよう。 
不安だな。 

20 漁業経営セーフティーネット構築事業  
【平成30年度第２次補正予算額 2,899百万円】 

［お問い合わせ先］    漁業用燃油    ：水産庁企画課        (03-6744-2341） 
                              養殖用配合飼料：水産庁栽培養殖課 （03-6744-2383） 

＜対策のポイント＞ 
 燃油や養殖用配合飼料の価格が上昇した場合にその影響を緩和するための備えとして漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃油・配合飼料価格が上昇した
ときに影響を緩和するための補塡金を交付するセーフティーネットを構築します。 
＜政策目標＞ 
 漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［平成34年度まで］） 

＜事業の流れ＞ 

漁業者・養殖業者 （一社）漁業経営安定化推進協会 
定額 

国 

価
格 

価格高騰の影響を緩和 
＝補塡分 燃油や配合飼料価格の

高騰が長期間続いても
安心だね！ 
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		年月 ネンゲツ		原油価格 ゲンユカカク

		平成16年1月 ヘイセイネンガツ		19,652		20

		平成16年2月 ヘイセイネンガツ		19,426		19

		平成16年3月 ヘイセイネンガツ		21,414		21

		平成16年4月 ヘイセイネンガツ		21,608		22

		平成16年5月 ヘイセイネンガツ		24,835		25

		平成16年6月 ヘイセイネンガツ		23,356		23

		平成16年7月 ヘイセイネンガツ		24,205		24

		平成16年8月 ヘイセイネンガツ		27,062		27

		平成16年9月 ヘイセイネンガツ		25,204		25

		平成16年10月 ヘイセイネンガツ		26,756		27

		平成16年11月 ヘイセイネンガツ		23,855		24

		平成16年12月 ヘイセイネンガツ		22,988		23

		平成17年1月 ヘイセイネンガツ		25,306		25

		平成17年2月 ヘイセイネンガツ		26,966		27

		平成17年3月 ヘイセイネンガツ		31,119		31

		平成17年4月 ヘイセイネンガツ		32,541		33

		平成17年5月 ヘイセイネンガツ		31,115		31

		平成17年6月 ヘイセイネンガツ		35,539		36

		平成17年7月 ヘイセイネンガツ		37,757		38

		平成17年8月 ヘイセイネンガツ		40,123		40

		平成17年9月 ヘイセイネンガツ		40,500		40

		平成17年10月 ヘイセイネンガツ		39,803		40

		平成17年11月 ヘイセイネンガツ		39,034		39

		平成17年12月 ヘイセイネンガツ		40,428		40

		平成18年1月 ヘイセイネンガツ		43,150		43

		平成18年2月 ヘイセイネンガツ		43,486		43

		平成18年3月 ヘイセイネンガツ		43,604		44

		平成18年4月 ヘイセイネンガツ		48,285		48

		平成18年5月 ヘイセイネンガツ		46,036		46

		平成18年6月 ヘイセイネンガツ		47,771		48

		平成18年7月 ヘイセイネンガツ		51,174		51

		平成18年8月 ヘイセイネンガツ		51,004		51

		平成18年9月 ヘイセイネンガツ		44,893		45

		平成18年10月 ヘイセイネンガツ		42,847		43

		平成18年11月 ヘイセイネンガツ		42,483		42

		平成18年12月 ヘイセイネンガツ		43,926		44

		平成19年1月 ヘイセイネンガツ		39,672		40

		平成19年2月 ヘイセイネンガツ		42,704		43

		平成19年3月 ヘイセイネンガツ		43,929		44

		平成19年4月 ヘイセイネンガツ		48,010		48

		平成19年5月 ヘイセイネンガツ		49,260		49

		平成19年6月 ヘイセイネンガツ		50,860		51

		平成19年7月 ヘイセイネンガツ		53,400		53

		平成19年8月 ヘイセイネンガツ		49,890		50

		平成19年9月 ヘイセイネンガツ		53,160		53

		平成19年10月 ヘイセイネンガツ		56,320		56

		平成19年11月 ヘイセイネンガツ		60,900		61

		平成19年12月 ヘイセイネンガツ		60,820		61

		平成20年1月 ヘイセイネンガツ		59,570		60

		平成20年2月 ヘイセイネンガツ		60,940		61

		平成20年3月 ヘイセイネンガツ		61,780		62

		平成20年4月 ヘイセイネンガツ		66,900		67

		平成20年5月 ヘイセイネンガツ		78,420		78

		平成20年6月 ヘイセイネンガツ		86,130		86

		平成20年7月 ヘイセイネンガツ		88,720		89

		平成20年8月 ヘイセイネンガツ		77,750		78

		平成20年9月 ヘイセイネンガツ		64,510		65

		平成20年10月 ヘイセイネンガツ		42,820		43

		平成20年11月 ヘイセイネンガツ		30,420		30

		平成20年12月 ヘイセイネンガツ		23,460		23

		平成21年1月 ヘイセイネンガツ		25,180		25

		平成21年2月 ヘイセイネンガツ		25,170		25

		平成21年3月 ヘイセイネンガツ		28,170		28

		平成21年4月 ヘイセイネンガツ		31,250		31

		平成21年5月 ヘイセイネンガツ		35,070		35

		平成21年6月 ヘイセイネンガツ		42,170		42

		平成21年7月 ヘイセイネンガツ		38,610		39

		平成21年8月 ヘイセイネンガツ		42,650		43

		平成21年9月 ヘイセイネンガツ		39,090		39

		平成21年10月 ヘイセイネンガツ		41,620		42

		平成21年11月 ヘイセイネンガツ		43,650		44

		平成21年12月 ヘイセイネンガツ		42,500		43

		平成22年1月 ヘイセイネンガツ		44,090		44

		平成22年2月 ヘイセイネンガツ		41,890		42

		平成22年3月 ヘイセイネンガツ		44,130		44

		平成22年4月 ヘイセイネンガツ		49,130		49

		平成22年5月 ヘイセイネンガツ		44,350		44

		平成22年6月 ヘイセイネンガツ		42,360		42

		平成22年7月 ヘイセイネンガツ		40,030		40

		平成22年8月 ヘイセイネンガツ		39,920		40

		平成22年9月 ヘイセイネンガツ		39,930		40

		平成22年10月 ヘイセイネンガツ		41,390		41

		平成22年11月 ヘイセイネンガツ		43,470		43

		平成22年12月 ヘイセイネンガツ		46,760		47

