電力システム改革に対する提言
自然エネルギーのさらなる導入拡大に向けて

2020 年 5 月

公益財団法人 自然エネルギー財団

謝辞
本提言の作成にあたっては、政府関係省庁、電力・ガス取引監視等委員会、エネルギー関連企業、コン
サルタント、大学、外部研究機関のエネルギー専門家の方々へのヒアリングを行い、多くの示唆をいた
だきました。ここに感謝の意を記します。

この提言書は、自然エネルギー財団の電力システム改革研究チームが執筆しました。
主な執筆者は以下（50 音順）ですが、特に、財団の非常勤特任研究員の高橋洋 都留文科大学教授には、
研究チーム全体を率いていただき、執筆全般に示唆をいただきました。
大林 ミカ

事業局長

木村 啓二

上級研究員（第 3 章 3 節について執筆）

木村 誠一郎

上級研究員

工藤 美香

上級研究員

高橋 洋

特任研究員/都留文科大学教授

分山 達也

特任研究員/九州大学准教授（第 4 章 1 節について執筆）

免責事項
本レポートに記載した情報は執筆時点で入手可能な内容に基づいていますが、その正確性に関して自然
エネルギー財団が責任を負うものではありません。

自然エネルギー財団とは
自然エネルギー財団は、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、孫正義ソ
フトバンクグループ代表を設立者・会長として 2011 年 8 月に設立しました。安心・安全で豊かな社
会の実現には、自然エネルギーの普及が不可欠であるという信念から、自然エネルギーを基盤とした社
会の構築を目的として活動しています。

目次
はじめに 電力システム改革の 9 年間を振り返って ........................................................ 1
第１章 発送電分離の完遂と独立規制機関の機能強化 .................................................... 3
第１節 発送電分離の類型と法的分離の評価 ............................................................... 3
発送電分離の 3 類型 .....................................................................................................................3
日本における発送電分離の経緯 ...................................................................................................4
法的分離の評価と所有権分離の優位性........................................................................................5
法的分離の 2 形態 .........................................................................................................................5

第２節 法的分離下の行為規制のあり方 ...................................................................... 7
人事に関する規制 .........................................................................................................................7
不公正な取引防止に関する規制 ...................................................................................................9
法令遵守体制に関する規制 ........................................................................................................10

第３節 独立規制機関の役割と機能強化 .................................................................... 11
欧州の独立規制機関の権限と規制 .............................................................................................11
日本の電力・ガス取引監視等委員会の状況 ..............................................................................12

第２章 小売分野における競争促進と脱炭素社会を実現する小売市場 .......................... 14
第１節 小売分野の公正な競争のために .................................................................... 14
小売市場の競争状況....................................................................................................................14
大手電力による取戻し営業と廉売行為の問題 ..........................................................................16
原子力処分コスト負担の「公平性」が生む電力市場のひずみ ................................................18

第２節 脱炭素社会を実現する小売市場改革の促進 ................................................... 20
脱炭素社会の実現と小売市場.....................................................................................................20
日本における電源表示の問題.....................................................................................................20
欧州と米国のラベリング制度.....................................................................................................21
自然エネルギー電源購入の課題 .................................................................................................24

第３章 発電分野における競争促進と市場制度改革 ...................................................... 26
第１節 発電分野の競争と前日スポット市場の状況 ................................................... 26
発電分野の競争状況....................................................................................................................26
前日スポット市場とグロス・ビディングの効果.......................................................................27
欧米における発電分野の競争促進のための構造的措置 ...........................................................28

第２節 ベースロード市場と電力先物取引市場 .......................................................... 29
ベースロード市場の現状 ............................................................................................................29
電力先物取引市場の現状 ............................................................................................................30
欧州における競争促進のための市場制度 ..................................................................................31

第３節 容量市場のあり方と脱炭素化 ........................................................................ 32
容量メカニズムの多様性 ............................................................................................................32
日本の容量市場に関する議論の経緯 .........................................................................................33
脱炭素政策との不整合の問題.....................................................................................................34
欧米の対応例 ...............................................................................................................................35

第４章 公正かつ合理的な系統運用の実現 .................................................................... 37
第１節 系統接続の新たな取り組み............................................................................ 37
「送電線空容量」問題 ................................................................................................................37
「日本版コネクト＆マネージ」 .................................................................................................38
「日本版コネクト＆マネージ」の課題と海外事例との比較 ....................................................39

第２節 送電網の合理的な増強................................................................................... 41
計画的な送電網増強の重要性.....................................................................................................41
幅広い社会的便益の抽出と開かれた議論の必要性 ...................................................................42
系統形成のための費用負担 ........................................................................................................43
コラム：送電線形成に関わる料金設定の考え方−発電側基本料金........................................ 45

第３節 自然エネルギーの統合を促進する需給調整 ................................................... 46
電力システム改革に伴って導入された需給調整の仕組み........................................................46
日本の需給調整市場と欧州との比較 .........................................................................................47
需給調整市場の課題....................................................................................................................48

おわりに ....................................................................................................................... 51
提言一覧 ....................................................................................................................... 52

【図目次】
図 １-1 発送電分離の 3 類型 ....................................................................................................... 4
図 １-2 法的分離の 2 形態 ........................................................................................................... 6
図 ２-1 部門別・電力会社種別の小売シェア ............................................................................. 15
図 ２-2 イギリスの電力ラベルのサンプル例 ............................................................................. 22
図 ２-3 米国の電力ラベルのサンプル例 .................................................................................... 23
図 ３-1 販売電力量に対する前日スポット市場および時間前市場の取引率................................ 27
図 ３-2 容量メカニズムの類型 .................................................................................................. 32
図 ４-1 日本版コネクト＆マネージの取り組み.......................................................................... 38
図 ４-2 マスタープラン検討スケジュール................................................................................. 42

【表目次】
表 １-1 改正電気事業法における兼職禁止規定の概要 ................................................................. 7
表 １-2 人事に関する法令上の行為規制の例 ............................................................................... 8
表 １-3 情報管理、取引等に関する法令上の行為規制の例 .......................................................... 9
表 １-4 法令遵守体制に関する法令上の行為規制の例 ............................................................... 10
表 ２-1 小売市場重点モニタリング対象者................................................................................. 16
表 ２-2 欧米での市場監視における分析手法例.......................................................................... 17
表 ３-1 ベースロード市場の取引結果（2020 年度引き渡し分） ................................................ 30
表 ４-1 需給調整市場の商品一覧............................................................................................... 47
※本提言中に引用するウェブサイトの最終閲覧日は特に記されている場合を除き 2020 年 4 月 30 日である。

はじめに

電力システム改革の 9 年間を振り返って

日本における本格的な電力システム改革の契機は、2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事
故に遡ることができる。過酷事故や計画停電という劇的な環境変化を受けて、2012 年 2 月に資源エネ
ルギー庁に電力システム改革専門委員会が設置され、電力システム改革が始まった。1 年後に「報告書」
が策定され、
「再生可能エネルギーを含めた多様な供給力」を導入しつつ、
「市場での競争を基礎と」す
ることにより、
「安定供給を確保しつつ、供給コストの低減を実現」するとともに、
「地球環境問題への
対応」を進めていく方針が決定されたのである1。
それ以前は、電力自由化という概念の下で、「累次の制度改革が行われたにもかかわらず」、「事実上
の独占」が続き、
「競争は不十分」な状態に止まっていた2。しかし、過酷事故により「原子力発電への
信頼が大きく揺ら」ぎ、また計画停電に見られたように「価格による需給調整が柔軟に働かないことを
露呈し」、「供給力の広域的な活用に限界があった」ことなどの反省に鑑み、「垂直一貫体制による地域
独占」、「大規模電源の確保」などを特徴とする既存の電力システムに対して、「包括的な改革を行う」
ことになったのである3。
2013 年の「報告書」では、このような改革の理念を実現すべく、
「小売全面自由化」
、
「市場機能の活
用」、「送配電の広域化・中立化」、「安定供給のための供給力確保策」、そして「新規制組織への移行」
などが、施策の柱として明記された。消費者に電源の選択権を与え、同時に消費行動を需給調整の一手
段とするには、家庭まで含めた小売分野の自由化が必要である。また自由化とは、市場メカニズムを通
して安定供給を実現するということであり、そのためには適切な市場制度が求められる。そして、独占
市場に競争を導入する大前提として、先進各国がそうしてきた通り、送配電網を構造的に中立化する発
送電分離が不可欠である。
東京電力福島第一原子力発電所事故から 9 年が経過したが、
「報告書」以降、2015 年に電力広域的運
営推進機関（広域機関）や電力・ガス取引監視等委員会（電取委：当初は電力のみ対象）が設置され、
2016 年に小売全面自由化が実施されるなど、改革は着実に進められてきたように見える。2020 年 4 月
には送配電事業の法的分離が行われた4。当財団は、上記の改革理念に基本的に賛同するものであるが、
これまで行われてきた個別施策の実施状況が本来の理念に叶うのか、特に「主力電源化」が急務な自然
エネルギーの導入に寄与するのか、検証するのが、本提言書の目的である。
そこで以下では、各施策の現状を評価し、欧米などと比較し、これらを踏まえて提言を行うという形
で、次の順に検証を進めていきたい。

1

電力システム改革専門委員会「報告書」（2013 年 2 月）。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/01_s01_00.pdf）
2

前掲脚注 1「報告書」、p.4。

3

前掲脚注 1「報告書」、pp.5-6。

4

東京電力は 2016 年 4 月に先んじて法的分離を実施し、東京電力パワーグリッド（東電 PG）が設立された。

1

第１章では、発送電分離について検証する。2020 年の法的分離が行われたところだが、送配電網の
中立化というそもそもの目的に鑑みて、どのような分離形態であるべきなのか、法的分離された送配電
子会社等に対する行為規制にも触れつつ提言する。さらに、発送電分離のためだけでなく、第 2 章以下
で述べる施策のためにも不可欠な、電取委の機能強化についても提言する。
第 2 章では、自由化後の小売分野のあり方について検証する。小売全面自由化を受けて、多くの新電
力が参入したが、旧一般電気事業者（以後、旧一電）の営業攻勢も増しており、一方で消費者利益は十
分に高まっているとは言い難い。非化石価値取引市場のあり方を含め、消費者の電源選択権の確保など
について提言する。
第 3 章では、発電分野の競争状況を踏まえ、市場制度のあり方について検証する。前日スポット市場
の取引は拡大しつつあるものの、発電分野における旧一電等のシェアは未だ高い。ベースロード市場、
先物市場、容量市場など、複雑化している市場制度のあり方について提言する。
第 4 章では、送配電事業者による系統運用のあり方について検証する。送配電事業者の中立性を確保
した上で、既存の長期固定電源に有利な運用ルールや非効率な運用状況を改める必要がある。「日本版
コネクト＆マネージ」や系統整備のためのマスタープランの策定について確認した上で、送電網増強の
必要性や、自然エネルギーの導入を促す需給調整のあり方についても触れる。
本提言書を執筆する最終過程は、新型コロナウィルス問題が世界的に深刻化していく時期と重なった。
この間、経済活動が全面的に停滞した結果、各地で二酸化炭素の排出量が減少し、大気汚染が大幅に改
善されるといった副次的効果も生じている。今後、経済活動の正常化が期待されるが、その際には、自
然エネルギーが優先的に導入されるなど、より持続可能な社会経済システムに深化するよう企図される
べきであろう。本提言書が、今後の日本の電力システム改革の公正な発展とエネルギー転換を促す一助
となることを望むものである。

2

第１章 発送電分離の完遂と独立規制機関の機能強化
本章では、電力システム改革の柱となる発送電分離について検証する。自由化後の公正な競争におい
て、新規参入者への送電網の開放は必須の条件である。日本は、欧米諸国と比べて 20 年程度遅れて法
的分離を選択するに至ったが、この構造規制の妥当性についても検討する。また、同様に電力システム
改革全体に影響を与える独立規制機関の役割についても考察し、現状の電取委の機能強化を提言する。

第１節 発送電分離の類型と法的分離の評価
発送電分離の 3 類型
電力システム改革の最大の柱は、発送電分離である。「価格による需給調整」や自然エネルギーなど
の「分散型電源の一層の活用」のためには5、自由化後も法定独占が維持される送電網の開放が不可欠で
ある。発送電分離という構造的措置をとらずとも送電網を独立的に運営しすべての利用者を公平に扱う
ことは不可能ではないが、経営実務上は、短期的に自社の大きな不利益になるような行動を企業がとる
ことは難しい6。そのために必要なのが、発送電一貫体制の電力会社の競争部門と独占部門を分ける、発
送電分離である7。
世界的にみて、発送電分離は 3 つの類型に分けられる（図 １-1）
。最も分かりやすい類型が、所有権
分離である。発電部門と送電部門の所有関係を断ち、完全に別会社にする。その結果、送電会社は独立
し、送電事業の経営を中立的に行うようになる。あらゆる発電所が、その所有者や種別とは無関係に、
平等に送電網の利用者となる。しかしこれは、垂直統合型の既存の電力会社の分割を意味するため、当
事者からの反発は強い。それでも多くの国々が、電力システムの近代化を進める中で、合理的な選択肢
として所有権分離を実施してきた。
第 2 の類型が法的分離である。発送電一貫体制の電力会社から送電部門を子会社化することで、法律
上別の事業主体にする。しかしこれでは、親会社（持株会社）を通じて送電子会社に圧力がかかる場合
も想定でき、「身内」を優遇することが起こりかねない。その意味で不十分な分離の形態であるといえ
るが、所有権分離に比べて既存電力会社の抵抗が少ないため、電力システム改革の一段階として、いく
つかの国で採用されてきた。
第 3 の類型は、北米で一般的な機能分離である。これは、発電設備や送電設備の物理的帰属をあらわ
す、いわゆる「法的分離」や「所有権分離」とは異なり、送電設備は垂直統合型事業者に所属している
が、給電指令など系統運用の役割を、独立系統運用機関（ISO）に委ねるものである。ISO は電力会社
に対し中立的な NPO 類似の組織であり、所有と運用を機能上切り離すことで、送電網の開放が確保さ
れると考えられている。

5

前掲脚注 1「報告書」、pp.5-6。

6

例えば、新規参入事業者からの系統接続要請に対して、可否の返答に不要に時間がかかる、巨額の接続費用を求められ
るといったことが、以前から指摘されてきた。
7

なお、欧州では歴史的に独占部門である送電会社と配電会社が分かれていたため、発送電分離において送電会社のみが
所有権分離の対象となり、配電会社は法的分離の場合が多い。しかし日本では一体であったため、送配電会社として法的
分離されることになった。

