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電気事業の規制緩和

矢島正之
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はじめに

現在，わが国では規制緩和は 1 つのキーワードにな

った観がある.電力分野も例外ではなく， 1993 年から

規制緩和・自由化が本格的に動き出した. 1993 年 12 月

には，総合エネルギー調査会総合部会基本政策小委員

会の中間報告が提出され，これを受けて電気事業審議

会需給部会電力基本問題検討小委員会で自由化審議が

行なわれ，中間報告が 1994 年 6 月 21 日と 12 月 7 日に

提出きれている.

本稿では，まずわが国における電力産業の規制緩

和・自由化のポイントを紹介する.次に，内外の市場

自由化シナリオの中でのわが国電力産業の自由化の位

置づけを行ない，自由化の背景にある理論的基礎を考

察するとともに，今後のきらなる白由化の可能性につ

いて検討する.

1. わが国電力産業の自由化のポイン卜

電気事業審議会需給部会電力基本問題検討小委員会

の中間報告で示されたわが国の電力市場自由化のポイ

ントは，①卸発電事業の自由化と②直接供給に関する

参入条件の整備である.

①卸発電事業の自由化に関しては，卸発電事業にか

かわる許可の原則撤廃すなわち発電市場への参入自由

化とそのための具体的手段として，競争入札の導入が

提言された.

中間報告によれば，入札の対象となるのは，開発期

間が比較的短い火力電源で，概ねの目安として計画の

計上から運転開始までの期間が 7 年以内のものとされ

る.原子力，水力，地熱および開発期間が長期である

やじま まさゆき

側電力中央研究所経済社会研究所
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火力電源は，一般電気事業者が従来どおり自ら開発，

または卸電気事業者などから購入する.

応札条件としては a 応札価格が回避可能原価で

設定きれる上限価格以下であること， b. 一定規模(数

千 kW) 以上であること c 原則的に 15 年以上供給

可能であること d. 系統連系についての技術的要件

を充たすことなどが必要とされる.

発電市場への新たな参入形態として想定されている

のは，鉄鋼，化学などによる従来型自家発の新増設や

リパワリング，地方公共団体の廃棄物発電，コージェ

ネレーションである.

また，競争入札に伴い託送を活性化していくことと

なり，新たに参入する発電事業者は地元以外の電力会

社の行なう競争入札にも参加でき，落札した場合には，

地元の電力会社に電力の託送を求めることを可能とし

た

②直接供給に関する参入条件の整備に関しては，特

定供給の許可条件の緩和と特定供給の範聞を超えて需

要家へ直接供給で、きる新たな小売制度の創設が提言さ

れた.

特定供給とは，一般電気事業者 (10 電力会社)以外

の者が一般電気事業者の供給区域内における特定の需

要家に対して電力を直接供給することであり，その場

合，供給相手，供給地点ごとに通商産業大臣の許可を

要するものとされている(電気事業法第 17 条第 1 項).

具体的には，①相当程度資本関係や人的関係(役員

の派遣など)のあるほかの会社に対する供給，②同一

構内または同一コンビナート内において，生産工程上

蒸気などの需給を通して密接な関係を有しているほか

の会社への供給，③自己の社宅に対する供給，④同一

地方公共団体内部における会計主体を異にする他部門

への供給，⑤ 1 つの建物の所有者が当該建物内の需要

に応じて行なう供給，などである.

近く予定きれる電気事業法の改正では，これらケー
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スのうち，第 1 類型(地方公共団体の他部門聞の供給) , 

第 4 類型(自社の社宅に対する供給)に関し許可を不

要とし，第 5 類型(建物所有者が行なう一建物内の供

給)は自家発自家消費と同等の取扱いにすることとし

た

また，新たな小売制度の創設については，具体的に

は，再開発地域の複数のオフィス・ビル群などに対し

てコージェネレーションにより熱電供給する形態(特

定地点供給事業)を認めることとした.本特集石坂氏

のレポートの図 2 が，そのイメージ図である.

中間報告では，直接供給に関する参入条件の整備に

見られるように，小売市場の自由化も謡われているが，

その範囲は極めて限定的である.この意味で，わが国

の電力市場自由化は卸発電事業の自由化によって特徴

っーけられるといえよう.