		平成23年1月 ヘイセイネンガツ		48,130		48

		平成23年2月 ヘイセイネンガツ		52,110		52

		平成23年3月 ヘイセイネンガツ		56,010		56

		平成23年4月 ヘイセイネンガツ		61,020		61

		平成23年5月 ヘイセイネンガツ		55,500		56

		平成23年6月 ヘイセイネンガツ		54,640		55

		平成23年7月 ヘイセイネンガツ		55,110		55

		平成23年8月 ヘイセイネンガツ		51,060		51

		平成23年9月 ヘイセイネンガツ		51,480		51

		平成23年10月 ヘイセイネンガツ		50,310		50

		平成23年11月 ヘイセイネンガツ		53,280		53

		平成23年12月 ヘイセイネンガツ		52,340		52

		平成24年1月 ヘイセイネンガツ		53,410		53

		平成24年2月 ヘイセイネンガツ		57,520		58

		平成24年3月 ヘイセイネンガツ		63,630		64

		平成24年4月 ヘイセイネンガツ		60,200		60

		平成24年5月 ヘイセイネンガツ		53,840		54

		平成24年6月 ヘイセイネンガツ		47,110		47

		平成24年7月 ヘイセイネンガツ		49,340		49

		平成24年8月 ヘイセイネンガツ		53,810		54

		平成24年9月 ヘイセイネンガツ		54,700		55

		平成24年10月 ヘイセイネンガツ		54,090		54

		平成24年11月 ヘイセイネンガツ		54,570		55

		平成24年1２月 ヘイセイネンガツ		55,940		56

		平成25年１月 ヘイセイネンガツ		60,580		61

		平成25年２月 ヘイセイネンガツ		65,140		65

		平成25年３月 ヘイセイネンガツ		62,930		63

		平成25年4月 ヘイセイネンガツ		62,510		63

		平成25年5月 ヘイセイネンガツ		63,840		64

		平成25年6月 ヘイセイネンガツ		61,490		61.49

		平成25年7月 ヘイセイネンガツ		64,960		64.96

		平成25年8月 ヘイセイネンガツ		65,960		65.96

		平成25年9月 ヘイセイネンガツ		67,660		67.66

		平成25年10月 ヘイセイネンガツ		65,660		65.66

		平成25年11月 ヘイセイネンガツ		66,650		66.65

		平成25年12月 ヘイセイネンガツ		70,210		70.21

		平成26年1月 ヘイセイネンガツ		67,990		67.99

		平成26年２月 ヘイセイネンガツ		67,470		67.47

		平成26年３月 ヘイセイネンガツ		67,100		67.1

		平成26年４月 ヘイセイネンガツ		67,620		67.62

		平成26年５月 ヘイセイネンガツ		67,720		67.72

		平成26年６月 ヘイセイネンガツ		69,370		69.37

		平成26年７月 ヘイセイネンガツ		67,920		67.92

		平成26年８月 ヘイセイネンガツ		66,020		66.02

		平成26年９月 ヘイセイネンガツ		65,200		65.2

		平成26年10月 ヘイセイネンガツ		58,850		58.85

		平成26年11月 ヘイセイネンガツ		56,330		56.33

		平成26年12月 ヘイセイネンガツ		45,590		45.59

		平成27年1月 ヘイセイネンガツ		34,300		34.3

		平成27年2月 ヘイセイネンガツ		41,640		41.64

		平成27年3月 ヘイセイネンガツ		41,550		41.55

		平成27年4月 ヘイセイネンガツ		44,080		44.08

		平成27年5月 ヘイセイネンガツ		48,290		48.29

		平成27年6月 ヘイセイネンガツ		48,090		48.09

		平成27年7月 ヘイセイネンガツ		43,540		43.54

		平成27年8月 ヘイセイネンガツ		36,960		36.96

		平成27年9月 ヘイセイネンガツ		34,310		34.31

		平成27年10月 ヘイセイネンガツ		34,620		34.62

		平成27年11月 ヘイセイネンガツ		32,140		32.14

		平成27年12月 ヘイセイネンガツ		26,510		26.51

		平成28年1月 ヘイセイネンガツ		19,940		19.94

		平成28年2月 ヘイセイネンガツ		21,210		21.21

		平成28年3月 ヘイセイネンガツ		24,980		24.98

		平成28年4月 ヘイセイネンガツ		26,980		26.98

		平成28年5月 ヘイセイネンガツ		30,380		30.38

		平成28年6月 ヘイセイネンガツ		30,750		30.75

		平成28年7月 ヘイセイネンガツ		27,770		27.77

		平成28年8月 ヘイセイネンガツ		27,850		27.85

		平成28年9月 ヘイセイネンガツ		27,790		27.79

		平成28年10月 ヘイセイネンガツ		31,980		31.98

		平成28年11月 ヘイセイネンガツ		29,870		29.87

		平成28年12月 ヘイセイネンガツ		38,000		38

		平成29年1月 ヘイセイネンガツ		38,770		38.77

		平成29年2月 ヘイセイネンガツ		38,730		38.73

		平成29年3月 ヘイセイネンガツ		36,400		36.4

		平成29年4月 ヘイセイネンガツ		36,210		36.21

		平成29年5月 ヘイセイネンガツ		35,680		35.68

		平成29年6月 ヘイセイネンガツ		32,420		32.42

		平成29年7月 ヘイセイネンガツ		33,640		33.64

		平成29年8月 ヘイセイネンガツ		34,720		34.72

		平成29年9月 ヘイセイネンガツ		37,380		37.38

		平成29年10月 ヘイセイネンガツ		39,460		39.46

		平成29年11月 ヘイセイネンガツ		43,210		43.21

		平成29年12月 ヘイセイネンガツ		43,780		43.78

		平成30年1月 ヘイセイネンガツ		46,150		46.15

		平成30年2月 ヘイセイネンガツ		42,590		42.59

		平成30年3月 ヘイセイネンガツ		41,850		41.85

		平成30年4月 ヘイセイネンガツ		46,130		46.13

		平成30年5月 ヘイセイネンガツ		51,360		51.36

		平成30年6月 ヘイセイネンガツ		50,930		50.93

		平成30年7月 ヘイセイネンガツ		51,220		51.22

		平成30年8月 ヘイセイネンガツ		50,640		50.64

		平成30年9月 ヘイセイネンガツ		54,370		54.37

		平成30年10月 ヘイセイネンガツ		56,330		56.33

		平成30年11月 ヘイセイネンガツ		46,740		46.74
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③京浜末端価格 