3

図 １-1 発送電分離の 3 類型

注）なお、法的分離には「持株会社方式」と「発電・小売親会社方式」の 2 形態がある（後出図 １-2）。また所有権分離
や法的分離において、送電子会社のみを分離し、発電部門と小売部門は一体のままというケースもある。
出典）自然エネルギー財団作成

日本における発送電分離の経緯
日本では、1990 年代からの電力自由化の制度改革の中で、送電網の開放を行為規制のみによって実
現しようとしてきた。概して欧州諸国が所有権分離を、北米諸国が機能分離を実施していく中で、3 類
型のいずれも見送られてきた。安定供給のためには発送電一貫体制が不可欠であるという理由があげら
れてきたが、電力会社の経営の根幹であった地域独占体制の維持への拘泥が、日本が発送電分離を導入
できなかった一番の原因であることは否定できない。
しかし、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故を経て、日本でも本格的な電力システ
ム改革の議論が始められ、前述の「専門委員会」において、発送電分離の議論が始まった。その結果、
それ以前の結論を覆し、「送配電部門について一層の中立化を行う制度上の措置を講じることが必要」
との提言が出されるに至った8。具体的には、所有権分離が理想であるものの、日本の電力会社が戦後長
らく民営であったことも鑑み、法的分離を 2020 年までに実施することになったのである。
その後、東京電力は他社に先んじて 2016 年に法的分離を行い、東京電力パワーグリッド（東電 PG）
が設立された。2019 年 5 月には、千葉県におけるコネクト＆マネージの「試行的な取り組み」（後述）
を公表するなど、他地域の送配電事業者と比べて独自の事業展開を進めている。2011 年以前の発送電
一貫体制が常識であった時代と比べれば、大きな変化と評価できよう。
しかしながら、全国的に送電網が開放され、効果的に活用されているかと問われれば、十分とは言え
ない状況が現在においても続いている。それが、第 4 章で触れる、
「空容量」問題や先着優先ルールの
問題であり、構造改革としての発送電分離が不可欠であることの証左でもあろう。では、送電網の公正
な開放という本質的な政策目的に鑑みて、法的分離が妥当な選択なのかを改めて本節 3.と 4.で、さらに
法的分離の場合の行為規制のあり方について次節において、検討したい。
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前掲脚注 1「報告書」、p.31。

4

法的分離の評価と所有権分離の優位性
まず、法的分離と所有権分離との関係であるが、やはり法的分離は競争政策の観点からは不十分な開
放措置と言うべきであろう。その証拠に、電力会社が国営であった多くの欧州諸国では、フランスなど
を除けば、政府の判断（公的所有権の行使）により所有権分離が選択された。そして日本と同様に民営
であったドイツでは、当初は法的分離が実施されたが、送電網の開放が進まなかったために、2005 年
に独立規制機関である連邦ネットワーク庁（Bundesnetzagentur, BnetzA）が送電事業も監督することに
なり、行為規制が徹底された。
その結果 E.ON やヴァッテンフォールといった当時の大手電力会社は、競争阻害行為を続ける余地が
なくなり、所有権分離を選択（送電子会社を売却）していったのである。こうして 2020 年 4 月現在で
は、法的分離のままの Transnet BW なども含めて、ドイツでは送電網の開放が完遂され、競争阻害行
為は無くなったと言われている。民営であっても、所有権分離は選択肢になるのである。
日本の電力システム改革専門委員会「報告書」でも、「中立性を実現する最もわかりやすい形態とし
て所有権分離があり得るが、これについては改革の効果を見極め、それが不十分な場合の将来的検討課
題とする」と明記されている9。まずは 2020 年の法的分離を徹底するにせよ、その効果が不十分と判断
されれば、速やかに所有権分離に移行すべきであろう。そのような前提に立ち、送電会社（旧一電）に
送電網の開放を促すことが、法的分離の効果の発揮にも寄与する。
ドイツの事例についてもう 1 つ参考になるのは、送電会社の統合である。広域運用を実現するには、
本質的には送電会社の統合による規模の拡大が求められる。自由化以前のドイツ国内には、発送電一貫
体制の電力会社が 8 社存在したが、自由化後の合併・買収を経て、2000 年代前半に送電網を所有・運
営する会社は 4 社に統合された（その後発送電分離が行われ、送電事業は独立することとなった）。そ
の結果、国内外に及ぶ広域運用が進むとともに、オランダとドイツにまたがる TenneT のような国際的
な送電会社も誕生した10。
日本では 2020 年 4 月時点で、沖縄を除いて 9 社の送配電子会社が併存している。その規模も技術仕
様もさまざまである。広域運用を実現するには、広域機関による調整的な活動に加えて、送電会社の規
模の拡大が効果的であり、それは所有権分離にもつながりやすい。そうすることが日本の送電事業の全
体最適化を進め、送電網の開放や広域化のみならず、送電事業の健全な発展や企業価値の向上にも資す
るだろう。

法的分離の 2 形態
いずれにしても、短期的には法的分離を徹底することが重要である。その際、法的分離にはさらに 2
つの形態がある（図 １-2）。第 1 に「持株会社方式」では、持株会社を新たに設立し、その下に送（配）
電子会社や発電子会社、小売子会社などを位置付ける。送電子会社に対して、持株会社からの影響は及
ぶものの、横並びとなる発電子会社や小売子会社との関係は形式的には対等であり、これら兄弟会社か
らの影響は限定される。

9
10

前掲脚注 1「報告書」、p.33。
TenneT は、地理的には両国にまたがっているが、系統運用上は 2 社に分かれている。
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図 １-2 法的分離の 2 形態

出典）自然エネルギー財団作成

これに対して第 2 の「発電・小売親会社方式」では、発電や小売の事業会社の下に送電子会社が位置
付けられる。両者の関係は非対称になり、発電や小売事業などの直接的な利害関係からの影響が送電子
会社におよぶことも考えられる。したがって、送電事業の中立化という観点からは、発電・小売親会社
方式は持株会社方式よりも不十分ということになる。またこの場合、発電事業と小売事業が法的分離さ
れにくいという問題もある。フランスの大手電力会社 EDF と送電子会社 RTE の関係が、発電・小売親
会社方式に該当する。
2016 年に法的分離を実施した東京電力は、持株会社方式を採用した。他の旧一電の中では、中部電
力が持株会社方式を採用したが、あとの 7 社は発電・小売親会社方式を採用した。改正電気事業法では
いずれの形態も認められているものの、送電網の開放が不十分という現状に鑑みれば、持株会社方式を
原則とすべきである。

■提言 1-1：原則、持株会社方式での法的分離
発送電分離を法的分離とするのであれば、発電・小売親会社方式ではなく、持株会社方式を原則とす
べきである。

■提言 1-2：送配電会社の所有権分離や統合の追求
送電網の開放状況を厳しく監視し、行為規制を徹底した上で、開放が不十分な場合には速やかに所有
権分離へ移行すべきである。同時に、広域運用の追求の観点から、送電（子）会社の統合を進めるべき
である。
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第２節 法的分離下の行為規制のあり方
法的分離により「別会社化」と「他の電気事業の兼業禁止」が行われても、親会社との資本関係があ
る以上、それだけで送電事業の独立性は担保されない。両社の人事上の関係や取引の内実を規制する「行
為規制」は、送電部門の独立性・中立性を実質的に確保する上で極めて重要である。発送電分離で先行
する欧州では、送電部門の所有権分離を原則としつつ、厳格な規制の下で法的分離を許容している11。
以下では、法的分離を採用したフランスとドイツの例を参照しながら、人事、不公正な取引防止、法令
遵守体制の 3 点について行為規制のあり方を検討する。

人事に関する規制
法的分離下の送電会社と発電・小売会社間の役職員の兼職が自由に許されれば、発送電分離の趣旨は
形骸化される。このため欧州でも日本でも兼職禁止が定められているが、その具体的内容は異なる。
第 1 に、規制を受ける人の範囲が異なる。欧州では、送電会社の取締役や執行役などのマネジメント
に携わる者と従業員全員に対して、兼職禁止が定められている。また、マネジメントに携わる者につい
ては、就任前や任期終了後の一定期間、他部門会社や同社と契約上の関係が深い会社等での業務に関与
することが規制されている。その任命に際しては、独立規制機関が規制への抵触の有無を確認した上で
承認する。加えて送電会社は、必要な資源の独自調達を保証されなければならず、その中には法務、会
計、IT 関係の従業員も含まれる。発電・小売会社の従業員を用いることは禁じられている。
これに対し日本では、マネジメントに携わる者を中心に兼職規制が設けられ、「その他の従業者」は
兼職が禁止されておらず、行為規制として十分とは言えない（表 １-1）
。例えば、送電事業者の「その
他の従業者」は、他部門会社や同社と契約上の関係が深い会社等での業務に関与できる。逆にグループ
内の発電・小売会社の取締役や「重要な役割を担う」管理職（規則第 33 条の 6）以外の従業員は、一般
送配電事業に従事できる。また兼業規制を受ける取締役や管理職についても、「適正な競争関係を阻害
するおそれがない場合」には兼職が認められるという例外規定がある（規則第 33 条の 4）。
表 １-1 改正電気事業法における兼職禁止規定の概要

出典）電取委「『一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について』を踏まえた
経済産業省令の改正に関する建議について」（2018 年 6 月 18 日）
(https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20180618006b.pdf)

11

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the
internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC (Text with EEA relevance).
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第 2 の違いは、人事異動（人事交流）に関する規制である（表 １-2）。欧州では、一定の役職にあっ
た者の就任前や退任後のキャリアに一定の制限があるのに対し、日本では法規上の規制は置かれなかっ
た。
これが自由に行われると、同一人物が送電会社と発電・小売会社を行き来でき、送電会社を分離した
意味が失われる。送電会社と発電・小売会社は、人事交流についての行動規範を策定・遵守し、自主的
に検討して適切に取り組むこととされたが（「適正な電力取引についての指針」第 2 部Ⅳ(2)-1③，同(2)-3
③）
、その効果は十分なのか、監視は適切に行われているのか、今後の検証が必要である12。
なお前述の通り、法的分離の形態には持株会社方式と発電・小売親会社方式の 2 種類があり、分離が
徹底しているのは前者である。現行制度上、両者の間に規制上の差はないが、発電・小売の会社が直接
の支配関係のない兄弟会社である場合と、直接的な支配関係を有する親会社の場合とで、後述の点も含
めて規制の程度に差をつけることも考えられ、今後の検証が必要である。

表 １-2 人事に関する法令上の行為規制の例

出典）各国の法令（2020 年 3 月現在）を基に自然エネルギー財団作成

12

電取委の議論では、行動規範の具体的内容として、人事交流制限の範囲と人事交流に関する情報公開を盛り込むことが
議論された。電取委「法的分離（兼業規制）後の人事交流に関する規律について」電取委制度設計専門会合第 33 回（2017
年 9 月 20 日）資料 9 参照。（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/033_09_00.pdf）
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不公正な取引防止に関する規制
送電部門の中立性確保策の重要な柱である不公正な取引防止には、情報管理についてなどさまざまな
行為が対象となる（表 １-3）
。欧州では、情報の適切な管理のため、送電子会社と親会社・兄弟会社の
間での情報システムを厳格に分けなければならない。また送電子会社は、親会社・兄弟会社との取引に
関する契約情報を、独立規制機関に提出する義務がある。社名や商標についても、資本関係のある親会
社・兄弟会社（旧来の電力会社）の名称とは全く異なるものを使い、需要家による混同のおそれを払拭
しなければならない。
例えば、
フランスの EDF の送電子会社である RTE は、
かつて RTE EDF Transport
SA と名乗っていたが、
欧州委員会から EU 指令違反を指摘され、RTE
（Réseau de transport d’électricité）
に名称変更した13。
日本の一般送配電事業者も、改正法の下、業務に関する情報を適正に管理しなければならないが、フ
ランスなどの例よりも規制は緩やかである。情報システムについては、目的外のアクセス禁止や非公開
情報ごとのアクセス制限を守れば、共有が認められている。また一般送配電事業者とグループ内の発
電・小売事業者との間の業務については、取引規制がかかるものの、経済産業大臣に承認を求めるかど
うかの判断は事業者自身に委ねられている。フランスやドイツでは、全ての取引について独立規制機関
の承認が必要であることと比べれば、規制機関の役割が小さく、これは他の件についても見られる日本
の特徴である（本章 3 節）。さらに社名については、欧州と異なり、一般送配電事業者が旧一般電気事
業者の社名の一部を使ってよいことになった。これでは消費者の混同は避けられないといえる14。複数
のメディアでも、2020 年 4 月以降の需給調整や太陽光発電出力抑制について「〇〇電力が実施」と旧
一般電気事業者の名称部分のみを使って報じる例がある。同一と誤認されるおそれのある社名かどうか
は，実際の使われ方も考慮に入れて検討されなければならない。
表 １-3 情報管理、取引等に関する法令上の行為規制の例

出典）各国の法令（2020 年 3 月現在）を基に自然エネルギー財団作成

13

Commission de régulation de l’énergie, “Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 26 janvier 2012
portant décision de certification de la société RTE,” 2012, p.59, retrieved from
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/decisions-de-certification.
14

電取委制度設計専門会合第 17 回（2017 年 4 月 25 日）の辰巳委員の発言（議事録 pp.24-25）参照。
（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/017_gijiroku.pdf）
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法令遵守体制に関する規制
フランスやドイツでは、送電事業者の内部に、法令遵守やその監視のために独立した機関を置くこと
が義務付けられている（表 １-4）
。この担当者である「コンプライアンス・オフィサー」は、すべての
会議に参加し、行動規範の改善や実行に関する提案権限があるほか、会社への報告義務を負う。また、
その任命や解任には国の独立規制機関の承認が必要で、取締役等と同様、就任前及び退任後の就職制限
や兼職禁止の規制を受ける。
日本でも一般送配電事業者は、業務の実施状況を適切に監視するための体制整備が義務付けられてい
る。例えば一般送配電事業者は、発電・小売会社から独立した監視部門と法令遵守責任者を設置しなけ
ればならない。監視部門は業務全般の監視と取締役会への報告を、法令遵守責任者はコンプライアンス
体制の整備とその観点からの業務監視を行う機関とされる。しかしこれらの権限は欧州のコンプライア
ンス・オフィサーと比べて限定的で、改善提言や内部調査は法定されていない。またこれら機関の独立
性の確保は十分でなく、就任や解任、報酬の決定は社内の判断に委ねられ、独立規制機関は関与しない。
電力会社のコンプライアンスが問題になった例として、最近では、2019 年 9 月、関西電力の経営陣
を中心に、原子力発電所が立地する地方自治体の元助役から長期にわたり多額の金品を受領していた問
題が明るみになった。コンプライアンスの徹底は、社内規程を整備の上取り組まれていたはずであり、
会社の自主的取組の難しさと限界を示したといえる15。欧州の例を参考に、法令レベルであるべき行為
規制を明記すべきではないだろうか。
表 １-4 法令遵守体制に関する法令上の行為規制の例