このように，わが国の電気事業が自由化に踏み切っ

た理由としては，①民生用コージェネレーション，産

業用自家発のリパワリング，新エネルギ一発電などの

分散型電源の普及(図 1 )，②主として 3 大都市圏に

おける中長期的な電力需給逼迫，③円高を背景とした

電気料金の内外価格差の問題などが挙げられる.

2. 電力市場自由化の諸類型とわが国の

位置づけ

エネルギー産業の規制緩和の内外動向の中でもとり

わけ注目されるのが，従来自然独占が成立すると考え

られ，垂直統合や地域独占という産業組織が支配的で

440 ,000 

あった電力やか、スなどのネットワーク型産業の組織再

編や市場の自由化である.特に，電力は最も規制緩和

の難しい分野と考えられてきたが，現在ではその再編

や市場自由化は，いわば世界的な現象となっている.

そこで以下では，内外の電力市場自由化シナリオを

整理し，電力供給体制からみたわが国の自由化の位置

づけを考えてみたい.

英国，米国および EU 委員会の電力市場単一化構想

などの諸外国における代表的な自由化動向をみたとき，

競争導入との関係で，電力供給体制は図 2 に示すよう

に 4 つのモデルに類聖化できる (Tenenbaum

[1992J l. 

モデル 1 (従来型モデル)は，電気事業の伝統的な

産業組織で，発電から配電まで垂直統合された独占体

の形をとっており(図 2 )，現在のわが国をはじめ，フ

ランス，イタリア，ボルトガル，ギリシャ，アイルラ

ンドなどで一般的なモデルである.

このモデルの下では，熱需要などの分野でカ守スや石

油などとのエネルギ一間競合や自家発電との潜在的な

競争はあるものの，電気事業者間では明示的な形での

競争は導入きれていない.

事業者聞の競争が導入されるようになると，伝統的

な産業組織は再編されることになる.まず，モデル 2

(競争入札モテール)では発電部門に競争が導入きれる

(図 2 l.米国では， 1978 年の PURPA(Public Utility 

Regulatory Policy Act :公益事業規制政策法)が成

立し，認定施設 (QF: Qualifying Facility) と呼は、れ

る再生可能エネルギーを用いる小規模発電事業者やコ

ージェネレーターからの余剰電力の購入義務が電力会

社に課せられた.それが，やがて QF からの電力購入に

さいしては競争入札が積極的に採用されるようになっ

た.競争入札は，電力会社が将来必要な電源を自ら建

設する代わりに公開入札によって調達するもので

1984 年にメーン・セントラル電力会社によって行なわ

れたのが初めてである.米国では，現在約半数の州が

このような競争入札を採用している.

(kW) この競争入札には他の電力会社や独立系発電事業者

'73・78 ・80'81 ・82・83 ・84 ・85 ・86・87 ・88'89 ・90 ・91 ・92

図 1 民生用コージェネ施設の年度別推移

(出戸斤・「コージェネレーション J Vol. 8, No. l, 

1993, 日本コージェネレーション研究会)

:類型設置個所数 一一:累積発電容量
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(IPP : Independent Power Producers) も参加す

る場合もある.伝統的な電気事業組織を残したまま発

電部門に競争入札を導入するケースは，このモデルの

典型的な例である.

ただし，モデル 2 では発電部門に競争が導入される

といっても，電気事業の所有する既存の発電設備まで

も競争にさらされるわけではない.すでに指摘したよ
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うに，新規の電源の選択にさいして競争が導入きれる

わけで，この意味で，発電部門への競争導入というよ

りもむしろ新規電源の競争的調達である.

わが国では， 1994 年 6 月 21 日および同 12 月 7 日の

電気事業審議会需給部会電力基本問題検討小委員会の

中間報告で，卸発電事業の自由化を打ち出したが，そ

の具体的な方法として電源調達について入札制度を導

入するとしており，今後のわが国の電力市場自由化は

このモデル 2 の範暗に属している.

また，同報告書では，託送の活性化も福われている

が，それは限定された範囲での卸託送の自由化にとど

まっている.すなわち， IPP が他の供給区域の一般電

気事業者の入札に落札した場合に地元の一般電気事業

者に託送を求めることができるというものである.現

在の米国におけるような IPP が他の供給区域の一般

電気事業者との聞で自由に締結した契約にもとづいて

地元の一般電気事業者に託送を求めることのできる卸

託送の完全な自由化までには至っていない.