		2000"年"4"月"		36153		36,600		447

		2000"年"5"月"		36153		36,600		447

		2000"年"6"月"		36153		36,600		447

		2000"年"7"月"		35707		36,600		893

		2000"年"8"月"		35707		36,600		893

		2000"年"9"月"		35707		36,600		893

		2000"年"10"月"		36600		36,600		0

		2000"年"11"月"		39400		39,400		0

		2000"年"12"月"		39400		39,400		0

		2001"年"1"月"		38594		39,400		806

		2001"年"2"月"		36994		37,800		806

		2001"年"3"月"		36994		37,800		806

		2001"年"4"月"		37800		37,800		0

		2001"年"5"月"		37800		37,800		0

		2001"年"6"月"		37800		37,800		0

		2001"年"7"月"		37800		37,800		0

		2001"年"8"月"		37800		37,800		0

		2001"年"9"月"		37800		37,800		0

		2001"年"10"月"		37800		37,800		0

		2001"年"11"月"		35800		35,800		0

		2001"年"12"月"		35800		35,800		0

		2002"年"1"月"		34300		34,300		0

		2002"年"2"月"		34300		34,300		0

		2002"年"3"月"		34300		34,300		0

		2002"年"4"月"		34300		34,300		0

		2002"年"5"月"		37100		37,100		0

		2002"年"6"月"		39500		39,500		0

		2002"年"7"月"		38100		38,100		0

		2002"年"8"月"		38100		38,100		0

		2002"年"9"月"		38100		38,100		0

		2002"年"10"月"		38100		38,100		0

		2002"年"11"月"		40900		40,900		0

		2002"年"12"月"		40900		40,900		0

		2003"年"1"月"		40900		40,900		0

		2003"年"2"月"		40900		40,900		0

		2003"年"3"月"		43500		43,500		0

		2003"年"4"月"		43500		43,500		0

		2003"年"5"月"		41500		41,500		0

		2003"年"6"月"		40500		40,500		0

		2003"年"7"月"		40500		40,500		0

		2003"年"8"月"		40500		40,500		0

		2003"年"9"月"		42300		42,300		0

		2003"年"10"月"		42300		42,300		0

		2003"年"11"月"		42300		42,300		0

		2003"年"12"月"		42300		42,300		0

		2004"年"1"月"		42300		42,300		0

		2004"年"2"月"		42300		42,300		0

		2004"年"3"月"		42300		42,300		0

		2004"年"4"月"		43628		44,500		872

		2004"年"5"月"		43628		44,500		872

		2004"年"6"月"		43628		44,500		872

		2004"年"7"月"		45982		47,700		1718

		2004"年"8"月"		45982		47,700		1718

		2004"年"9"月"		48982		50,700		1718

		2004"年"10"月"		50700		50,700		0

		2004"年"11"月"		50700		50,700		0

		2004"年"12"月"		50700		50,700		0

		2005"年"1"月"		47771		48,700		929

		2005"年"2"月"		47771		48,700		929

		2005"年"3"月"		50971		51,900		929

		2005"年"4"月"		52697		56,700		4003

		2005"年"5"月"		54697		58,700		4003

		2005"年"6"月"		53697		57,700		4003

		2005"年"7"月"		53119		60,700		7581

		2005"年"8"月"		56119		63,700		7581

		2005"年"9"月"		58119		65,700		7581

		2005"年"10"月"		61840		65,700		3860

		2005"年"11"月"		61840		65,700		3860

		2005"年"12"月"		61840		65,700		3860

		2006"年"1"月"		62559		65,700		3141

		2006"年"2"月"		64559		67,700		3141

		2006"年"3"月"		65559		68,700		3141

		2006"年"4"月"		66098		68,700		2602

		2006"年"5"月"		70098		72,700		2602

		2006"年"6"月"		70098		72,700		2602

		2006"年"7"月"		72549		72,700		151

		2006"年"8"月"		75549		75,700		151

		2006"年"9"月"		75549		75,700		151

		2006"年"10"月"		72700		72,700		0

		2006"年"11"月"		70200		70,200		0

		2006"年"12"月"		70200		70,200		0

		2007"年"1"月"		70200		70,200		0

		2007"年"2"月"		68200		68,200		0

		2007"年"3"月"		68200		68,200		0

		2007"年"4"月"		70600		70,600		0

		2007"年"5"月"		74600		74,600		0

		2007"年"6"月"		74600		74,600		0

		2007"年"7"月"		76600		76,600		0

		2007"年"8"月"		76600		76,600		0

		2007"年"9"月"		76600		76,600		0

		2007"年"10"月"		70625		76,600		5975

		2007"年"11"月"		74625		80,600		5975

		2007"年"12"月"		79625		85,600		5975

		2008"年"1"月"		83020		85,600		2580

		2008"年"2"月"		83020		85,600		2580

		2008"年"3"月"		83020		85,600		2580

		2008"年"4"月"		79004		92,600		13596

		2008"年"5"月"		82004		95,600		13596

		2008"年"6"月"		93004		106,600		13596

		2008"年"7"月"		112257		117,600		5343

		2008"年"8"月"		119057		124,400		5343

		2008"年"9"月"		108057		113,400		5343

		2008"年"10"月"		108400		108,400		0

		2008"年"11"月"		91400		91,400		0

		2008"年"12"月"		76400		76,400		0

		39,814		68900		68,900		0

		39,845		68900		68,900		0

		39,873		68900		68,900		0
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		平成12年4月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年5月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年6月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年7月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年8月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年9月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年10月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年11月 ヘイセイネンガツ		0

		平成12年12月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年1月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年2月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年3月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年4月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年5月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年6月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年7月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年8月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年9月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年10月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年11月 ヘイセイネンガツ		0

		平成13年12月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年1月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年2月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年3月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年4月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年5月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年6月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年7月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年8月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年9月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年10月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年11月 ヘイセイネンガツ		0

		平成14年12月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年1月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年2月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年3月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年4月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年5月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年6月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年7月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年8月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年9月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年10月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年11月 ヘイセイネンガツ		0

		平成15年12月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年1月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年2月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年3月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年4月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年5月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年6月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年7月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年8月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年9月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年10月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年11月 ヘイセイネンガツ		0