注）制度設計段階では、法令遵守責任者は一般送配電事業者の従業員ではあるが「重要な使用人」として取締役等と同様の規
律（兼職制限等）を課す予定と説明された（経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会
制度設計ワーキンググループ「事務局提出資料～法的分離に関する検討について～」第 11 回（2014 年 12 月 24 日）資料 8-5、
p.18 参照）
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/011_08_05.pdf）
。こ
の点、改正法令の下では、法令遵守責任者の業務は、運営における中立性の確保が特に必要である特定送配電等業務（法 22
条の 3 第 2 項）に該当するとも考えられるが、明確ではない。
出典）各国の法令（2020 年 3 月現在）を基に自然エネルギー財団作成
15

経済産業省は、2020 年 3 月 29 日に、関西電力に対し，
「法令等遵守体制の抜本的な強化並びに法令等遵守を重視する
健全な組織風土の醸成」のための方策策定・実施を含む業務改善命令を発した。内容については，
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200316002/20200316002.html を参照のこと。
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■提言 1-3：送配電会社に対する監視の徹底と行為規制の法令化
送配電会社に対する行為規制について、徹底した情報公開で透明性を確保した上で、電取委による監
視を徹底すべきである。また、人事や法令遵守体制など、問題が指摘されながら自主的取組とされた課
題を中心に、必要な規制を法令化すべきである。

第３節 独立規制機関の役割と機能強化
本章第 1 節の通り、ドイツにおいて事業者自身が所有権分離を選択するに至った要因の１つは、独立
規制機関である連邦ネットワーク庁による行為規制と監督である。日本でも 2015 年に電取委が設置さ
れ、市場監視に一定の役割を果たすようになったと評価できる。一方で、系統運用などについてさまざ
まな問題が生じており（第 4 章参照）
、送配電部門の監督は十分とは言い難い。以下では、欧州の独立
規制機関の例を概観しながら、日本の電取委の現状と今後について検討する。

欧州の独立規制機関の権限と規制
欧州の独立規制機関の権限は強い。電気事業者に対して拘束力のある決定を直接発することができる
ほか、市場監視等のために必要な証拠収集権限や、罰則（その者の年間総取引高の 10％以下の金銭的制
裁）を課す権限が認められている。また、送電網の利用や増強にも大きく関与しており、送電網増強計
画の承認と実施状況の監視、送電料金の設定あるいはその規準を決定するのは独立規制機関の役割であ
る。そして、機関の独立性・中立性の確保のため、人事に関する規制も設けられている16。
例えば、法的分離を採用するフランスでは、エネルギー規制委員会（Commission de régulation de
l’énergie, CRE）が、送電網計画の承認・監視や送電料金規制を行っているほか、市場監視のための証拠
収集権限等を有する。また、内部にある２つの独立した機関（合議体 Collège 及び事業者間の紛争解決
や制裁を担当する CoRDiS）の人事については、メンバーの経歴、任命や解任、任期（6 年）
、兼職の禁
止等を法のレベルで定めている。同じく法的分離を採用するドイツの連邦ネットワーク庁（BnetzA）も
ほぼ同様の権限を持つ17。
所有権分離を採用するイギリスは、独立規制機関であるガス・電力市場委員会（Gas and Electricity
Markets Authority, GEMA）と、その執行機関であるガス・電力市場局（Office of Gas and Electricity
Markets, Ofgem）が、事業免許の発行を通じて電気事業者を規制している。事業免許の条件や法令の違
反に関する調査権限を有し、制裁金を課すなど罰則の適用も可能である。また、送配電の料金規制も
Ofgem が担当する。人事に関する規制についても法に明記があり、GEMA のメンバーは、職務の公平
性に支障をきたすような事業の遂行や財産上の利害関係の保持が禁じられている。

16

以上につき、前掲脚注 11 “Directive 2009/72/EC,” Chapter IX 参照。

17

なお、欧州委員会は 2018 年 7 月、BnetzA について、送電料金の決定規準の多くが経済エネルギー省に委ねられてお
り、独立性の確保に疑義があると指摘している。European Commission,” Infringement - Internal energy market:
Commission refers Germany and Hungary to the Court of Justice of the EU for failure to fully comply with the Third
Energy Package,” July 2018, retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4487.
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日本の電力・ガス取引監視等委員会の状況
これに対し、日本の電取委は、制度上の権限が限定的で、人事面の規制も異なっている。まず権限に
ついて見ると、電取委は、監視に必要な報告徴収や立入検査を行う権限を持っており、電力の適正な取
引の確保を図るために必要な場合は、一定の要件の下で、電気事業者や経済産業大臣に対し勧告するこ
と、また経済産業大臣に対し建議することができる。しかしながら、事業者等がその勧告等に従う法的
義務や、電取委が罰則を直接課す権限はない。また電取委の勧告に対して、経済産業大臣は尊重義務が
ない18。
また、広域機関は広域系統整備計画を策定するが、電取委はその際の前提となる各電気事業者が策定
する供給計画について、勧告を述べることができるにとどまり、広域系統整備計画自体を承認する立場
にない19。広域機関は全電気事業者が加入する機関であり、発電事業者や小売電気事業者もその会員と
なっていることも踏まえると、送電部門の確実な分離の観点から、広域機関の業務の中立性に対する監
視が重要であることは論をまたない。
次に人事面では、電取委委員長・委員の独立した職権の行使は保障されているものの、身分保障や服
務規定に相当する定めが電気事業法にない。この点は、行政組織法制上同様の性質をもつ証券取引等監
視委員会や公益認定等委員会、電波監理審議会（いわゆる 8 条委員会）などとも異なる。これらの委員
会・審議会の委員には、それぞれ違いはあるものの、罷免の制限や関係事業との兼職禁止、退職後の就
職制限などが設置根拠法に明記されている。これらと比較すると、独立性・中立性の確保が制度的に最
大限担保されているとはいえない。
さらに、電取委の委員は全員が非常勤である。これは、発足に当たり、「常に変化する電力市場の中
で、最新の知見を持った人材を任命する」ため、「非常勤でしか勤務できない者も含め幅広い層の中か
ら委員を任命する」必要があるとされたことによる20。最良の人材を任命する必要性に異論はないが、
電取委の業務範囲と量を考えると、委員の常勤化も検討すべきではないか。監視をその役割とする証券
取引等監視委員会や公益認定等委員会は、常勤の委員を任命して業務に当たっている。
電取委の業務は、経済分析から法律、工学まで、幅広い知見が求められる。電取委の業務の独立性を
高めるためには，業務を支える専門スタッフの充実も必要である。
なお、本章 2 節で述べた関西電力の金品受領問題に関し、経済産業大臣は 2020 年 3 月に業務改善命
令を発出したが、経済産業省はこの手続において必要な電取委への事前の意見聴取を怠った上、それに
ついて電取委から指摘された後、その手続きミスを隠蔽するよう決裁文書を改ざんするという事件が発
生した21。これは、経済産業省全般、あるいは政府全般のコンプライアンス上の問題であるとともに、

18

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法における調達価格等算定委員会の「意見の尊重」
（3 条 7 項）の例参照。
19

なお，2020 年 2 月に閣議決定された「強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改
正する法律案」では、広域系統整備計画に対する経産大臣の一定の権限が規定され、これが電取委に対する意見聴取事項
に組み入れられている。電取委の広域系統整備計画策定への関与の法定化であり、これまでよりも前進といえる。法案の
内容につき、https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-2.pdf 参照。
20

経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ「事務
局提出資料～新たな行政組織について～」第 12 回（2015 年 1 月 22 日）資料 6-6、p.11。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/012_06_06.pdf）
21

経済産業省ニュースリリース「関西電力株式会社に対する業務改善命令に係る不適切な手続への対応について」
（2020
年 3 月 31 日）。（https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331010/20200331010.html）
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電取委の独立性が低く、経済産業省内の手続上軽んじられていることを象徴的に表していると言えるだ
ろう。その観点からも電取委の独立性を強化することが急務である。

■提言 1-4：電取委の権限・関与の強化
組織法制上の限界がない限り、経済産業省から独立した形での拘束力ある決定権を認める、経済産業
大臣が電取委の勧告を尊重する規定を設けるなど、電取委の権限強化を図るべきである。また、送電網
への新規接続や整備計画・運用に関する部分への電取委の関与を強めるとともに、広域機関への監視も
強化すべきである。

■提言 1-5：電取委の人事強化とスタッフの充実
電取委の委員長・委員について、身分保障や兼職規制、退職後の就職規制等の規定を設けるとともに、
常勤化や専門スタッフの充実を追求し、その独立性と専門性を強化すべきである。

13

第２章 小売分野における競争促進と脱炭素社会を実現する小売市場
日本では、1995 年から発電市場の自由化が、2000 年から小売市場の自由化が始まったが、発送電分
離が実施されなかったこともあり、実質的に地域独占が保持されたまま、競争が十分に進展してこな
かった。小売全面自由化については、2000 年に契約電力が大規模工場や大規模商業ビルなどの 2,000kW

以上（特別高圧）の大口需要家向けに、2005 年からは中規模の工場や自治体など 50kW 以上（高圧）
の需要家向けに、小売事業への参入が自由化された。しかし、大手電力がそれぞれのエリアを超える「越
境供給」は 2014 年までの 10 年間で 1 件に止まるなど、実態として大手電力会社の地域独占が崩される
ことはなく、自由化対象分野での新規参入は進まなかった。その結果、一般家庭を含めた低圧の全面自
由化までは必要ないという声に推され、議論がずっと先送りされてきた。
ところが、2011 年に東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きたことで、消費者が自ら電力会社

や電源を選択したいという要求が高まった。また、すでに自由化されていた大口需要家向けには激しい
価格競争を行って新規事業者を閉め出しているのに、一般家庭などの非自由化・低圧部門では高い電気
料金を保ったままで、そこからの利益の割合の方が圧倒的に高いことも問題になった22。これが、冒頭
で触れた電力システム改革の背景の 1 つであり、「電力システムに関する改革方針23」において決定さ
れた３つの改革の柱の 1 つが、2016 年 4 月から実施された小売全面自由化である。小売全面自由化で
は、いままで大口需要家のみに開かれていた電力市場に、一般家庭などの小規模な消費者も参加し、電

力会社や電力メニューなど多様な選択が可能になることが目標とされている。本章では、小売の全面自
由化導入からおよそ 4 年後の現状について検証する。

第１節 小売分野の公正な競争のために
小売市場の競争状況
電力市場の競争の進展をはかる鍵の一つが、みなし小売電気事業者（旧一電）以外の新規小売電気事
業者（新電力）の市場シェアである24。小売全面自由化開始以降、新電力の電力販売量シェアは、全国
レベルで上昇傾向にある。全面自由化開始前に 3％台だった新電力のシェアは、開始後 3 年 9 ヶ月で約

22

電力会社平均（2006 年～2010 年度）では、販売量では大口需要家対象の自由化部門が 62%、家庭向けの非自由化部
門が 32％を占めるのに対し、利益は逆転しており、非自由化部門からの利益が 69％を占めた。東京電力に至っては、大
口需要家への販売量が 62％、家庭向けが 38％に対し、91％の利益を家庭向け非自由化部門から得ていた。資源エネルギー
庁「部門別収支について」経済産業省総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会第 2 回（2012 年 5 月
23 日）資料 4-1、pp.4-5。
（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11223892/www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/denkiryokin/pd
f/002_04_01.pdf）
23

電力システムに関する改革方針（平成 25 年 4 月 2 日閣議決定）。
（https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/06/20/20130402-01.pdf）
24

政府の審議会資料などで、大手電力と新電力の統計が出されるが、多くの場合、新電力の分類に大手電力の 100％子会
社が含まれるため、市場の実態が分かりにくくなっている。例えば、現在「新電力」として全国一のシェアを占めるテプ
コカスタマーサービス株式会社は、東京電力エナジーパートナーの 100％出資子会社であり、東北、中部、北陸などで営
業を展開している。
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16％となった25。東京エリアや北海道エリアなど新電力が 20％程度を占める地域もあるが、地域や電力
契約別に見ていくと、自由化はこれで十分進展しているとはいえない。
図 ２-1 は、小売全面自由化開始から 2019 年 12 月時点までの、各部門別の小売電気事業者別シェア
の変化をグラフ化したものである。大手電力 100％子会社を除く新電力について、特別高圧分野では、
2018 年 4 月時点では 6.3％まで上昇していたシェアが 3.8％へと 2％以上も減らしている。高圧分野で
は、
2018 年 4 月以降、
大手電力 100%子会社以外の新電力の契約伸び率が鈍化している傾向がみられる。
低圧分野では、2018 年 4 月時点よりほぼ倍増し、新電力が全体の 16.0％を占めているが、20％までに
は至っていない。電力使用量（kWh、キロワット時）の大きな特別高圧では新電力のシェアが減少し、
高圧でもシェア増加が鈍化していることから、旧一電による再独占化も懸念される。

図 ２-1 部門別・電力会社種別の小売シェア

出典）資源エネルギー庁「電力・ガス全面小売り自由化の進捗状況について」経済産業省総合資源エネルギー調査会電力・
ガス事業分科会電力・ガス基本政策小員会第 23 回（2020 年 3 月 27 日）資料 3
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/023_03_00.pdf）

低圧分野では、一定の競争状況が確保されるまでの暫定的措置として、旧一電に対する料金規制が残
された。この制度（経過措置料金制度）は 2020 年度の撤廃を目途としたものであったが、政府の審議
会等における評価において競争がまだ十分進んでいないとされ、2020 年度の撤廃は見送られた26。

25

資源エネルギー庁「電力・ガス全面小売自由化の進捗状況について」経済産業省総合資源エネルギー調査会電力・ガ
ス事業分科会電力・ガス基本政策小員会第 23 回（2020 年 3 月 27 日）資料 3。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/023_03_00.pdf）
26