モデル 3 は，既存の産業組織を残したまま，託送が

導入きれるもので託送モデルと呼ぶことができる(図

2 ).米国では， 1992 年 10 月に NEPA (National 

Energy Policy Act :国家エネルギ一政策法)が成立

したが，これにより，送電系統を有する電気事業者に

QF, IPP，他の電気事業者からの電力を卸託送する義

務が課せられた.これはモデル 3 の典型例である.米

国は， 1992 年以降，モデル 2 からモデル 3 に移行した

ことになる.

卸託送は託送きれる電力の受け手が他の電気事業で

ある場合を言うが，電力の受け手が最終需要家である

場合は小売託送と呼ばれる.小売託送が導入きれ競争

モデル 2

条件が一層整備きれるようになると，モデル 3 は後述

のモデル 4 に一段と近づくことになる.

競争の効果という点では，モデル 2 では新規電源が

競争にさらされるだけであるが，モデル 3 は，託送を

通じて，既存の電源も新規参入者のチャレンジを受け

ることになる点が大きく異なる.きらに，後述のモテ

ル 4 では，すべての電源がイコール・フッテイングし

た土俵で競争にさらされることになる.

モデル 4 は，電力市場自由化の究極的な姿である.

このケースでは，発・送・配電の垂直統合が分離され

(unbundling) ，より徹底した競争導入が行なわれる

(図 2 ).伝統的な電気事業組織はもはや存続せず，大

きく再編きれる点が，これまでのモデルとは大きく異

なっている.発・送・配電を分離するのは競争者聞の

イコ ル・フッティングとネットワークへのアクセサ

ビリティを確実に確保するためである.

発・送・配電の垂直統合の分離の結果，発電部門は

一発電事業者として独立し，既存のまたは新規参入し

た発電事業者と全く同じ土俵で競争することになる.

これに対して，送電部門は依然として独占を維持する

と考えられる.送電網は規模の経済性を有し，サンク・

コストも大きいと考えられており，また，二重投資の

無駄を防ぐために送電会社には独占的地位が付与され

るわけである.

配電部門は配電網の運営・管理という配電ビジネス

と電力を需要家に販売するという小売供給ビジネスの

2 つのビジネスがある.そのうち，配電ビジネスは送

電網同様の理由で独占を維持すると考えられる.これ

に対し，小売供給ビジネスについては最終需要家とり

わけ大口の需要家をめぐって競争が導入きれる.

以上のような電力再編の背景には，電力

モデル 4

-ft 
[~ . i 他発跡発

事業の産業組織に対する新たな認識がある.

それは，電気事業の機能は，発電

(generation) ，送電(transmission) ，配電

(distribution) ，小売供給 (supply) と 4 つ

-垂直統合された独

占体

・日本、フランス、
ドイツ、イタリア

|怪:奇| 

-伝統的な産業組織+発

電部門に銭争導入

・米国 0978年P U R P ̂  
以降)

-伝統的な産業組織+託

送導入

・米国 0992年NEPA
以降)

図 2 電力市場自由化の諸類型 [2J

1995 年 6 月号

{由配電業者

・需要家

-垂直統合の分厳とネ y

トワークへのオープン

.アクセス

・ EU、英国、ノルウ正一

の機能に分けられ，送電，配電のネットワ

ーク部門は自然独占にとどまるが，発電と

小売供給は競争導入が可能であるというも

のである.

したがって，送電と配電は依然として独

占市場であり，引き続き規制当局による独

占規制を受ける.また，多くの場合，小口

需要家向け小売供給も独占市場であり，そ

の場合にも独占規制を受けることになる.
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モデル 4 は，主として送電網の機能や役割の違いに

より，いくつかのタイプに分けられるが，その典型例

は英国(イングランド・ウエールズ)である.同国で

は， 1990 年 4 月に電気事業が再編され，発電会社 3 社

(ナショナル・パワー，パワー・ジェン，ニュークリ

ア・エレクトリック)，送電会社 1 社(ナショナル・グ

リッド社: NGC) ，配電会社 12 杜に分割きれ，その

後，ニュークリア・エレクトリックを除き民営化され

た.発電部門は完全に参入が自由化きれ，配電部門も

一定規模以上の需要家は地元の配電会社以外の供給事

業者を選択できる形で一部自由化きれた.また，卸供

給の電力取引は電力プールを通じて行なわれ，プール

の運営管理は NGC が行なうこととなった(図 3). 