		平成16年12月 ヘイセイネンガツ		0

		平成17年1月 ヘイセイネンガツ		0

		平成17年2月 ヘイセイネンガツ		0

		平成17年3月 ヘイセイネンガツ		0

		平成17年4月 ヘイセイネンガツ		14		144,266

		平成17年5月 ヘイセイネンガツ		14		140,269

		平成17年6月 ヘイセイネンガツ		14		137,365

		平成17年7月 ヘイセイネンガツ		14		135,854

		平成17年8月 ヘイセイネンガツ		13		134,292

		平成17年9月 ヘイセイネンガツ		13		130,309

		平成17年10月 ヘイセイネンガツ		13		129,057

		平成17年11月 ヘイセイネンガツ		13		131,122

		平成17年12月 ヘイセイネンガツ		14		140,981

		平成18年1月 ヘイセイネンガツ		15		151,187

		平成18年2月 ヘイセイネンガツ		15		147,847

		平成18年3月 ヘイセイネンガツ		15		150,469

		平成18年4月 ヘイセイネンガツ		15		149,507

		平成18年5月 ヘイセイネンガツ		15		147,400

		平成18年6月 ヘイセイネンガツ		14		138,042

		平成18年7月 ヘイセイネンガツ		14		141,757

		平成18年8月 ヘイセイネンガツ		14		144,250

		平成18年9月 ヘイセイネンガツ		14		141,489

		平成18年10月 ヘイセイネンガツ		15		148,423

		平成18年11月 ヘイセイネンガツ		15		149,603

		平成18年12月 ヘイセイネンガツ		16		158,893

		平成19年1月 ヘイセイネンガツ		16		157,655

		平成19年2月 ヘイセイネンガツ		17		167,417

		平成19年3月 ヘイセイネンガツ		18		178,764

		平成19年4月 ヘイセイネンガツ		18		180,719

		平成19年5月 ヘイセイネンガツ		17		172,402

		平成19年6月 ヘイセイネンガツ		17		168,752

		平成19年7月 ヘイセイネンガツ		17		166,377

		平成19年8月 ヘイセイネンガツ		16		160,917

		平成19年9月 ヘイセイネンガツ		16		158,217

		平成19年10月 ヘイセイネンガツ		16		155,640

		平成19年11月 ヘイセイネンガツ		15		154,034

		平成19年12月 ヘイセイネンガツ		16		163,449

		平成20年1月 ヘイセイネンガツ		17		165,955

		平成20年2月 ヘイセイネンガツ		17		170,243

		平成20年3月 ヘイセイネンガツ		18		176,039

		平成20年4月 ヘイセイネンガツ		18		175,189

		平成20年5月 ヘイセイネンガツ		17		169,276

		平成20年6月 ヘイセイネンガツ		16		164,257

		平成20年7月 ヘイセイネンガツ		16		163,065

		平成20年8月 ヘイセイネンガツ		16		159,313

		平成20年9月 ヘイセイネンガツ		15		154,958

		平成20年10月 ヘイセイネンガツ		15		153,107

		平成20年11月 ヘイセイネンガツ		16		155,018

		平成20年12月 ヘイセイネンガツ		17		165,085

		平成21年1月 ヘイセイネンガツ		17		174,573

		平成21年2月 ヘイセイネンガツ		18		176,010

		平成21年3月 ヘイセイネンガツ		17		173,386

		平成21年4月 ヘイセイネンガツ		17		166,507

		平成21年5月 ヘイセイネンガツ		16		163,602

		平成21年6月 ヘイセイネンガツ		16		158,895

		平成21年7月 ヘイセイネンガツ		16		155,662

		平成21年8月 ヘイセイネンガツ		15		151,481

		平成21年9月 ヘイセイネンガツ		15		147,133

		平成21年10月 ヘイセイネンガツ		15		145,761

		平成21年11月 ヘイセイネンガツ		14		144,726

		平成21年12月 ヘイセイネンガツ		15		151,221

		平成22年1月 ヘイセイネンガツ		15		147,903

		平成22年2月 ヘイセイネンガツ		15		152,018

		平成22年3月 ヘイセイネンガツ		15		149,309

		平成22年4月 ヘイセイネンガツ		16		157,632

		平成22年5月 ヘイセイネンガツ		15		154,568

		平成22年6月 ヘイセイネンガツ		16		159,216

		平成22年7月 ヘイセイネンガツ		17		165,224

		平成22年8月 ヘイセイネンガツ		17		170,684

		平成22年9月 ヘイセイネンガツ		17		168,067

		平成22年10月 ヘイセイネンガツ		16		162,990

		平成22年11月 ヘイセイネンガツ		16		163,410

		平成22年12月 ヘイセイネンガツ		16		164,556

		平成23年1月 ヘイセイネンガツ		17		167,288

		平成23年2月 ヘイセイネンガツ		17		171,100

		平成23年3月 ヘイセイネンガツ		17		169,428

		平成23年4月 ヘイセイネンガツ		18		176,234

		平成23年5月 ヘイセイネンガツ		17		172,583

		平成23年6月 ヘイセイネンガツ		17		169,089

		平成23年7月 ヘイセイネンガツ		17		166,317

		平成23年8月 ヘイセイネンガツ		16		161,810

		平成23年9月 ヘイセイネンガツ		16		159,558

		平成23年10月 ヘイセイネンガツ		16		157,064

		平成23年11月 ヘイセイネンガツ		16		155,524

		平成23年12月 ヘイセイネンガツ		16		157,654

		平成24年1月 ヘイセイネンガツ		16		156,607

		平成24年2月 ヘイセイネンガツ		16		163,498

		平成24年3月 ヘイセイネンガツ		16		160,091

		平成24年4月 ヘイセイネンガツ		16		163,146

		平成24年5月 ヘイセイネンガツ		16		157,716

		平成24年6月 ヘイセイネンガツ		16		156,026

		平成24年7月 ヘイセイネンガツ		15		154,935

		平成24年8月 ヘイセイネンガツ		15		152,506

		平成24年9月 ヘイセイネンガツ		15		149,690

		平成24年10月 ヘイセイネンガツ		15		146,553

		平成24年11月 ヘイセイネンガツ		15		146,649

		平成24年12月 ヘイセイネンガツ		15		151,033

		平成25年1月 ヘイセイネンガツ		15		154,961

		平成25年2月 ヘイセイネンガツ		16		158,431

		平成25年3月 ヘイセイネンガツ		16		158,755

		平成25年4月 ヘイセイネンガツ		16		163,018

		平成25年5月 ヘイセイネンガツ		16		162,219

		平成25年6月 ヘイセイネンガツ		16		164,246

		平成25年7月 ヘイセイネンガツ		17		169,502

		平成25年8月 ヘイセイネンガツ		17		173,640

		平成25年9月 ヘイセイネンガツ		17		172,580

		平成25年10月 ヘイセイネンガツ		17		171,936

		平成25年11月 ヘイセイネンガツ		17		171,700

		平成25年12月 ヘイセイネンガツ		17		174,888

		平成26年1月 ヘイセイネンガツ		18		177,217

		平成26年2月 ヘイセイネンガツ		18		179,376

		平成26年3月 ヘイセイネンガツ		19		188,448

		平成26年4月 ヘイセイネンガツ		19		187,093

		平成26年5月 ヘイセイネンガツ		18		184,243

		平成26年6月 ヘイセイネンガツ		18		179,257

		平成26年7月 ヘイセイネンガツ		18		181,403

		平成26年8月 ヘイセイネンガツ		18		175,262

		平成26年9月 ヘイセイネンガツ		17		172,503

		平成26年10月 ヘイセイネンガツ		17		170,639

		平成26年11月 ヘイセイネンガツ		17		173,433

		平成26年12月 ヘイセイネンガツ		18		176,574

		平成27年1月 ヘイセイネンガツ		18		177,986

		平成27年2月 ヘイセイネンガツ		18		179,056

		平成27年3月 ヘイセイネンガツ		18		184,101

		平成27年4月 ヘイセイネンガツ		20		196,282

		平成27年5月 ヘイセイネンガツ		21		205,759

		平成27年6月 ヘイセイネンガツ		21		212,213

		平成27年7月 ヘイセイネンガツ		21		210,135

		平成27年8月 ヘイセイネンガツ		21		207,005

		平成27年9月 ヘイセイネンガツ		20		199,914

		平成27年10月 ヘイセイネンガツ		19		187,825

		平成27年11月 ヘイセイネンガツ		19		186,764

		平成27年12月 ヘイセイネンガツ		19		192,213

		平成28年1月 ヘイセイネンガツ		20		195,785

		平成28年2月 ヘイセイネンガツ		20		200,201

		平成28年3月 ヘイセイネンガツ		20		203,575

		平成28年4月 ヘイセイネンガツ		20		202,741

		平成28年5月 ヘイセイネンガツ		19		194,370

		平成28年6月 ヘイセイネンガツ		19		194,337

		平成28年7月 ヘイセイネンガツ		19		189,804

		平成28年8月 ヘイセイネンガツ		19		186,418

		平成28年9月 ヘイセイネンガツ		19		185,987

		平成28年10月 ヘイセイネンガツ		18		176,584

		平成28年11月 ヘイセイネンガツ		18		176270

		平成28年12月 ヘイセイネンガツ		18		178931

		平成29年1月 ヘイセイネンガツ		19		186814

		平成29年2月 ヘイセイネンガツ		20		195065

		平成29年3月 ヘイセイネンガツ		19		191052

		平成29年4月 ヘイセイネンガツ		19		191960

		平成29年5月 ヘイセイネンガツ		19		191,692

		平成29年6月 ヘイセイネンガツ		19		185,518

		平成29年7月 ヘイセイネンガツ		18		183,068

		平成29年8月 ヘイセイネンガツ		18		175,013

		平成29年9月 ヘイセイネンガツ		17		173,813

		平成29年10月 ヘイセイネンガツ		17		168,744

		平成29年11月 ヘイセイネンガツ		17		168,745

		平成29年12月 ヘイセイネンガツ		18		177,601

		平成30年1月 ヘイセイネンガツ		18		181,939

		平成30年2月 ヘイセイネンガツ		20		202,963

		平成30年3月 ヘイセイネンガツ		19		187,981

		平成30年4月 ヘイセイネンガツ		19		185084

		平成30年5月 ヘイセイネンガツ		18		182135

		平成30年6月 ヘイセイネンガツ		19		188056

		平成30年7月 ヘイセイネンガツ				180413

		平成30年8月 ヘイセイネンガツ				180645

		平成30年9月 ヘイセイネンガツ				176660





新政権説明資料

		