経済産業省ニュースリリース「みなし小売電気事業者に係る指定旧供給区域の指定を行いました」
（2019 年 7 月 3 日）。
（https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190703002/20190703002.html）
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大手電力による取戻し営業と廉売行為の問題
小売自由化が進むにつれ、旧一電から新電力へ契約変更（スイッチング）しようとする需要家に対す
る、旧一電からの「取戻し営業」がこれまで度々問題視されてきた。「取戻し営業」とは、需要家のス
イッチング希望に際し、旧一電の小売部門が、スイッチングに必要な一般送配電事業者に寄せられる情
報を利用して、その顧客に対して新しい事業者より安値を提示して、スイッチングを阻止する行為であ
る。こうした「取戻し営業」について、知り得た契約変更情報を契約変更という目的以外の営業のため
に利用していることはコンプライアンスに違反するのではないか、また、市場支配的な旧一電が、顧客
に対して原価割れすら疑われる大幅安値を提案するのは不当な廉売行為にあたるのではないか、などの
指摘がある。
こうした状況に対して、電取委は、2018 年 12 月に、スイッチング情報の営業利用禁止と、スイッチ
ングを撤回させようとする「取戻し営業」を問題行為とする条項などを盛り込んで、
「電力の小売営業
27
に関する指針」を改訂した 。 さらに、2019 年 9 月から「小売市場重点モニタリング」を開始し（表 ２-1）28、
スイッチング期間に行われたか否かにかかわらず、広く卸市場価格を下回るような価格を提供する例に
ついて新電力からの情報提供を呼びかけている。卸市場価格が目安とされたのは、市場に売っていれば
より儲けが大きかったはずが、より安価な小売料金で販売するという行為は経済合理的ではなく、新規
参入者を市場から排除しようとする行為とも取れるからである。
「小売市場重点モニタリング」自体は小売市場における公正な競争環境形成において一歩前進と評価
できるものの29、現行の申告ベースによる方法には限界があると考えられる。新電力の多くは大手電力
と取引関係を持っており、実際に現状に即した申告がなされるのかどうか不透明だからだ。申告があっ
たものに限ることなく、直接需要家や大手電力への定期的なヒアリングを実施すること、また、個別対
応にとどまらない、より明確な規制の導入を早急に検討することが必要である。なお、公正取引委員会
も電力分野に関する情報提供窓口をホームページ上に設置するなど情報収集に努めているが、今後は同
委員会も特定の需要家に対する不当な安値設定など，独占禁止法上違法となるおそれがある行為が行わ
れていないかの監視を強化すべきである。
表 ２-1 小売市場重点モニタリング対象者

出典）電取委「小売市場重点モニタリングについて」（2019 年 9 月 18 日）
（https://www.emsc.meti.go.jp/info/business/monitoring/）

27

経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（2018 年 12 月 27 日改訂）。
（https://www.emsc.meti.go.jp/info/guideline/pdf/20181227.pdf）具体的には次の通り。「需要家が切替え後の小売電気
事業者にスイッチングを申し込んでから、スイッチングが完了し、切替え後の小売電気事業者による小売供給が開始され
るまでの間に、切替え前の小売電気事業者が、当該需要家が切替え後の小売電気事業者へのスイッチングを申し込んだ旨
の情報を知りながら、当該需要家が既に申し込んだスイッチングを撤回させることを目的とする行為（ただし、需要家の
要請を受けて行う場合を除く。以下「取戻し営業行為」という。）を行うことは、これによりスイッチングを阻害し、電
気事業の健全な発達に支障が生じるおそれがあり、問題となる。」
28

電取委「小売市場重点モニタリングについて」
（2019 年 9 月 18 日）
。
(https://www.emsc.meti.go.jp/info/business/monitoring/)
29

同モニタリングの結果について，電取委事務局「小売市場重点モニタリング調査結果及び発電・小売間の不当な内部
補助防止策について」電取委制度設計専門会合第 46 回（2020 年 3 月 31 日）資料９。
（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/046_09_00.pdf）
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そもそも、大手電力が廉売行為を行うことができる背景には、投資回収済みの大規模電源を独占して
いることが大きな理由として挙げられる。例えば関西電力の場合、2017 年 6 月と 2017 年 7 月にそれぞ
れ高浜原子力発電所 4 号基と 3 号基の運転を再開させたが、その直後の 2017 年 8 月 1 日には、この運
転再開ならびに経営効率化を理由として、平均 4.29%（自由化部門は 4.9%）の値下げを実施した。ま
た、大飯原子力発電所 3 号基と 4 号基の運転再開（3 号基：2018 年 3 月、4 号基：2018 年 5 月）に伴っ
て、2018 年 7 月 1 日付でさらに平均 5.36%（自由化部門は 5.94％）の再値下げを行っている。
かつて独占事業者であった旧一電は、総括原価方式の時代に作られた大型電源を数多く所有してお
り、中には水力発電所や原子力発電所など、限界費用が安価な発電所も含まれている。加えて、旧卸電
気事業者（電源開発株式会社と日本原子力発電株式会社）と旧一電との間で結ばれた長期相対契約に伴
う電源の市場への切り出しも十分に進んでいない。発送電分離においても発電・小売親会社方式が許容
されるなど（第 1 章参照）、発電部門と小売部門を分離する規制上のインセンティブがない中で、今後、

発電部門で優位な立場を利用した不当な内部補助が行われないよう、内外差別の撤廃を求めて市場の監
視を強めていく必要がある（競争の公平性確保（イコールフッティング）については、別途第 3 章で取
り上げる）。その際、電力システム改革の過程で一度検討された、市場支配力の監視における分析手法
などについても再度議論することが求められる（表 ２-2）。

表 ２-2 欧米での市場監視における分析手法例

出典）経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ「事
務局提出資料～卸電力市場の活性化について～」第 3 回（2013 年 10 月 21 日）資料 4-2、p.47
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/03_04_02.pdf）
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原子力処分コスト負担の「公平性」が生む電力市場のひずみ
小売全面自由化にともない、これまで旧一電が小売料金に上乗せして回収していた原子力発電の処分
や損害賠償等にかかわる一般負担金が、需要家の新電力への移行や料金規制の撤廃によって回収できな
くなるという事情が生じてきた。一般負担金には、東京電力福島第一原子力発電所の事故による巨額の

賠償費用も含まれる。
それに対し政府は、2016 年から 2017 年にかけて開催した「電力システム改革貫徹のための政策小委
員会（貫徹小委）」において、原子力の廃炉費用や東京電力福島第一原子力発電所事故の費用を過去に
遡って託送料金に上乗せし、新電力も負担する（結果として需要家が負担する）ことを決めた30。2020
年 4 月からこの「負担金」の徴収が始まっており、1kWh あたり 0.07 円（平均で一家庭あたり月 18 円）
を今後 40 年間にわたって、全需要家が支払う想定となっている。

こうした前例のない措置に対して、実質 3 ヶ月しか行われなかった議論の過程では、過去分の負担に
ついての是非、原発を持たない新電力の負担の是非、送電とは直接関係のない発電部門のコストが託送
料金に乗せられることの是非、事故処理に関する損益を営業損益に紛れ込ませるという会計ルール変更
の混乱31など、多くの問題点が指摘された32。しかし、需要家は過去に原子力発電を使った（恩恵を受け
た）経緯があるとして、規制料金が唯一残る託送料金から徴収するという説明で一蹴された。そもそも、
原発の廃炉や賠償のための費用は，原子力発電事業のコストであり、原発をもつ大手電力の発電部門が

卸価格に含めて顧客である小売部門や小売事業者から回収する性質のものである。こうした費用を特別
扱いすることは、新電力にとって電源アクセスが限られている現状の下では、原発由来の電力を一手に
取り扱う大手電力の小売部門の調達コストを低減することを意味し、小売市場の競争条件の観点からも
問題が大きい。
小売電気事業者による公平な電源アクセスについての問題は、別途解決されなければならないが（第
３章参照）、それとは別に、原子力発電所に係る一般負担金の問題は、自由化された電力市場下におい
てもなお、特定の電源の費用を、将来の需要家やその電源を利用していない需要家も含めた、全需要家
で負担させるという考え方である。さらに、その費用回収を行うために、会計ルールも改変してしまう
という、総じて電力市場のあり方を歪めてしまう制度である。今後、託送料金制度の見直しの機会に、
制度変更が必要である。

■提言 2-1：大手電力による廉売行為の監視強化
公正な小売市場競争を促進するため、電取委及び公正取引委員会は大手電力（旧一電）等による廉売
行為に対する監視を強化すべきである。

30

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会「電力システム改革貫徹のた
めの政策小委員会中間取りまとめ」（2017 年 2 月）。
(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/pdf/20170209002_01.pdf)
31

金森絵里「原発会計はどこまで特殊か」自然エネルギー財団連載コラム（2016 年 12 月 2 日）。
（https://www.renewable-ei.org/column/column_20161202_02.php）
32

高野学「原子力事業者に係る損害賠償・廃炉費用と託送料金」『商学研究』(2018 年) 第 34 号 pp.121-144。
（https://www.bus.nihon-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/34_TakanoManabu.pdf）
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■提言 2-2：託送料金による原子力一般負担金回収の見直し
託送料金は本来、送配電に係る費用を回収するための料金であり、それを用いた原子力一般負担金の
回収方法は見直す必要がある。
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第２節 脱炭素社会を実現する小売市場改革の促進
脱炭素社会の実現と小売市場
脱炭素社会の実現には、エネルギー部門、特に、電力システムの脱炭素化（自然エネルギー化）が重

要な要素であり、電力そのものを脱炭素化の方向に導く市場づくりが重要になる。価格シグナルだけで
なく、持続可能性の視点を市場取引における評価軸として加えていく必要がある。現在の日本では、炭
素排出係数の高い石炭が競争力を持つ仕組みになっているため33、電力市場において炭素排出係数の高
いものにはペナルティを付ける制度が必須である。その主たる手段はカーボンプライシング制度の導入
だが、そのような社会全体に関わる制度の議論は他へ譲ることとし、本節では、2016 年の小売全面自
由化に伴い可能となった、一般家庭を含む需要家が電源を選択できる電力小売市場の整備状況について
見ていくこととする。
図 ２-1 で示した通り、小売全面自由化により低圧部門の約 16％の需要家は既に新電力への切り替え
（スイッチング）を行っている。電力システム改革が進展する欧州各国々の累積切替率は、イギリス（自
由化から 16 年）が 66％、ポルトガル、ベルギー（自由化からそれぞれ 4 年、7 年）がそれぞれ 47％、
46％となり、チェコやドイツも 30-25％となっている34。前節でも確認したが、全面自由化が始まって 4
年の日本の低圧部門の切替率は、ある程度進んでいるといえるのではないか。
ただし、一方でこのような小売競争は価格面に限定され、消費者が小売サービスを選ぶ際に十分な選

択肢が与えられているか否かについては、疑問が残る。小売自由化が始まって以来、携帯電話や通信サー
ビス、ガスを電力販売と組み合わせたもの、ポイントが付くものなど多様なメニューが登場しているが、
いずれも価格のみを取り上げている。確かに価格は非常に重要な指標であり、アンケート調査によれば、
電力会社を切り替える際の動機として重視するという声は根強い35。しかし同時に、多くの家庭の消費
者は、使う電気がどのように作られているかを知りたいとも考えている36。

日本における電源表示の問題
消費者が電源や供給者を選択するには、それに関する情報が提供されている必要がある。電気は二次
エネルギーであり、コンセントの向こう側は需要家には明らかではないため、特に家庭の消費者にとっ
て、十分に説明を受けた「インフォームド・チョイス」を行うためには、電源構成や発電の場所、二酸
化炭素や放射性廃棄物の排出量など、電力の基礎情報の「見える化」が欠かせない。

33

二酸化炭素排出あたりでみると、産業用石炭の価格は産業用天然ガスの価格の 5 分の 1 である。環境省「カーボンプ
ライシングの意義・効果および課題等（これまでの続き）」環境省カーボンプライシングの活用に関する小委員会第 4 回
（2018 年 11 月 22 日）資料 2、p.31（（参考）本体価格を含めた燃料別の CO2 排出量 1 トンあたり税率）。
（https://www.env.go.jp/council/06earth/cp04mat02.pdf）
34

電取委「電力市場における競争状況の評価」電取委第 77 回（2017 年 4 月 5 日）資料 3-2、p.20。
（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/077_03_02.pdf）
35

電通マクロミルインサイト「平成 30 年度 産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）(電
力・ガス小売自由化における消費者の選択行動アンケート調査事業)調査報告書」（2018 年 12 月 18 日）
（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000597.pdf）、エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社「家
庭部門の地域別新電力切替状況調査 2018」（2019 年 1 月 9 日）
（https://www.mri-ra.co.jp/blog/2019/01/mifreport2019-1.pdf）などを参照。
36

日本生活協同組合連合会が 2015 年 4 月に実施したアンケートでは、「電源構成は選択のために必要な情報になるか」
を尋ねたところ、「必要な情報だ」と回答した人が 8 割以上にのぼり、さらに電力会社に対して「電源構成の情報公開を
義務付けたほうが良いか」という問いに対しては、9 割近くの人が「義務づけたほうが良い」と答えている。日本生活協
同連合会調査結果ニュースリリース「これからの電力のあり方についての消費者意識調査」（2015 年 5 月 8 日）。
（https://jccu.coop/info/press_150508_01_01.pdf）
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しかし日本では、小売全面自由化後もこれら電源表示は義務化されておらず、経済産業省が制定した
「電力の小売営業に関する指針」37では、望ましい行為としての推奨に止まっている。2016 年の小売自
由化開始時に、「望ましい行為として推奨すれば、小売事業者は従わざるを得ない」との政府の主張が
あったが、現状では、電源表示を行っていない比較的大手の小売事業者も存在する。そうした事業者に
とっては、電源表示を行うインセンティブが存在しないため、消費者の電源選択において環境影響とい
う基準を打ち出せていないのである。
その結果、日本では石炭火力発電の持つ環境への悪影響（負の外部性）について、消費者の関心が高
まらず、小売事業者はその問題よりも表面的なコストから電源を選びがちになっている。実際に現在の
日本は、先進国の中で唯一、石炭火力の増設計画を持っている国であり、海外への輸出政策についても
国際的な批判を浴びている。
日本が 2012 年に本格的な電力システム改革の議論を始めて以降、ここ数年で気候危機を取り巻く状