現在，需要規模 100kW 以上の需要家(約 50 ， 000 軒)

が地元の配電会社以外の供給事業者を選択できるが，

1998 年 4 月 1 日以降，すべての需要家が自由に供給事

業者を選択できる.

価格設定方式は，発電部門には競争入札価格である

プール・プライスが適用される.発電部門とは異なり，

競争が十分機能しないと考えられる送電・配電部門お

よび小売供給部門にはプライス・キャップ規制が適用

されている.

EU 委員会でも，域内エネルギー市場単一化構想の

中で垂直統合の分離と発電・(一部)小売供給部門への

競争導入を謡っており，その構想、はモデル 4 に属して

いる. しかし，実際には垂直統合の分離は会計上・部

門別の分離てよいとされており，資本の分離(別会社

化)を必ずしも伴わないことから，実態としてはモデ

ル 3 に近い.この EU 委員会の構想では，送電系統に

余裕のある場合に発電事業者と配電事業者または一部

大口需要家との問で結は、れた電力売買契約にもとづき

託送を行なうことが系統を有する電気事業者に義務づ

発電会社

送電会社
()社)

配電会社
02社)

けられる(これを，第三者アクセス: TPA と呼ぶ).

なお， EU 委員会の構想、は，電力のみならず，カ情スも

含めたエネルギー市場の統合化を目指すものであり，

Yゲスについても電力の場合と同様に，生産・輸送・配

給の会計上の分離とパイプラインへのオープン・アク

セス (TPA) を求めている.

英国の電力組織はプール・モデル， EU 委員会の構想

は託送モテール(または TPA モデル)と呼ぶ、ことができ

る.

モデル 4 は一段と競争条件が整備きれている.特に

英国型のプール・モデルは，最も競争条件が整備きれ

ていると考えられる.実際，プール・モデルを推奨す

るエコノミストは多い. TPA モデルでは系統運用は

複雑化し，結果的に系統にアクセスできる者の数が限

定きれる.また，メリット・オーダーが保証されず，

発電システム全体としてのコストはむしろ上昇する可

能性もあるが，プール・モデルではこれらの問題は解

決でき，数多くの者にネットワークへのアクセスを可

能にすることができる.確かに，電気事業の産業特性

に着目し，ネットワーク部門のみを独占のまま残し，

発電などの他の部門は参入を自由化し，可能な限り多

くの発電事業者，配電事業者，最終需要家にこのネッ

トワークへのアクセスを認めることで競争を最大限導

入できるという点て三このモデルは多くの支持者を得

ている.

モデル 4 (プールモデル， TPA モデル)の理論的基

礎となっているのは，ネットワークへのオープン・ア

クセスの考え方である.この考え方は，ネットワーク

の物理的なインフラストラクチャーである空港，送電

線，導管などは依然と自然独占にとどまり，規制を受

けるものの，それ以外の航空事業，発電事業，ガス生

産事業などは競争に委ねることができるというもので

あり，そのためには，ネットワークへのア

クセスいわば通行権が自由に認められるべ

きであるというものである.オープン・ア

クセスの経済理論は，“エッセンシャル・フ

ァシリティー・ドクトリン fl (Essencial 

Facility Doctrine) として知られている.

3. 今後の展望

電力産業の規制緩和は世界的潮流である

が，多くの国においてはオープン・アクセ

スの理論にもとづき，ネットワークは自然

図 3 イングランド・ウエールズにおける再編後の電気事業体制 [2] 独占性を有し規制を受けるが，そのアクセ
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サビリティは可能な限り認められるべきとの考え方で

推進きれてきた.

わが国における電力市場の今後の自由化を展望する

とき，垂直統合の分離とネットワークへのオープン・

アクセスまで進展していくか，またすべきかどうかが

問題となる.すでに，英国やノルウェーなどでこのよ

うな市場自由化が実現している.