②京浜末端価格

		2000"年"4"月"		36600		36,600		0

		2000"年"5"月"		36600		36,600		0

		2000"年"6"月"		36600		36,600		0

		2000"年"7"月"		36600		36,600		0

		2000"年"8"月"		36600		36,600		0

		2000"年"9"月"		36600		36,600		0

		2000"年"10"月"		36600		36,600		0

		2000"年"11"月"		39400		39,400		0

		2000"年"12"月"		39400		39,400		0

		2001"年"1"月"		39400		39,400		0

		2001"年"2"月"		37800		37,800		0

		2001"年"3"月"		37800		37,800		0

		2001"年"4"月"		37800		37,800		0

		2001"年"5"月"		37800		37,800		0

		2001"年"6"月"		37800		37,800		0

		2001"年"7"月"		37800		37,800		0

		2001"年"8"月"		37800		37,800		0

		2001"年"9"月"		37800		37,800		0

		2001"年"10"月"		37800		37,800		0

		2001"年"11"月"		35800		35,800		0

		2001"年"12"月"		35800		35,800		0

		2002"年"1"月"		34300		34,300		0

		2002"年"2"月"		34300		34,300		0

		2002"年"3"月"		34300		34,300		0

		2002"年"4"月"		34300		34,300		0

		2002"年"5"月"		37100		37,100		0

		2002"年"6"月"		39500		39,500		0

		2002"年"7"月"		38100		38,100		0

		2002"年"8"月"		38100		38,100		0

		2002"年"9"月"		38100		38,100		0

		2002"年"10"月"		34551		38,100		3549

		2002"年"11"月"		37351		40,900		3549

		2002"年"12"月"		37351		40,900		3549

		2003"年"1"月"		37351		40,900		3549

		2003"年"2"月"		37351		40,900		3549

		2003"年"3"月"		39951		43,500		3549

		2003"年"4"月"		41970		43,500		1530

		2003"年"5"月"		39970		41,500		1530

		2003"年"6"月"		38970		40,500		1530

		2003"年"7"月"		38970		40,500		1530

		2003"年"8"月"		38970		40,500		1530

		2003"年"9"月"		40770		42,300		1530

		2003"年"10"月"		41781		42,300		519

		2003"年"11"月"		41781		42,300		519

		2003"年"12"月"		41781		42,300		519

		2004"年"1"月"		41781		42,300		519

		2004"年"2"月"		41781		42,300		519

		2004"年"3"月"		41781		42,300		519

		2004"年"4"月"		40586		44,500		3914

		2004"年"5"月"		40586		44,500		3914

		2004"年"6"月"		40586		44,500		3914

		2004"年"7"月"		43786		47,700		3914

		2004"年"8"月"		43786		47,700		3914

		2004"年"9"月"		46786		50,700		3914

		2004"年"10"月"		45652		50,700		5048

		2004"年"11"月"		45652		50,700		5048

		2004"年"12"月"		45652		50,700		5048

		2005"年"1"月"		43652		48,700		5048

		2005"年"2"月"		43652		48,700		5048

		2005"年"3"月"		46852		51,900		5048

		2005"年"4"月"		42006		56,700		14694

		2005"年"5"月"		44006		58,700		14694

		2005"年"6"月"		43006		57,700		14694

		2005"年"7"月"		46006		60,700		14694

		2005"年"8"月"		49006		63,700		14694

		2005"年"9"月"		51006		65,700		14694

		2005"年"10"月"		46269		65,700		19431

		2005"年"11"月"		46269		65,700		19431

		2005"年"12"月"		46269		65,700		19431

		2006"年"1"月"		46269		65,700		19431

		2006"年"2"月"		48269		67,700		19431

		2006"年"3"月"		49269		68,700		19431

		2006"年"4"月"		43774		68,700		24926

		2006"年"5"月"		47774		72,700		24926

		2006"年"6"月"		47774		72,700		24926

		2006"年"7"月"		47774		72,700		24926

		2006"年"8"月"		50774		75,700		24926

		2006"年"9"月"		50774		75,700		24926

		2006"年"10"月"		54961		72,700		17739

		2006"年"11"月"		52461		70,200		17739

		2006"年"12"月"		52461		70,200		17739

		2007"年"1"月"		52461		70,200		17739

		2007"年"2"月"		50461		68,200		17739

		2007"年"3"月"		50461		68,200		17739

		2007"年"4"月"		47464		70,600		23136

		2007"年"5"月"		51464		74,600		23136

		2007"年"6"月"		51464		74,600		23136

		2007"年"7"月"		53464		76,600		23136

		2007"年"8"月"		53464		76,600		23136

		2007"年"9"月"		53464		76,600		23136

		2007"年"10"月"		48287		76,600		28313

		2007"年"11"月"		52287		80,600		28313

		2007"年"12"月"		57287		85,600		28313

		2008"年"1"月"		57287		85,600		28313

		2008"年"2"月"		57287		85,600		28313

		2008"年"3"月"		57287		85,600		28313

		2008"年"4"月"		52421		92,600		40179

		2008"年"5"月"		55421		95,600		40179

		2008"年"6"月"		66421		106,600		40179

		2008"年"7"月"		77421		117,600		40179

		2008"年"8"月"		84221		124,400		40179

		2008"年"9"月"		73221		113,400		40179

		2008"年"10"月"		108400		108,400		0

		2008"年"11"月"		91400		91,400		0

		2008"年"12"月"		76400		76,400		0

		39,814		68900		68,900		0

		39,845		68900		68,900		0

		39,873		68900		68,900		0





②京浜末端価格

		