況は大きく変化している。年々厳しさを増す気候危機の影響は、日本でも豪雨被害や台風被害、酷暑な
ど目に見える形となっている。2015 年に COP21 で合意されたパリ協定は、1 年にも満たない翌年に発
効した。世界各国で続く大規模災害を受けて、より厳しい気候行動目標を求める声が高まっており、各
国の自然エネルギーの目標も大幅に上げられつつある。自由化された小売市場は、そのような社会的要
請の方向に消費者を誘導する制度設計にすべきである。

欧州と米国のラベリング制度
一歩先んじる欧州や米国の電力システム改革では、電源そのものの転換と共に、需要家自らによる自
然エネルギーの選択を一層可能にする小売市場の構築に長く取り組んできた。価格を重視する傾向はあ
るが38、そもそも自然エネルギーのトラッキングシステム39が構築されその情報公開が義務づけられてい
ること、電力市場に透明性があり競争が活発であること、炭素税や排出量取引制度などの気候変動対策
が整っていることなどから、需要家をとりまく状況には非常に大きな差がある。こうした環境整備は、
政策的措置によってなされるべきものである。

例えば欧州委員会は、欧州統一市場での電力取引の円滑化や各国の自然エネルギー達成状況の把握の
ために、加盟各国に対し、EU 指令により自然エネルギーのトラッキングシステム（発電源証明：
Guarantee of Origin, GoO）を整備するように義務づけている40。加盟国は自然エネルギー起源の電力を
この GoO にて管理し、他国とのやり取りも行っている。単なる電子情報としてだけではなく、現在は
売買も行われている。

37

前掲脚注 27「電力の小売営業に関する指針」。

38

Agency for the Cooperation of Energy Regulators(ACER)/Council of European Energy Regulators(CEER), “Annual
Report on the Result of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2014”, 30 November, 2015,
retrieved from
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2
015.pdf.
39

発電源、発電技術、発電場所、発電日、発電量、販売・購入量など、発電から消費までの履歴を証明するシステム。

40

Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of
electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market, Directive 2009/28/EC of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources
and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
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そして、先行して進められてきた電力改革の流れでは、2003 年の EU 指令で41、加盟国に対して電力
情報の公開を義務づけている。GoO の情報もそのまま使うことができる。情報の公開は、電力市場に
おける小規模で脆弱な最終需要家の保護のためとしており、二酸化炭素排出や放射性廃棄物など、環境
への影響についても入手可能な場合は公開するように求めている。図 ２-2 はイギリスの例である。
図 ２-2 イギリスの電力ラベルのサンプル例

出典）Ofgem, “Fuel Mix Disclosure by Electricity Suppliers in Great Britain Guidelines” October 2005, pp.20-21, retrieved
from https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2005/12/12340-282_05.pdf

他方、米国では、エネルギー政策は原則として州政府が行うため、州毎に状況は異なる。現在 16 州
で全面自由化が実施、その他 14 州で限定的な電力やガスの自由化が導入されている。

例えば、2030 年に 60％、2045 年に 100％の自然エネルギー電力導入目標を掲げているカリフォルニ
ア州は42、一般家庭の小売自由化は実施されていないが43、消費者保護や環境政策の推進のため、電源証

41

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for
the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC.
42

SB-100 California Renewable Portfolio Standard Program: emissions of greenhouse gases (Senate Bill No.100, Chapter
312, approved by Governor and filed with Secretary of State, September 2018), retrieved from
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB100.
43

California Direct Access Program. SB-695 Energy: rates (Senate Bill No. 695, Chapter 337, approved by Governor and
filed with Secretary of State, October 2009), retrieved from
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=200920100SB695.
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明（Power Content Label）を義務づけている44。また、最も自由化が進んでいると評価されるテキサス
州は、2002 年の小売全面自由化に際して、市場の透明性の確保や消費者保護の観点から電源証明を義
務づけている 45 （図 ２-3 は 2 州の例）。その他、”fuel mix disclosure”、”fuel mix and emission
disclosure”、”environmental information disclosure”、”environmental disclosure program”、”fuel mix and
environmental characteristics disclosure”など、
20 以上の州が電源証明を導入し公開を義務づけている46。
その理由として、一般家庭など小規模需要家が「インフォームド・チョイス」を行うための消費者保護
の観点とともに、電力市場の透明性と効率性の確保、環境への配慮などがあげられている47。
図 ２-3 米国の電力ラベルのサンプル例
カリフォルニア州

テキサス州

出典）California Energy Commission, “Power Content Label Template,” Updated August 2019, retrieved from
https://ww2.energy.ca.gov/pcl/documents/, および Wilhite, Harold, “An assessment of experiences in the U.S.A. with
power and emissions disclosure information for energy consumers,” CICERO Report 2007:2, Center for International
Climate and Environmental Research, 2007, figure 4, retrieved from
https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/handle/11250/191984

すべての小売事業者に対し、消費者に向けて、使用されるエネルギーについての、正しく、信頼でき、分かりやすい
情報を提供することを求めている。AB-162 Disclosure of sources of electrical generation (Assembly Bill No.162 Chapter
313, approved by Governor and filed with Secretary of State, October 2009), retrieved from
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=200920100AB162, and SB-1305 (Senate Bill No.1305
Chapter 796, approved by Governor and filed with Secretary of State, October 1997), retrieved from
http://www.leginfo.ca.gov/pub/97-98/bill/sen/sb_1301-1350/sb_1305_bill_19971009_chaptered.html.
44

45

Article 25.475 (General Retail Electric Provider Requirements and Information Disclosures to Residential and Small
Commercial Customers) and 25.476 (Renewable and Green Energy Verification) of Electric Substantive Rules, retrieved
from https://www.puc.texas.gov/agency/rulesnlaws/subrules/electric/Electric.aspx. また、Public utility commission of
Texas, “The Electricity Facts Label, What It Is and How It Will Help You Shop for Electricity”, retrieved from
https://www.puc.texas.gov/industry/electric/rates/facts/efl_brochure.pdf も参照。
46

Database of State Incentives for Renewables & Efficiency (DSIRE, https://programs.dsireusa.org/system/program)に
よると generation disclosure に関する政策は 25 州にある（2020 年 5 月 1 日現在）。
47

National Council on Competition and the Electric Industry, “Electric Product Disclosure: A Status Report” , July 2002,
retrieved from な https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-sedano-electricproductdisclosure-2002-07.pdf,
and Bird L.A., “Understanding the Environmental Impacts of Electricity: Product Labeling and Certification”, NREL
(NREL/TP-620-33475), February 2003, retrieved from https://www.nrel.gov/docs/fy03osti/33475.pdf などを参照。
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自然エネルギー電源購入の課題
小売自由化に伴う旧一電と新電力の電源調達や、電源トラッキングの問題は、家庭などの規模の小さ
い需要家だけの問題ではない。
ここ数年、日本でも、パリ協定の発効などに後押しされる形で、企業や自治体といった需要家の立場

から、温室効果ガスを排出しない電力を求めて、自然エネルギー100％の電力を利用しようとする動き
が急速に広がっている。日本企業 30 社以上が参加する「RE100」のキャンペーンもその一つだ48。電力
を販売する小売電気事業者側もこのような声に応えるために、自然エネルギー100％の電力メニューを
相次いで商品化している。
各社が供給するメニューの電源を見ると、旧一電と新電力で明確な差がある。旧一電は、自社グルー
プが運転する水力発電所の電力を主体に電力メニューを展開しているが49、新電力は自然エネルギー由
来の電力証書を組み合わせるか、固定価格買取制度（FiT）の適用を受けていない「非 FiT」の発電所
から調達するか、どちらかの方法である。
調達コストの点では、明らかに旧一電が有利となる。第 3 章でも別途触れるが、旧一電や旧卸電気事
業者が運転する水力発電所の多くは、古くから稼働していてすでに減価償却を終えている。また、追加
的な環境価値という観点からも問題がある50。一方で、新電力は、電力の調達コストに加えて証書の購
入費がかかる。公正な競争環境を整備するためには、大手電力の発電部門と小売部門との分離や電源の
切り出しなどの措置を実施し、安価な水力発電所の電力が同じグループ内だけに供給される状況を構造

的に変える必要がある。
さらに、今後は FiT の買取期間を終了した「卒 FiT」の住宅用太陽光の余剰電力が大量に供給される
ようになる。
「卒 FiT」電力は自然エネルギーとして認められ、自然エネルギー100％のメニューとして
販売する事業者が増えてくる見込みである。住宅用太陽光の余剰電力の多くは従来から旧一電が買い
取っているので、旧一電は、そのまま卒 FiT の電力を 1kWh あたり平均 8 円程度で買い取ることで、卸
電力市場の前日スポット価格（平均 10 円程度（2018 年度）
）よりも安い価格で自然エネルギーの電力

を調達できることになる。新電力はそれよりも高い価格を提示して契約を変更してもらう必要があり、
調達コストが高めになってしまう。
2020 年 4 月以降、送配電ネットワークを通じて供給される自然エネルギーの電力の環境価値（温室
効果ガスを排出しないなどの効果）は、原則として51非化石証書として登録することが求められており、
旧一電の水力発電や「非 FiT」と「卒 FiT」電源によって発電された電力も対象に含まれる。非化石証

48

Climate Group と CDP が主導する、大企業の自然エネルギー利用を進めるキャンペーン。Apple や Google などが参
加し、自然エネルギー利用を拡大している。CDP ジャパン「RE100 技術要件（Criteria）再エネ電力の調達手段につい
ての技術ノート 2018 年 1 月」。
（http://media.virbcdn.com/files/db/53c22ceaf91bdd54-RE100TechnicalCriteria_Japanese20200317.pdf）
49

東京電力エナジーパートナーの「アクアプレミアム」をはじめ、関西電力の「水力 ECO プラン」、九州電力の水力と
地熱を組み合わせた「再エネ ECO プラン」などがある。
50

自然エネルギーの環境価値に対してコストが支払われる場合、すでに減価償却が進み新たな環境価値を生み出さない
電源と、新たに建設され、環境価値を「追加的に」提供する電源かどうか区別する必要がある。欧米では、古い大型水力
発電などからの電源には追加的な環境価値を認めない考え方が一般的である。
51

経済産業省の指針では、
「他制度によって環境価値が顕在化され切り離された電力については、この限りではない。」と
整理されており、グリーン電力証書などがその例外にあたる。経済産業省「非化石価値取引市場に関する既存契約見直し
指針（案）」脚注 3、経済産業省総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会制度検討
作業部会第 35 回（2019 年 10 月 28 日）資料 3-2、p.1。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/035_03_02.pdf）
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書は市場で売買する方法のほかに、発電事業者と小売電気事業者が相対契約で取り引きすることも可能
である。旧一電や電源開発が運転する水力発電所の電力の多くは、従来のまま相対契約を継続すること
が予想されるが、非化石価値取引市場に出てくる非化石証書の量は限られる可能性が大きい。
非化石証書には、前述の電源表示がなされていないという根本的な問題もある。発電所から購入者ま
でをトラッキング（追跡）できる仕組みがないと、どのような環境負荷で発電した電力（あるいは証書）
を購入したかを確認できない。RE100 でもトラッキングを推奨しており、非化石証書をトラッキングで
きるように資源エネルギー庁に求めている。現在は一部の非化石証書に限定してトラッキングできる実
証の段階にある。今後は非化石証書が日本の自然エネルギー電力の環境価値を証明する共通の仕組みに
なることから、すべての非化石証書をトラッキングできるシステムを早急に整備すべきである。
また、現在の電気事業法では、需要家に電力を販売できるのは国に登録した小売電気事業者に限られ
ているが、これに対して欧米の先進国では、需要家である企業が発電事業者と電力購入契約（Power

Purchase Agreement：PPA）を直接締結できる国や地域が多い。需要家にとっては電力調達手段の選択
肢が増えて、より条件に合う自然エネルギーの電力を購入しやすくなる。発電事業者は電力の販売先を
多様化できるため、健全な競争環境が生まれる。自然エネルギーの発電コストの低下を促して、国全体
の電力コストを低減する効果も期待できる。日本においても需要家と発電事業者の PPA を可能にして
いくことが望ましい。

■提言 2-3：需要家が自然エネルギー電力を選びやすくする制度導入
需要家が自然エネルギー電力を選択しやすくするため、電源トラッキング、小売電気事業者に対する
電源および二酸化炭素排出量の表示義務、需要家が発電事業者と電力購入契約を直接締結できる仕組み
などを導入すべきである。

■提言 2-4：大手電力会社内での非化石価値取引への監視
自然エネルギー電力の売買に際し、大手電力が一方的に有利にならないよう、旧一電の発電部門から
小売部門への非化石価値取引を監視する必要があり、場合によっては大手電力の発電部門と小売部門の
分離など構造的措置も検討すべきである。

■提言 2-5：非化石証書を国際的に通用する制度へ
電源トラッキングと同様の制度を整備し、非化石証書内で電源情報を明記すべきである。同時に、電
源の持続可能性についてのクライテリアの整備など、国際的にも適用できる制度にしていくことが必要

である。
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第３章 発電分野における競争促進と市場制度改革
第２章で述べた小売分野における競争促進の前提となるのが、発電分野における競争である。2016
年に発電分野の全面自由化が実現し、2020 年には発電部門と送電部門が法的分離されるなど、発電分
野の競争条件は整いつつあるように見える。本章では実際に競争が進んでいるのか、前日スポット市場
は機能しているのか、ベースロード市場や容量市場はどうあるべきか、議論する。