同じネットワーク産業であるガス分野ても，米国で

は，同産業の発展構造を反映して多くの生産者に加え

州際ガスパイプライン産業や配給業者が並列しており，

1993 年にはガスパイプラインへのオープンアクセス

制度が確立し，またパイプライン会社は，ガス輸送業

と販売業の完全分離が迫られた.米国では，カ、、スの輸

送・配給は自然独占性を有し，そのサービス・料金は

規制を受けるが，生産や販売は競争原理に委ねること

が効率的であるとの考え方が支配的である.

わが国の電力産業が将来英国型の自由化に近いもの

に発展していくかどうかについては，同産業の自由化

の前提条件がわが国と諸外国とでは異なっている点を

指摘しておく必要があろう.

プール・システムを導入した英国やノルウェーでは，

電気事業は固有であった(ノルウェーでは依然固有の

ままl.固有事業の場合には，その再編は容易であると

いえる.これに対し，私営で運営されている場合には，

ドラステックな事業再編は財産権などの難しい法律問

題を引き起こす可能性がある.

再編に伴う法律問題や再編コストを考慮すると，一

層の競争の促進のために，垂直統合が分離される場合

にも，会計上の分離にとどまる可能性が強いといえる

だろう.

さらに電力の場合には 2 章でみた垂直統合の分離

とネットワークへのオープン・アクセスは同じネット

モ

いガス・タービンしか建設きれていない.このことが，

電源のベスト・ミックスやエネルギー・セキュリティ

に与える影響を考慮する必要があろう.

英国では，エネルギー自給率がほぼ 100 %であり，

発電に占めるカホスのシェアも小さい. また当面北海か

らの安価なガス供給が確保きれている.このような場

合には，ガスへの依存が増大することは少なくとも短

期的には望ましいと言える.しかし，化石燃料の大部

分を海外からの輸入に依存するわが国にとって特定の

燃料への依存度を高めることは，価格・量の両面から

リスクが大きい.

また，英国では長期的な投資計画というものは存在

せず，短期の需給にもとづき決められるプール価格が，

発電事業者に対して長期的に必要な投資のための適切

なシグナルを出しうるかも疑問が生じてきている.

供給保障の問題は，同じモデル 4 に属する EU 委員

会の構想、でも指摘されている. TPA を通じて大口需

要家をめぐって競争が導入きれると，電気事業者にと

って需要想定が困難となり，投資リスクが増大する.

このため， リスク最小化のため短期的な視点が重視き

れ，長期的に有利な資本集約的電源の建設は難しく，

電源のベスト・ミックスの達成やエネルギー・セキュ

リティは必ずしも保証きれない.

一般に 2 章で説明したモテゃル 1 からモデル 4 に進

むにつれて経済的効果すなわち価格引き下げ効果は大

きくなるが，供給保障上の問題も重大になる.きらに，

実行可能性は既存の電気事業体制を存続きせるモデル

1 から 3 までは大きいが，再編を伴うモデル 4 は比較

的小きいといえる(図 4). 

現段階て、の小売市場への本格的競争導入にみられる

EU 委員会の構想(託送モデル)や英国の自由化(プー

ル・モデル)のわが国への適用は難しいと思われる.

経済的効果 供及給保す障に 実行可能性
ぼ影響

デル 、大

ワーク産業であるカ、、スなどと比べ a層困難

な問題が伴う.最も重大なのは供給保障上

の問題である.電力の投資は， リードタイ

ムを考慮して，長期的な視点からベストミ

ックスを達成するために行なわれなくては

ならない.

(従来型モデル)

しかし，英国における自由化の実態をみ

ると，垂直統合の分離と小売市場への競争

導入により投資リスクを需要家に転嫁する

メカニズムが断ち切られたため，長期的に

有利と考えられる資本集約的な電源は建設

されず，短期的に経済的で、資本コストの安

1995 年 6 月号

モ デル 2 
(競争入札モデル)

モ デル 3 
(託送モデル〉

モデル 4 
(プール・モデル、

託送モデル) 、大 l 大

図 4 各自由化モデルの比較評価 [3J
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ただし，わが国電気事業の当面の自由化は競争入札の

導入にとどまるが，卸売市場の一層の活性化のために

卸託送の完全自由化(モデル 3 )まで進展することは

十分考えられよう.
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