発動要件パターン②



③京浜末端価格 

		2000"年"4"月"		36153		36,600		447

		2000"年"5"月"		36153		36,600		447

		2000"年"6"月"		36153		36,600		447

		2000"年"7"月"		35707		36,600		893

		2000"年"8"月"		35707		36,600		893

		2000"年"9"月"		35707		36,600		893

		2000"年"10"月"		36600		36,600		0

		2000"年"11"月"		39400		39,400		0

		2000"年"12"月"		39400		39,400		0

		2001"年"1"月"		38594		39,400		806

		2001"年"2"月"		36994		37,800		806

		2001"年"3"月"		36994		37,800		806

		2001"年"4"月"		37800		37,800		0

		2001"年"5"月"		37800		37,800		0

		2001"年"6"月"		37800		37,800		0

		2001"年"7"月"		37800		37,800		0

		2001"年"8"月"		37800		37,800		0

		2001"年"9"月"		37800		37,800		0

		2001"年"10"月"		37800		37,800		0

		2001"年"11"月"		35800		35,800		0

		2001"年"12"月"		35800		35,800		0

		2002"年"1"月"		34300		34,300		0

		2002"年"2"月"		34300		34,300		0

		2002"年"3"月"		34300		34,300		0

		2002"年"4"月"		34300		34,300		0

		2002"年"5"月"		37100		37,100		0

		2002"年"6"月"		39500		39,500		0

		2002"年"7"月"		38100		38,100		0

		2002"年"8"月"		38100		38,100		0

		2002"年"9"月"		38100		38,100		0

		2002"年"10"月"		38100		38,100		0

		2002"年"11"月"		40900		40,900		0

		2002"年"12"月"		40900		40,900		0

		2003"年"1"月"		40900		40,900		0

		2003"年"2"月"		40900		40,900		0

		2003"年"3"月"		43500		43,500		0

		2003"年"4"月"		43500		43,500		0

		2003"年"5"月"		41500		41,500		0

		2003"年"6"月"		40500		40,500		0

		2003"年"7"月"		40500		40,500		0

		2003"年"8"月"		40500		40,500		0

		2003"年"9"月"		42300		42,300		0

		2003"年"10"月"		42300		42,300		0

		2003"年"11"月"		42300		42,300		0

		2003"年"12"月"		42300		42,300		0

		2004"年"1"月"		42300		42,300		0

		2004"年"2"月"		42300		42,300		0

		2004"年"3"月"		42300		42,300		0

		2004"年"4"月"		43628		44,500		872

		2004"年"5"月"		43628		44,500		872

		2004"年"6"月"		43628		44,500		872

		2004"年"7"月"		45982		47,700		1718

		2004"年"8"月"		45982		47,700		1718

		2004"年"9"月"		48982		50,700		1718

		2004"年"10"月"		50700		50,700		0

		2004"年"11"月"		50700		50,700		0

		2004"年"12"月"		50700		50,700		0

		2005"年"1"月"		47771		48,700		929

		2005"年"2"月"		47771		48,700		929

		2005"年"3"月"		50971		51,900		929

		2005"年"4"月"		52697		56,700		4003

		2005"年"5"月"		54697		58,700		4003

		2005"年"6"月"		53697		57,700		4003

		2005"年"7"月"		53119		60,700		7581

		2005"年"8"月"		56119		63,700		7581

		2005"年"9"月"		58119		65,700		7581

		2005"年"10"月"		61840		65,700		3860

		2005"年"11"月"		61840		65,700		3860

		2005"年"12"月"		61840		65,700		3860

		2006"年"1"月"		62559		65,700		3141

		2006"年"2"月"		64559		67,700		3141

		2006"年"3"月"		65559		68,700		3141

		2006"年"4"月"		66098		68,700		2602

		2006"年"5"月"		70098		72,700		2602

		2006"年"6"月"		70098		72,700		2602

		2006"年"7"月"		72549		72,700		151

		2006"年"8"月"		75549		75,700		151

		2006"年"9"月"		75549		75,700		151

		2006"年"10"月"		72700		72,700		0

		2006"年"11"月"		70200		70,200		0

		2006"年"12"月"		70200		70,200		0

		2007"年"1"月"		70200		70,200		0

		2007"年"2"月"		68200		68,200		0

		2007"年"3"月"		68200		68,200		0

		2007"年"4"月"		70600		70,600		0

		2007"年"5"月"		74600		74,600		0

		2007"年"6"月"		74600		74,600		0

		2007"年"7"月"		76600		76,600		0

		2007"年"8"月"		76600		76,600		0

		2007"年"9"月"		76600		76,600		0

		2007"年"10"月"		70625		76,600		5975

		2007"年"11"月"		74625		80,600		5975

		2007"年"12"月"		79625		85,600		5975

		2008"年"1"月"		83020		85,600		2580

		2008"年"2"月"		83020		85,600		2580

		2008"年"3"月"		83020		85,600		2580

		2008"年"4"月"		79004		92,600		13596

		2008"年"5"月"		82004		95,600		13596

		2008"年"6"月"		93004		106,600		13596

		2008"年"7"月"		112257		117,600		5343

		2008"年"8"月"		119057		124,400		5343

		2008"年"9"月"		108057		113,400		5343

		2008"年"10"月"		108400		108,400		0

		2008"年"11"月"		91400		91,400		0

		2008"年"12"月"		76400		76,400		0

		39,814		68900		68,900		0

		39,845		68900		68,900		0

		39,873		68900		68,900		0





③京浜末端価格 

		



発動要件パターン③