第１節 発電分野の競争と前日スポット市場の状況
発電分野の競争状況
日本の発電分野では、戦後長らく、発送電一貫の旧一電の発電部門と卸電気事業者としての電源開発
や日本原子力発電が、法定独占体制下で供給責任を担ってきた。しかし 1995 年の電気事業法改正によ
り発電分野の自由化が始まり、製鉄会社や製紙会社、ガス会社などが IPP（Independent Power Producer,
独立系発電事業者）として参入し、旧一電に対する卸供給を行うようになった。そして東京電力福島第
一原子力発電事故後の電力システム改革を通して、2016 年 4 月の小売全面自由化と同時に卸供給規制
が撤廃され、発電分野の完全自由化が実現した。
現状において、果たして発電分野における旧一電等既存事業者による電源の寡占状態は緩和されてい
るのだろうか。資源エネルギー庁の電力調査統計によれば、2019 年 9 月の旧一電等（旧一電、旧卸電
気事業者、およびこれらの 100％子会社）が所有する電源はおよそ 213GW であり、国内の電気事業者
が保有する電源の約 8 割に達する52。発電の完全自由化が行われた 3 年前と比べても、現状にほとんど
進捗は見られず、旧一電等が多くの電源を引き続き保有している状況は変わっていない。またこれら電
源の多くは、法定独占時代に総括原価方式に基づいて設備形成されたものであり、発電分野の競争にお
いて圧倒的な優位に立つ。
発電部門と小売部門は、2020 年の法的分離後も引き続き同一企業グループに属してもよいと認めら
れている。その上、大手電力会社のほとんどが選択した「発電・小売親会社方式」（第１章参照）の場
合には、法的にも同一の会社であり続けることになる。こうした仕組みにより、旧一電の発電部門は自
社の小売部門（みなし小売）に優先的に電力供給を行い、他社への供給を抑制する誘因が残ることにな
る。このような状況下では、新電力は、卸電力取引市場に出回る限られた電源の調達に依存せざるを得
ず、電源を寡占する支配的事業者による市場操作が可能な状況が生じる可能性が高い。
これに関連して、電取委委員長の私的研究会「競争的な電力・ガス市場研究会」では、2018 年 8 月
に公表した中間論点整理において、以下の 2 点について具体的な懸念を示している53。これらの懸念を
払拭することが今後重要になる。
⚫

卸電力市場の市場閉鎖（社内取引、長期の卸ないしは小売契約）の発生や流動性の低下に対
する懸念

52

国内には電気事業者以外に 1000kW 以上の自家用発電所がおよそ計 28GW（2019 年 9 月現在）、FiT 適用の発電所は
51GW（2019 年 9 月現在）存在する。FiT 分は電気事業者の保有分も含むが、電気事業者以外も多いため、これらを考
慮すれば、国内の全発電出力は 300GW 以上と推定される。
53

電取委競争的な電力・ガス市場研究会「中間論点整理」（2018 年 8 月 9 日）p.16。
（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_studygroup/pdf/180809_report.pdf）
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⚫

支配的事業者内の発電部門と小売部門間の内部補助により、発電・卸市場および小売市場の
競争が歪曲される懸念

前日スポット市場とグロス・ビディングの効果
電源の寡占状況の解消について、諸外国で選択された強制売却措置は、日本では大きな反発を招く可
能性があり、短期的には導入が難しい。こうした状況のなかで、発電と小売を適切に橋渡しする可能性
を持つのが、卸電力取引市場、中でも前日スポット市場である。日本の前日スポット市場は 2005 年に
創設され新電力などに電力供給してきたが、近年まで取引約定量が極めて少ない（全販売電力量の 1％
程度）状況が続いてきた。残り 99％のほとんどが、旧一電等による相対取引や内部取引であり、発電市
場も小売市場も活性化されないままだった。
そのため政府は、2016 年 4 月に卸規制が撤廃されて以降、旧一電等の電源を市場へ供出させ、流動
性を高める取り組みを進めてきた。例えば、電源開発が旧一電に提供してきた電源の切り出しについて
は、2019 年 12 月時点で 60 万 kW 以上（保有する電源出力 1637 万 kW の約 4%）を実施している54。
旧一電の発電部門も、自主的取り組みとして限界費用ベースでの玉出し、余剰電源の全量投入、グロス・
ビディング、予備力削減などを行っている。
このうちグロス・ビディングは、旧一電の発電部門が自社の小売部門へ供給する場合でも、同量の電
力量を前日スポット市場経由で買い戻すことを指す。この取り組みは 2017 年春ごろより順次開始され、
旧一電は販売電力量の 20～30%をグロス・ビディングに供出するとなっている55。グロス・ビディング
の状況は、電取委の専門会合でもモニタリングされており、2019 年 10 月～12 月には売り入札量が 321
億 kWh、約定量が 320 億 kWh（みなし小売の販売電力量の約 19%）となった56。
図 ３-1 販売電力量に対する前日スポット市場および時間前市場の取引率

出典）電力取引報ならびに JEPX データより自然エネルギー財団作成

54

電取委事務局「自主的取組・競争状態のモニタリング報告（令和元年 10 月～令和元年 12 月期）」電取委制度設計専門
会合第 46 回（2020 年 3 月 31 日）資料 12。（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/046_12_00.pdf）
55

電取委事務局「グロス・ビディングの今後の進め方について」電取委制度設計専門会合第 28 回（2018 年 3 月 29 日）
資料 4。（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/028_04_00.pdf）
56

前掲脚注 54「自主的取組・競争状態のモニタリング報告（令和元年 10 月～令和元年 12 月期」。
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こうした継続的な取り組みの結果、2019 年時点で販売電力量の 30%程度が前日スポット市場や時間
前市場を通して取り引きされるようになったことは評価できるが（図 ３-1）
、旧卸電気事業者による電
源供出や旧一電によるグロス・ビディングは、あくまで自主的取り組みであり、いつまで続くか不確実
性がある。また、これまで大手電力の発電部門は、保有する資産を最大限活用して利益を上げるという
より単に小売部門に電力供給を行うという立ち位置であり、卸電力市場への供給も小売部門が窓口と
なっていたため、小売部門のさじ加減がグロス・ビディングに影響を与える可能性も否定できない。第
2 章で指摘した通り、みなし小売による営業活動も活発化している。今後、寡占状態が続く旧一電の発
電部門から十分な供給力が適切に市場に提供されるよう、さらに競争政策を強化し、競争が進まない場
合には構造的措置の検討も必要であろう。

欧米における発電分野の競争促進のための構造的措置
発送電分離を含む電力自由化を日本に先んじて 1990 年代から進めた欧米では、発電分野において構
造的措置を含む競争促進策が講じられてきた。
米国では、州政府がエネルギー政策を担っており、州によって電気事業のあり方はさまざまである。
垂直統合型の民営あるいは公営の電力会社が地域独占状態にある州もあれば、すべてを民営化して非常
に競争的な電力市場を築いている州もある。一部の州は、小売りの全面自由化などの電力システム改革
を熱心に進めてきており、特にニューヨーク州は、1997 年に卸電力市場、1998 年に小売市場の自由化
を行い、先進的にシステム改革を進めてきた。小売市場の自由化導入に際しては、競争促進の観点から、
各民営電力会社に発電設備の売却を要求した。こうして市場における電源調達の活発化に成功、電気事
業の競争や再編が推し進められた57。
イギリスでは、国有企業 CEGB が法定独占の下で電気事業を行ってきたが、1989 年成立の電力法に
基づき、送電事業者 1 社、配電事業者 12 社、発電事業者 3 社へと分割民営化が行われ、小売分野も自
由化が始まった。このうち CEGB の火力発電部門の多くを National Power と PowerGen が、原子力発
電部門を Nuclear Electric が引き継いだ。1990 年の自由化開始以降、イギリスでは、発電する電力全量
を卸電力市場に入札させ販売する「強制プール制」が導入されていたが、卸電力価格が低下しないため、
1996 年に、National Power と PowerGen の発電設備の約半分を他社に売却することを求め、売却が実
行された。両社はその後も、他部門の事業採算悪化等が生じて保有発電設備を削減するなどし、当初 80%
近くあった容量ベースのシェアは 2000 年に 30%弱となった。こうした市場制度改革の実施により、イ
ギリスの卸電力価格は 4 割下がったとされる58。なお、現在もイギリスでは、卸電力取引市場の流動化
を目的とし、マーケットメーカー制度およびマーケットアクセス制度と呼ばれる大手発電小売事業者
（Big6）に対する非対称規制が設けられている。

57

一般財団法人日本エネルギー経済研究所「平成 27 年度電源立地推進調査等事業（国内外における電力市場等の動向調
査）調査報告書」（2016 年 2 月）、p.66。（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000099.pdf）
58

AT Kearney「海外自由化市場の事業環境の変化と日本の電力市場の展望」総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業
分科会電力基本政策小委員会第 5 回（2016 年 3 月 30 日）資料 5-1
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_kihon/pdf/005_05_01.pdf）、木船久雄「英国の電力
改革―NETA 以前・以降の成果と評価―」名古屋学院大学論集社会科学篇（2003 年）40 巻 2 号 pp.19-37
（https://core.ac.uk/download/pdf/80045851.pdf）、杉平二郎「英国：電力自由化、規制改革と企業戦略」『エネルギー
経済』（2003 年 4 月）29 巻 2 号（なお所収情報は一般社団法人日本エネルギー経済研究所の同誌掲載論文一覧
（https://eneken.ieej.or.jp/publication/index.html#journal より）の表記による）、
（https://eneken.ieej.or.jp/data/pdf/513.pdf）。
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これら競争促進策の結果、卸電力取引の仕組みが日本と近いドイツやイギリスにおける前日スポット
市場での取引量は域内需要の約 50%程度、北欧は 90%以上である59。日本以上に寡占的なフランスでは
25%程度である。

■提言 3-1：前日スポット市場のさらなる拡大
前日スポット市場は近年拡大が見られるものの、グロス・ビディングは自主的取り組みであり、今後
の不確実性が残る。電取委は市場監視を強め、グロス・ビディングの義務化などの措置により更なる市
場規模の拡大を実現すべきである。

■提言 3-2：将来的な構造的措置の検討
発電分野の競争が促進されず、卸電力市場の流動性が十分に確保されない場合には、欧米で実績のあ
る発電設備の売却や、大手電力の発電部門と小売部門の分離などの構造的措置を検討すべきである。

第２節 ベースロード市場と電力先物取引市場
ベースロード市場の現状
発電分野における競争促進、特に小売事業者の電源調達の観点から、旧一電および旧卸電気事業者の
一般水力、原子力、石炭火力等の電源供出を目的とした、「ベースロード市場」の入札が、2019 年から
新たに始まった。以前より新電力から、安価な深夜電力の供給源ともなるベースロード電源が旧一電等
に寡占されていることに対して、競争上の障害になっているとして、玉出しの要求があった。これに応
え、先渡市場の一種としてベースロード市場が開設され、旧一電等と新電力との間で取引が始まったの
である。
2019 年に計 3 回のオークションが行われ、加重平均で北海道エリア 12.45 円/kWh、東日本エリアで
9.55 円/kWh、西日本エリア 8.64 円/kWh という価格で落札された（表 ３-1）。いずれの約定価格も 2018
年度の各エリアの平均スポット価格よりは安いものの、ベースロード電源として新電力が期待した価格
よりかなり高かったようだ。その証拠に、約定量は全エリア合計でも 534.3MW に止まった。これは、
24 時間・365 日発電すると仮定すれば約 46.8 億 kWh に相当するが、国内の年間消費電力量の 1％に満
たない。本来、最大で 900 億 kWh、即ち年間消費電力量の 10％程度の供出が旧一電等に義務付けられ
ていることを考えれば、初年度とはいえ約定量の少なさは明らかである。旧一電等の入札価格について
は、限界費用ではなく発電平均コストを基本とすることになっているが、今後電取委による事後的な監
視が重要になる。

59

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「電力先物市場の在り方に関する調査 報告書」（平成 29 年度商取引適正化・
製品安全に係る事業）（2018 年 3 月）。（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000116.pdf）
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表 ３-1 ベースロード市場の取引結果（2020 年度引き渡し分）

出典）電取委「ベースロード市場の監視結果について」（2019 年 12 月 9 日）
（https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20191209001a.pdf）より自然エネルギー財団作成

なお、ベースロード市場については、旧一電以外の新電力の市場シェア（販売電力量）が 3 割程度と
なった時点で、旧一電および旧卸電気事業者のベースロード市場への追加供出義務がなくなるとしてい
る。さらに各年度の市場供出量についても、小売競争の状況に応じた調整係数を掛け合わせて段階的に
減らすことになっている。あくまで競争促進の観点に立ち、慎重な議論が必要であろう。

電力先物取引市場の現状
ベースロード市場を含む先渡市場は 3 年以内の商品の取引を対象とするが、電力市場取引の活性化の
ためには、価格変動リスクをヘッジする手段も欠かせない。前日スポット市場の流動性は高まりつつあ
るものの、取引価格のボラティリティは小売電気事業者にとって大きなリスクとなる。また、先渡市場
はあくまで現物決済であり、反対売買による差金決済はできない。これらの問題を解決するのが先物市
場である。
2019 年 9 月、日本でも電力先物取引市場が東京商品取引所に開設され、取引が試験的にスタートし
た。上場商品は東日本エリアと西日本エリアの 24 時間物（ベースロード）および平日 12 時間物（日中
ロード）の計 4 種類で、取引単位は 100kWh・1 ヶ月を 1 枚として 15 ヶ月先までが取引可能である。運
用が始まった 9 月 17 日から当初１ヶ月間の売買高は、93 枚と少なく取引が成立しない日もあった60。
これには、認可から開設までの準備期間が１ヶ月と短かったこと、旧一電が取引に参加しておらず、特
に売り玉が少ないことなどが影響していると見られる。しかし、2019 年末ごろより東日本を中心に取
引量が増え始め、例えば東日本ベースロード物は月間 200～300 枚程度（2020 年 1 月は 1,300 枚以上）
の取引が成立しているようである61。
元々、電力の前日スポット価格は石油や LNG など資源価格の影響を受ける傾向が強く、先物市場は
これに対するヘッジとして期待される。しかし、これまで旧一電は燃料費調整制度によって資源価格の
変動リスクを一定程度、消費者に転嫁しており、新電力の多くもこの制度を採用している。今後自然エ
ネルギーの導入量が増加し、燃料費調整制度を適用しない小売事業者が増えれば、取引価格のボラティ
リティ抑制のため、先物市場の活用がより広がるとみられ、先物市場はより重要になると考えられる。

60

「電力先物不振続く 上場 1 カ月、進まぬ投資家の参加」『日本経済新聞』電子版（2019 年 10 月 17 日）。
（https://r.nikkei.com/article/DGXMZO51094780X11C19A0QM8000?s=3）
61