③京浜末端価格  (2)

		2000"年"4"月"		36600		36,600		0

		2000"年"5"月"		36600		36,600		0

		2000"年"6"月"		36600		36,600		0

		2000"年"7"月"		36600		36,600		0

		2000"年"8"月"		36600		36,600		0

		2000"年"9"月"		36600		36,600		0

		2000"年"10"月"		36600		36,600		0

		2000"年"11"月"		39400		39,400		0

		2000"年"12"月"		39400		39,400		0

		2001"年"1"月"		39400		39,400		0

		2001"年"2"月"		37800		37,800		0

		2001"年"3"月"		37800		37,800		0

		2001"年"4"月"		37561		37,800		239

		2001"年"5"月"		37561		37,800		239

		2001"年"6"月"		37561		37,800		239

		2001"年"7"月"		37800		37,800		0

		2001"年"8"月"		37800		37,800		0

		2001"年"9"月"		37800		37,800		0

		2001"年"10"月"		37800		37,800		0

		2001"年"11"月"		35800		35,800		0

		2001"年"12"月"		35800		35,800		0

		2002"年"1"月"		34300		34,300		0

		2002"年"2"月"		34300		34,300		0

		2002"年"3"月"		34300		34,300		0

		2002"年"4"月"		34300		34,300		0

		2002"年"5"月"		37100		37,100		0

		2002"年"6"月"		39500		39,500		0

		2002"年"7"月"		38100		38,100		0

		2002"年"8"月"		38100		38,100		0

		2002"年"9"月"		38100		38,100		0

		2002"年"10"月"		38100		38,100		0

		2002"年"11"月"		40900		40,900		0

		2002"年"12"月"		40900		40,900		0

		2003"年"1"月"		40741		40,900		159

		2003"年"2"月"		40741		40,900		159

		2003"年"3"月"		43341		43,500		159

		2003"年"4"月"		43500		43,500		0

		2003"年"5"月"		41500		41,500		0

		2003"年"6"月"		40500		40,500		0

		2003"年"7"月"		40500		40,500		0

		2003"年"8"月"		40500		40,500		0

		2003"年"9"月"		42300		42,300		0

		2003"年"10"月"		42300		42,300		0

		2003"年"11"月"		42300		42,300		0

		2003"年"12"月"		42300		42,300		0

		2004"年"1"月"		42300		42,300		0

		2004"年"2"月"		42300		42,300		0

		2004"年"3"月"		42300		42,300		0

		2004"年"4"月"		43985		44,500		515

		2004"年"5"月"		43985		44,500		515

		2004"年"6"月"		43985		44,500		515

		2004"年"7"月"		45475		47,700		2225

		2004"年"8"月"		45475		47,700		2225

		2004"年"9"月"		48475		50,700		2225

		2004"年"10"月"		50308		50,700		392

		2004"年"11"月"		50308		50,700		392

		2004"年"12"月"		50308		50,700		392

		2005"年"1"月"		45753		48,700		2947

		2005"年"2"月"		45753		48,700		2947

		2005"年"3"月"		48953		51,900		2947

		2005"年"4"月"		49363		56,700		7337

		2005"年"5"月"		51363		58,700		7337

		2005"年"6"月"		50363		57,700		7337

		2005"年"7"月"		49066		60,700		11634

		2005"年"8"月"		52066		63,700		11634

		2005"年"9"月"		54066		65,700		11634

		2005"年"10"月"		56572		65,700		9128

		2005"年"11"月"		56572		65,700		9128

		2005"年"12"月"		56572		65,700		9128

		2006"年"1"月"		55857		65,700		9843

		2006"年"2"月"		57857		67,700		9843

		2006"年"3"月"		58857		68,700		9843

		2006"年"4"月"		58248		68,700		10452

		2006"年"5"月"		62248		72,700		10452

		2006"年"6"月"		62248		72,700		10452

		2006"年"7"月"		64052		72,700		8648

		2006"年"8"月"		67052		75,700		8648

		2006"年"9"月"		67052		75,700		8648

		2006"年"10"月"		72700		72,700		0

		2006"年"11"月"		70200		70,200		0

		2006"年"12"月"		70200		70,200		0

		2007"年"1"月"		70200		70,200		0

		2007"年"2"月"		68200		68,200		0

		2007"年"3"月"		68200		68,200		0

		2007"年"4"月"		70600		70,600		0

		2007"年"5"月"		74600		74,600		0

		2007"年"6"月"		74600		74,600		0

		2007"年"7"月"		74888		76,600		1712

		2007"年"8"月"		74888		76,600		1712

		2007"年"9"月"		74888		76,600		1712

		2007"年"10"月"		69472		76,600		7128

		2007"年"11"月"		73472		80,600		7128

		2007"年"12"月"		78472		85,600		7128

		2008"年"1"月"		79928		85,600		5672

		2008"年"2"月"		79928		85,600		5672

		2008"年"3"月"		79928		85,600		5672

		2008"年"4"月"		72957		92,600		19643

		2008"年"5"月"		75957		95,600		19643

		2008"年"6"月"		86957		106,600		19643

		2008"年"7"月"		102520		117,600		15080

		2008"年"8"月"		109320		124,400		15080

		2008"年"9"月"		98320		113,400		15080

		2008"年"10"月"		108400		108,400		0

		2008"年"11"月"		91400		91,400		0

		2008"年"12"月"		76400		76,400		0

		39,814		68900		68,900		0

		39,845		68900		68,900		0

		39,873		68900		68,900		0





③京浜末端価格  (2)

		



発動要件パターン③-２(2年間平均）



⑤京浜末端価格

		2000"年"4"月"		35929		36,600		671

		2000"年"5"月"		35929		36,600		671

		2000"年"6"月"		35929		36,600		671

		2000"年"7"月"		35929		36,600		671

		2000"年"8"月"		35929		36,600		671

		2000"年"9"月"		35929		36,600		671

		2000"年"10"月"		35929		36,600		671

		2000"年"11"月"		38729		39,400		671

		2000"年"12"月"		38729		39,400		671

		2001"年"1"月"		38729		39,400		671

		2001"年"2"月"		37129		37,800		671

		2001"年"3"月"		37129		37,800		671

		2001"年"4"月"		37800		37,800		0

		2001"年"5"月"		37800		37,800		0

		2001"年"6"月"		37800		37,800		0

		2001"年"7"月"		37800		37,800		0

		2001"年"8"月"		37800		37,800		0

		2001"年"9"月"		37800		37,800		0

		2001"年"10"月"		37800		37,800		0

		2001"年"11"月"		35800		35,800		0

		2001"年"12"月"		35800		35,800		0

		2002"年"1"月"		34300		34,300		0

		2002"年"2"月"		34300		34,300		0

		2002"年"3"月"		34300		34,300		0

		2002"年"4"月"		34202		34,300		98

		2002"年"5"月"		37002		37,100		98

		2002"年"6"月"		39402		39,500		98

		2002"年"7"月"		38002		38,100		98

		2002"年"8"月"		38002		38,100		98

		2002"年"9"月"		38002		38,100		98

		2002"年"10"月"		38002		38,100		98

		2002"年"11"月"		40802		40,900		98

		2002"年"12"月"		40802		40,900		98

		2003"年"1"月"		40802		40,900		98

		2003"年"2"月"		40802		40,900		98

		2003"年"3"月"		43402		43,500		98

		2003"年"4"月"		43500		43,500		0

		2003"年"5"月"		41500		41,500		0

		2003"年"6"月"		40500		40,500		0

		2003"年"7"月"		40500		40,500		0

		2003"年"8"月"		40500		40,500		0

		2003"年"9"月"		42300		42,300		0

		2003"年"10"月"		42300		42,300		0

		2003"年"11"月"		42300		42,300		0

		2003"年"12"月"		42300		42,300		0

		2004"年"1"月"		42300		42,300		0

		2004"年"2"月"		42300		42,300		0

		2004"年"3"月"		42300		42,300		0

		2004"年"4"月"		41623		44,500		2877

		2004"年"5"月"		41623		44,500		2877

		2004"年"6"月"		41623		44,500		2877

		2004"年"7"月"		44823		47,700		2877

		2004"年"8"月"		44823		47,700		2877

		2004"年"9"月"		47823		50,700		2877

		2004"年"10"月"		47823		50,700		2877

		2004"年"11"月"		47823		50,700		2877

		2004"年"12"月"		47823		50,700		2877

		2005"年"1"月"		45823		48,700		2877

		2005"年"2"月"		45823		48,700		2877

		2005"年"3"月"		49023		51,900		2877

		2005"年"4"月"		46839		56,700		9861

		2005"年"5"月"		48839		58,700		9861

		2005"年"6"月"		47839		57,700		9861

		2005"年"7"月"		50839		60,700		9861

		2005"年"8"月"		53839		63,700		9861

		2005"年"9"月"		55839		65,700		9861

		2005"年"10"月"		55839		65,700		9861

		2005"年"11"月"		55839		65,700		9861

		2005"年"12"月"		55839		65,700		9861

		2006"年"1"月"		55839		65,700		9861

		2006"年"2"月"		57839		67,700		9861

		2006"年"3"月"		58839		68,700		9861

		2006"年"4"月"		68068		68,700		632

		2006"年"5"月"		72068		72,700		632

		2006"年"6"月"		72068		72,700		632

		2006"年"7"月"		72068		72,700		632

		2006"年"8"月"		75068		75,700		632

		2006"年"9"月"		75068		75,700		632

		2006"年"10"月"		72068		72,700		632

		2006"年"11"月"		69568		70,200		632

		2006"年"12"月"		69568		70,200		632

		2007"年"1"月"		69568		70,200		632

		2007"年"2"月"		67568		68,200		632

		2007"年"3"月"		67568		68,200		632

		2007"年"4"月"		66894		70,600		3706

		2007"年"5"月"		70894		74,600		3706

		2007"年"6"月"		70894		74,600		3706

		2007"年"7"月"		72894		76,600		3706

		2007"年"8"月"		72894		76,600		3706

		2007"年"9"月"		72894		76,600		3706

		2007"年"10"月"		72894		76,600		3706

		2007"年"11"月"		76894		80,600		3706

		2007"年"12"月"		81894		85,600		3706

		2008"年"1"月"		81894		85,600		3706

		2008"年"2"月"		81894		85,600		3706

		2008"年"3"月"		81894		85,600		3706

		2008"年"4"月"		92600		92,600		0

		2008"年"5"月"		95600		95,600		0

		2008"年"6"月"		106600		106,600		0

		2008"年"7"月"		117600		117,600		0

		2008"年"8"月"		124400		124,400		0

		2008"年"9"月"		113400		113,400		0

		2008"年"10"月"		108400		108,400		0

		2008"年"11"月"		91400		91,400		0

		2008"年"12"月"		76400		76,400		0

		39,814		68900		68,900		0

		39,845		68900		68,900		0

		39,873		68900		68,900		0





⑤京浜末端価格

		



発動要件パターン⑤
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