東京商品取引所ヒストリカルデータ。（https://www.tocom.or.jp/jp/historical/dekidaka.html）
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欧州における競争促進のための市場制度
電力自由化に先んじる欧州では、電力先物取引市場に 20 年程度の歴史があり、一般的な制度として
確立されている。電気事業者だけでなくブローカーやトレーダー、金融事業者なども参加し、大規模に
取引が行われている。例えば、前述の通りスポット市場の流動性が世界で最も高い北欧では、先物市場
（金融的取引）の取引量が前日スポット市場（現物取引）の 5 倍～10 倍に達している62。これにより、
実需を扱う発電・小売事業者はリスクヘッジがし易くなり、結果的に前日スポット市場の拡大や小売価
格の安定化につながっている。
一方で、ベースロード市場のような制度は日本特有である。例外的に、寡占的な電力市場を擁するフ
ランスでは、ARENH と呼ばれるベースロード市場に似た制度が設けられている。フランスでは、原子
力による発電電力量のシェアが 7 割に上り、かつ全発電電力量の 8 割が国営 EDF によって供給されて
いる（2018 年）ため63、競争促進が課題になってきた。このため 2010 年に ARENH が導入され、原子
力による発電電力量の一部（最大 25%）が、新規の小売事業者に対して 4.2 ユーロセント/kWh の固定
価格で売却されている64。
また欧州では、取引情報の公開も競争促進に寄与している。例えば London Energy Brokers’
Association は、独自に相対取引の情報を集めて LEBA Index として公表し65、市場全体の動きを参加者
が理解できる状況が形作られている。これにより、投資行動や入札行動を取り易くすると共に、仮に支
配的事業者による価格操作などが行われた場合でも、それが特定しやすい状況となっている。透明化さ
れた市場は、市場参加者の増加にもつながると考えられ、結果的に公正な卸電力取引市場の形成に貢献
すると言える。

■提言 3-3：ベースロード市場の改革
ベースロード市場は開始されたばかりであるものの、約定価格が高く、約定量が少ないといった状況
にある。電取委は、市場監視を強化した上で、状況が改善されない場合は入札価格などについて改革を
検討すべきである。

62

前掲脚注 59「電力先物市場の在り方に関する調査

報告書」、p.15。

63

RTE, “BilanElectrique2018,” fébrier 2019, p.5, retrieved from
https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/wp-content/uploads/2019/02/BE-PDF-2018-1.pdf, および EDF, "2018
PERFORMANCE," p.18, retrieved from
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2019/edfgroup_perform
ance-2018_en.pdf を参照。
64

CRE, " Accès régulé à l'électricité nucléaire historique,” décembre 11, 2019, retrieved from
https://www.cre.fr/Electricite/Marche-de-gros-de-l-electricite/acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique.
65

服部徹「欧州主要国の卸電力市場の流動化とスポット市場の取引量」電力中央研究所研究報告 Y16003（2017 年）、p.7。
（https://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/Y16003.html）
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第３節 容量市場のあり方と脱炭素化
容量メカニズムの多様性
電力システム改革専門委員会による 2013 年の「報告書」では、電力の安定供給のために必要な供給
力確保を担保する仕組みの創設が提言された。電力は需給をバランスさせなければならない一方で、発
電所の建設といった供給力の確保には時間がかかるためである。本章第 1 節および第 2 節で述べた市場
制度が、いずれも比較的短期の電力（kWh）の取引のための制度であるとすれば、本節で議論する容量
メカニズムは、安定供給のための設備容量（kW）の長期的な確保を目的とするものである。
容量メカニズムにはさまざまな種類がある（図 ３-2）。先行例としては、1990 年代、イギリスやスペ
イン等で、発電設備の供給力に対して定められた価格の「容量支払」をする制度が導入された。しかし
これは、適切な容量価格設定が難しく、イギリスでは 2001 年に廃止された。

図 ３-2 容量メカニズムの類型

出典）一般財団法人日本エネルギー経済研究所「平成２８年度電力系統関連設備形成等調査事業（海外の容量メカニズム
に関する調査）」（2017 年 3 月）図 1-1（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000724.pdf）

これに対して、容量設定方式と呼ばれる方法がある。容量設定方式は、公的な価格設定は行われず、
一定の容量確保を小売電気事業者等に義務付けるもので、容量価格は市場で決まることになる。この容
量設定方式にもいくつかの種類がある。
まず、戦略的予備力という制度がある。これは基本的に卸電力取引市場に需給調整を委ねつつ、万一
の供給力不足に対応するための制度である。戦略的予備力として調達された発電設備は、電力を売るこ
とができず、あくまでも緊急時のために待機する。こうした性質のため戦略的予備力は、減価償却終了
後の老朽化した発電設備を維持するために支払いを行う形となる。この制度を採用しているのは、ス
ウェーデンやドイツである。
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また、予備力ではなく通常の供給力を確保する市場大メカニズムという制度がある。市場大メカニズ
ムでは、基本的に小売電気事業者等に供給力確保義務を課すことで始まる。その供給力確保にはいくつ
かの方法があり、小売電気事業者が相対も含めて発電事業者から自由に調達する分散型容量市場（供給
力確保義務）と、系統運用者が市場全体に必要な供給力を定めて、一括してオークションを行う集中型
の容量市場（容量オークション）がある。

日本の容量市場に関する議論の経緯
日本では、将来の国全体の電力需要に必要な供給容量を見通し、それらを数年前に調達する入札を行
う、集中型容量市場を創設することとした。この入札の結果、発電事業者に支払われる容量価値が決定
し、その費用を小売電気事業者、最終的には電力消費者が支払う形となる。
この容量市場導入の背景として、供給力の確保を卸電力取引市場の機能に委ねることに政府が疑問を
呈しているということがある66。しかし、市場機能を用いることで供給力確保を経済的に動機づけるこ
とは可能である。具体的には、発電事業者や小売事業者に需給調整責任者（Balance Responsible Party,
BRP）を形成させ、需給調整の経済的責任をもたせる仕組みにすることで、原則的には現時点および将
来においても需給を経済的にあわせようとする動機が生まれる。例えば、将来の供給力不足が見込まれ
る場合、電力調達コストの急騰が懸念される。BRP はその経済的負担を被るため、リスク回避のために
事前に必要な供給力を確保するインセンティブが生じる67。このように、容量メカニズムによらずとも
供給力を確保する仕組みはありうる。
ただし、日本の現在の卸電力取引市場は、旧一電がほとんどの発電所を所有しているため（本章第 1
節参照）、必ずしも競争的とはいえない。このような市場環境において、発電事業者や小売事業者に BRP
を形成させ、その中で供給力の確保を動機づけることは、かえって電源の囲い込みを推進することにも
なりかねない。したがって、まずは日本の発電市場の寡占状態を解消することが望まれる。その上で、
さまざまな卸電力取引市場の機能を将来的に充実させていくことが本質的な対応策である。
一方、供給力確保をするために容量市場が優れているかどうかも疑問がある。というのも、容量市場
の制度設計や運用にも多くの課題が指摘されているからである。
第 1 の課題は、制度運用者が市場全体の適切な容量を設定できるのか、という点である。もし不十分
な容量を設定すれば、供給力不足におちいるし、過剰な容量を設定すれば、過剰な支払いを発電事業者
等にしてしまうことになり、電気料金は不当に上昇する68。また、集中型は kWh あたりの容量コストが
もっとも高くなる傾向があることが示されている69。

66

経済産業省総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会「中間論
点整理（第２次）」（2017 年 12 月）p.39。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/20171226_01.pdf）
67

他方で、もし卸電力取引市場に上限価格などが設定されていれば、電力調達コストの急騰のリスクが低下するため、
BRP が必要な供給力を確保しようとするインセンティブが低下する。こうした条件下において、容量メカニズムを導入
する正当性が生まれるのである。
68

東愛子「ドイツにおけるキャパシティ・メカニズムの制度設計」
『電力システム改革と再生可能エネルギー』日本評論
社（2015 年）。
69

服部徹「容量メカニズムの選択と導入に関する考察―不確実性を伴う制度設計への対応策―」『電力経済研究』（2015
年）No.61 pp.1-16。
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第２の課題は、制度設計が難しい点である。オークションの実施には、さまざまなパラメーターを事
前に与えなければならず、結果的に複雑な制度設計になる。それはさまざまな不具合を生み出す原因と
もなりやすい70。
第 3 の課題は、制度リスクがある点である。容量市場の制度設計が難しい中で、制度変更が繰り返さ
れる可能性があり、また容量設定において電力業界の意図や政治的な意図の影響を受ければ、さらに容
量価格は見通しにくいものになるだろう71。
第 4 に、制度設計によっては減価償却の終わった古い発電設備にも新規の発電設備と同じ容量価格が
支払われる。本来減価償却が終わっている設備は、固定費はほとんどかからないはずであり、市場のみ
で維持費を賄える可能性がある。そのような状態で追加的に容量価格を支払うことは電気料金を引き上
げることにつながりかねない。
第 5 に、太陽光や風力発電といった変動型の自然エネルギーが増えていく中で、需給調整のための柔
軟性が重要になるが、集中型容量市場ではこうしたニーズに必ずしも応えられない。集中型容量市場で
は、柔軟性ではなく、単純に容量が評価され、柔軟性の高い低い関係なく、安い順から容量が決定され
るからである。
特に最後の課題は、脱炭素社会実現に向けたエネルギー政策との整合性が問われるところである。以
下により詳しく、容量市場と脱炭素政策との整合性について論じる。

脱炭素政策との不整合の問題
日本の容量メカニズムの議論の中で欠けている論点は、脱炭素社会に向けた電源構成を実現するため
の政策的手当をどうするのか、ということである。
最大の課題は、容量市場に参加しうる電源について炭素排出に対するハードルが設定されていないこ
とだ。日本は、温室効果ガスの排出量を 2030 年までに 2013 年比で 26％、さらに 2050 年には 80%削
減するという目標を掲げている。しかし、2020 年 4 月時点でこの達成を担保する制度は実質上存在し
ない72。実際に、環境省はこうした状況に懸念を示しており、環境影響評価に新基準を設けて、石炭火
力の新設に対して新たな基準を設けることとしている73。しかし、この環境省の新基準に基づいても石
炭火力の新設は可能となっている上、既設の石炭火力に対する規制にはならない。
このような状況下で、いかなる火力発電所も容量市場に参加できるようにすることは、環境的に許容
し難い発電所に経済的インセンティブを与えることになり、上記の温室効果ガスの排出削減目標の達成
を危うくするだけでなく、投資家や発電事業者に誤った投資シグナルを与えることになる。特に一旦発
電所が建設されれば、発電事業者は数十年にわたり当該資産をフル活用しようとするため、容量市場は

70

前掲脚注 69「容量メカニズムの選択と導入に関する考察」。

71

前掲脚注 69「容量メカニズムの選択と導入に関する考察」。

72

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（いわゆる省エネ法）の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関
する事業者の判断の基準」（経済産業省告示）において、発電事業者が火力発電を新設する場合、国内の火力発電専用設
備の平均的な受電端発電効率と比較し、年間で著しくこれを下回らないものとすること、さらに、発電事業者は 2030 年
にエネルギーミックスを前提とした火力発電の発電効率を判断基準(A 指標、B 指標)として示している。ただし、これら
判断基準は義務付けではない。
73

「石炭火力新設に新基準、最新鋭化促進 環境省」『日本経済新聞』電子版（2019 年３月 28 日）。
（https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43011380Y9A320C1EAF000/）
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長期の電源構成に強い影響力をもつ。このことを踏まえ、実際に後段で述べるようにイギリスでは、脱
炭素政策との整合性をとる仕組みを容量市場の制度設計に組み込んでいる。
同じように大きな問題は、前述の通り、太陽光や風力といった変動型電源の大量導入に対応した、柔
軟性の確保のあり方についての検討が足りないことだ。変動型自然エネルギーも一定の容量価値を有し
ているため、それらが増えればピーク時点の容量需要は減少する。一方でそのような場合には、柔軟性
の高い発電設備容量やデマンドレスポンスなどの能力がより多く必要となる。この矛盾について、通常
の容量メカニズムでは対応できない74。

欧米の対応例
上記の 2 つの問題に対処するために、欧米ではそれぞれいくつかの仕組みが導入されている。
第 1 に、
容量市場と脱炭素化との整合性をとっている事例として、イギリスの排出実績基準(The Emissions
Performance Standard)の仕組みがある。イギリスは、2025 年までに石炭火力を廃止し、柔軟性の高い
ガス火力への投資を進めることを企図し、
「エネルギー法 2013」(Energy Act 2013、以下 EA2013)で集
中型容量市場を導入した。その際、石炭火力の増加を抑えるために、2015 年から排出実績基準を導入
した。新設の火力発電所に対して、排出係数が 450g/kWh を基準として年間の二酸化炭素排出量に規制
をかけたために、
新規の石炭火力は容量市場にほとんど参入できなくなっている (EA2013 第 8 章 57)75。
こうした状況から、排出実績基準は効果があると評価されている76。
第 2 に、変動型自然エネルギーの大量導入に対応した安定供給を実現するために、カリフォルニア州
では、”Flexible resource adequacy”（柔軟性資源アデカシー）プログラムを 2015 年から実施している77。
本制度は、系統の信頼性を管理するために、カリフォルニア独立系統運用機関(CAISO)管内で必要とさ
れる柔軟性容量を確保するよう、小売事業者に義務付ける制度である。ここで必要とされる柔軟性容量
とは、各月において連続する 3 時間の変動が最も大きい時間帯に対応できる容量のことである。2015
年の CAISO の必要柔軟性容量は、最小の 8 月には 7,861MW、最大の 12 月には 11,212MW であった。
こうした柔軟性を確保するための容量は、各小売事業者に配分され、小売事業者がその確保義務を負う
ことになっている。

74

Fang, X., Hodge, B. M., and Li,F., “Capacity market model considering flexible resource requirements,” preprint,
presented at the IEEE Power and Energy Society General Meeting, August 5-10, National Renewable Energy Laboratory,
2018, retrieved from https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/70162.pdf.
75

法令上、CCS を設置した発電所は一定期間この基準の例外措置対象となっている(EA2013 第 8 章 58)ものの、コスト
が高いため商業的に実用化されている例はない。
76

UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy, “Capacity market and emissions performance standard
review, Summary of call for evidence responses,” 2019, pp.32-33, retrieved from
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784315/cm-and-eps
-review-summary-of-cfe-responses.pdf. 他方で、ベースロードの石炭火力を念頭に年間 CO2 排出量の基準を設定してい
るため、ピーク負荷での稼働を想定するような石炭火力に対しては規制効果がないという批判もある。
77

California Public Utility Commission, “Decision adopting local procurement and flexible capacity obligations for 2015,
and further refining the resource adequacy program,” Decision 14-06-050, 2014, retrieved from
http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M097/K619/97619935.PDF.
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以上、論じてきたように、いかに適切な供給力を確保していくか、あるいは適切な供給力確保を動機
づけるかについては、さまざまな点を考慮しなければならない。今後、日本が直面する脱炭素化への取
り組みを考えれば、供給力の量だけではなく質も厳しく問われる。とりわけ日本は、カーボンプライシ
ングなど、2050 年に向けた削減目標を実現するための実効的な市場メカニズムや規制がほとんどない
状況である。
容量メカニズムは、将来の長期的な電源構成に直結する制度である。脱炭素化にむけた政策との整合
性を取るよう早めに対策を講じておかなければ、誤った設備投資を促すことになり、事業者に対しても
将来的な負担をかけることが懸念される。早急に、二酸化炭素の排出規制策を容量メカニズムに取り入
れ、かつ変動型自然エネルギーの普及を補完する柔軟性の確保にこそ、制度設計の力点を傾けるべきで
ある。

■提言 3-4：脱炭素政策と整合的な容量メカニズムの設計
脱炭素化との整合性を取るべく、容量メカニズムには二酸化炭素排出規制の仕組みを取り入れ、かつ
変動型自然エネルギーを大量導入するために、市場において柔軟性を確保できるよう、制度設計を行う
べきである。
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第４章 公正かつ合理的な系統運用の実現
電力システム改革の最大の柱である発送電分離が 2020 年 4 月に実施された。その目的は、発電事業
者や小売電気事業者などの市場参加者が、それぞれ需給調整を行うことで電力価格全体を下げるととも
に、それら市場参加者が送配電線を公平に使用できるようにすることで自然エネルギーなどの分散型電
源をより一層活用できるようにするためである。また、送電会社にとっては、送電事業を経営の中心に
据え、事業を実施できるようになる。本章では送電会社が担う系統運用のうち、自然エネルギー導入拡
大における制約の一つである新規電源による送電網へのアクセス、各送電会社エリアを超えた広域系統
整備、市場メカニズムを活用した需給調整について議論する。

第１節 系統接続の新たな取り組み
2012 年 7 月に固定価格買取制度（FiT 制度）が導入されてからまもなく 8 年となる。太陽光発電を中
心に日本の自然エネルギーの導入量は着実に増加している。今後もさらなる導入量拡大が期待されるな
か、自然エネルギーの新規の導入を困難にするいくつかの制約が生じている。例えば、全国的な送電線
の空容量不足による系統接続の遅れ、九州エリアにおける太陽光・風力発電への出力抑制、北海道にお
ける新規接続のための蓄電池整備の要求などによって、自然エネルギー発電事業の環境はより厳しく
なっている。しかし、これら諸問題への対応が進む中で明らかとなったのは、自然エネルギーの導入に
限界があるのではなく、非効率な系統運用方法が自然エネルギーを含む新規電源の系統接続を困難にし
ているという現状である。今後、既存電源と新規電源間の公平性を担保しながら、より効率的で透明性
の高い系統運用制度を構築していくことが求められている。本節では、公正かつ合理的な系統運用の実
現に向け、新規電源の系統接続を中心に述べる。

「送電線空容量」問題
太陽光発電を中心とした自然エネルギー発電設備の新規接続申し込み増加を受けて、日本全国で発電
設備が接続する送電線の接続点あるいはその上位電圧の送電線容量が不足し、新規の接続ができない状
況がこれまで多数生じている。一般送配電事業者各社からは各地の送電線空容量が公表されており、空
容量がゼロとなっている地域では、新規の接続のために系統増強費用を負担し、最長で十数年間の系統
増強工事の完了を待たなければならない状況となった。
送電線の空容量が不足し新規電源の接続に遅れが生じる背景には、電源接続における「先着優先」の
考え方がある。2015 年に解散し、その役割が広域機関に引き継がれた電力系統利用協議会の整理によ
ると、新規電源の接続時には、既に系統に接続されている設備に制約が生じないように、すなわち、す
でに接続されている電源は最大出力での発電が常に保証されるように検討が行われることが求められ
ていた。各電源の実際の発電出力は需給状況や天候等によって変化するにもかかわらず、既存電源に対
しては常に最大出力の系統容量を割り当てなければならなかった。そして新規電源は、その割り当てら
れた容量を一時的にでも利用することができず、系統容量が不足する地域では、送電網の増強を待たな
ければならなかった。
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「日本版コネクト＆マネージ」
送電線の空容量不足が全国的に拡大したことを受けて、広域機関では、新たな電源接続の管理方法と
して「日本版コネクト＆マネージ」の取り組みを開始した（図 ４-1）
。今後、2022 年には全エリアで適
用される予定である。
「日本版コネクト＆マネージ」は新たな 3 つの取り組みで構成される。
第 1 に、「想定潮流の合理化」である。想定潮流の合理化では、既存電源に対して、これまで最大出
力ベースで系統容量を割り当てていたものを実潮流のシミュレーションベースで見直す取り組みであ
る。これにより、既存電源に対して過大に割り当てられていた系統容量が見直され、空容量が拡大する
ことが期待できる。2018 年 4 月より適用が開始され、すでに全国で約 590 万 kW（5.9GW）の空容量
拡大が確認されている78。
図 ４-1 日本版コネクト＆マネージの取り組み

出典）広域機関「広域機関における『日本版コネクト＆マネージ』の検討について」経済産業省総合資源エネルギー調
査会省エネルギー・新エネルギー分科会電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員
会第 11 回（2018 年 12 月 26 日）資料２、p.6
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_02_00.pdf）

78

広域機関「広域機関における『日本版コネクト＆マネージ』の検討について」経済産業省総合資源エネルギー調査会
省エネルギー・新エネルギー分科会電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会第
11 回（2018 年 12 月 26 日）資料２、p.6。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_02_00.pdf）
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第 2 に、
「N-1 電制」の適用である。日本の電力系統では一つの設備の故障発生時にも安定的な送電
が可能となるように、例えば、一つのルートに 2 つの送電線を整備しながら、通常時は一つ分の容量を
活用し、もう一つの容量をバックアップとして確保している。N-1 電制とは、接続している電源に対し
て送電線の事故時に電源を制御（例えば停止）することで、通常時に利用可能な容量を拡大させるもの
である。この N-1 電制の適用の効果は大きく、全国大で約 4,040 万 kW（40.4GW）の空容量拡大の効
果が試算されている79。
第 3 に、
「ノンファーム型接続」である。N-1 電制が系統事故時の電源制御を可能とすることで新規
接続のための空容量を拡大することに対して、ノンファーム型接続では、平常時に、例えば太陽光や風
力の出力が大幅に増加した場合に、出力抑制を条件として、接続可能な空容量を拡大させるものである。
東電 PG が行ったノンファーム接続の試行に向けた試算では、千葉の新京葉線・新佐原線において、500
万 kW（5GW）の自然エネルギー電源を追加した場合、年間の抑制時間は 1％以下にとどまるとされて
いる80。東電 PG は他の送電事業者に先駆けて、千葉と北関東81での試行実施を発表している。

「日本版コネクト＆マネージ」の課題と海外事例との比較
以上のように、「日本版コネクト＆マネージ」の適用によって、系統空容量不足の問題は解消に向か
うことが期待される。しかし、これらの対策は系統運用の効率化に向けた第一歩に過ぎない。
「日本版コネクト＆マネージ」では、N-1 電制やノンファーム型接続が議論されているが、このよう
な電源制御を伴う接続の対象として考慮されているのはあくまで新規に接続される電源であり、既存電
源の制御は考慮されていない。つまり、発電設備の大多数を占める既存電源の運用の効率化に向けた対
策は未だ十分に議論されておらず、後回しになっている。既存の発電設備を含めた新たな接続管理方法
を構築することが、より効率的で公平な電力システムの構築に向けて不可欠である。
また、「日本版コネクト＆マネージ」の適用によって、新規電源の系統接続の迅速化が期待されてい
るが、現時点ではこれらはあくまで系統増強完了までの一時的な措置として位置づけられており、最終
的には各地の系統増強が必要になるとされている。
前述した N-1 電制の効果の試算や、東電 PG によるノンファーム接続の試行に向けた試算などにおい
て、既存設備を前提として大きな空容量の拡大や追加の新規電源接続の可能性が示唆されたこと、また、
既存電源の運用効率化によってさらなる効果が拡大する可能性を考慮すれば、今後、新たな送電線増強
を前提としない、新規電源の系統接続方法を構築していくことが必要であろう。
具体的には、新規発電設備の系統接続を進めつつ、系統の混雑とその解消のための電源制御の発生状
況を指標としながら、それらの指標が一定の閾値を超えた場合に系統増強を開始するような、「より柔
軟な系統設備形成」の方法論が必要である。この手法によって、一部の地域では送電線の増強自体を回
避できたり、増強が必要な場合でも迅速に増強プロセスが開始されたりするなど、送電線の利用状況に
応じた系統整備が期待される。

79

前掲脚注 78「広域機関における『日本版コネクト＆マネージ』の検討について」、p.9。

80

東京電力パワーグリッド株式会社「千葉方面における『試行的な取り組み』の概要」（2019 年 8 月 9 日）。
（https://www4.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/pdf/shikotekisetsumeikai.pdf）
81

東京電力パワーグリッド株式会社プレスリリース「鹿島系統のノンファーム適用系統への整理について」（2020 年 1
月 24 日）。（https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/press/2020/1527228_8615.html）
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このような日本の課題の解決策を考える上で、海外の系統運用事例が参考となる。例えば、ドイツで
はすでに既存電源を含めた全電源を制御する混雑管理システムを導入している。また、自然エネルギー
電源を優先的に系統利用させる「優先接続」を採用している。燃料費のかからない太陽光発電や風力発
電は卸取引市場において優先的に取引されるが（「優先給電」）、それに合わせてそれら電源を最大限活
用するべく、系統の混雑管理が行われている。この背景には、太陽光発電や風力発電による発電量が増
えることで送電線の潮流が容量を超えることが予想される場合、すでに接続している火力発電の出力を
制御する運用がある。ドイツではこの運用を「再給電（Redispatch）」と呼んでいる。このように、ドイ
ツでは優先接続と再給電によって、太陽光発電や風力発電を優先的に利用している。
「日本版コネクト
＆マネージ」では、ドイツのような既存電源の運用対策が考慮されておらず、送電網の公正な開放にお
ける障壁となることが懸念される。
日本においても、過去に「日本版コネクト＆マネージ」の検討にあたり、「再給電」の実施が検討さ
れた。しかし、これまで「先着優先」を前提として接続契約が締結されてきた既存の発電設備に対して、
新たな運用のルールを適用させることは難しいとされ、再給電の実施は見送られた経緯がある。なお、
ドイツの場合、既存電源を対象とした再給電の際、既存電源に不利益を負わせないよう、再給電によっ
て発生した費用を補償する仕組みを設けている。これにより、既存電源を含めて系統運用を最適化する
ことが可能となっている。既に結ばれている契約を尊重しながら、物理的に最適な電力システムの運用
方法へと移行するために、補償といった経済的な手段を用いることは有効な方法の一つであろう。「日
本版コネクト＆マネージ」の N-1 電制の導入検討においても、発電制約量の経済的分担の方法について
議論されている。
ただし、補償など経済的手法を制度に組み込む場合は、新たに生じる負担やその公平性について慎重
な議論が必要であることは論をまたない。先に例を挙げたドイツの場合、2016 年時点で、潮流の混雑
を回避するため実施された再給電に対して 2 億 2000 万ユーロ、出力抑制に対して 6 億 4300 万ユーロ
の補償が行われ、決して少なくない費用の支出が伴っている。その一方、新たな大規模な送電線増強を
待たずに新規電源の系統接続を可能としており、今後、送電線の増強が完了した時点で再給電や出力抑
制の負担も減少することが期待される。「日本版コネクト＆マネージ」をさらに効率的なものとするた
めには、再給電などの導入も想定しつつ、将来の系統増強計画に与える影響があるのか、定量的な分析
をしていくことが必要である。

■提言 4-1：「日本版コネクト＆マネージ」の全面適用の拡大および既存電源への適用
系統空容量不足問題に対して、すべての系統運用事業者による「日本版コネクト＆マネージ」の一刻
も早い全面適用を実施するべきである。また、既存電源を含めたより合理的な接続管理方法へと改良す
べきである。
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第２節 送電網の合理的な増強
計画的な送電網増強の重要性
現在の日本の自然エネルギーを巡る系統接続の問題は、まずは第１節にあるような既存の送電網に関
するルールに起因する。接続ルールを新規参入者、この場合は自然エネルギー発電事業者にとって不利
にならないように改めれば、安定供給を損なうことなく自然エネルギーを導入できる余地はまだまだ大
きい。しかし、変動型自然エネルギー電源の比率が高くなるにつれ、本章第１節で検討した運用ルール
の適用や広域的運用の拡大に加え、送電網の増強も視野に入れなくてはならない。実際には、送電線の
建設には 10 年やそれ以上の時間がかかるため、基幹送電線や地域間連系線、さらには国際送電線など
については、国家レベルの見地から計画的に増強していくことが必要になる。
これまで、広域機関が行った送電網増強に関する検討事例としては、2017 年 3 月に策定された広域
系統長期方針が挙げられる。その中では、一定条件下における電力潮流シミュレーションが行われ、地
域間連系線増強コストと既存火力発電所の燃料費削減効果とが比べられたが、地域間連系線増強効果は
低いとされた。その結果、当面は既存設備の最大限の有効活用と広域メリットオーダーの運用を図るこ
とが重要とされ、連系線増強について「国の政策方針や各電源の特徴を踏まえつつ、電源側コストと流
通側コストを総合的に評価した最適な設備形成を目指す」と記述された。その後、北海道エリアにおけ
るブラックアウトなどに伴う、北海道本州連系線の増強（新々北本連系線）などについて検討が行われ、
ルート選定などにおいて費用便益分析が行われている。しかし、全国大で自然エネルギーの活用拡大な
どを想定した連系線増強の議論などは行われてきていない。
これに対し、経済産業省総合資源エネルギー調査会の「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委
員会」において、今後は、自然エネルギーのポテンシャルを全国大で活用する観点から、長期的な系統
整備のあり方を議論する方針が出された。2019 年 8 月に出された中間整理では、
「再エネ電源の大量導
入を促しつつ、国民負担を抑制していく観点からも、今後は、電源からの個別の接続要請に対してその
都度対応する「プル型」の系統形成から、広域機関や一般送配電事業者が主体的に電源のポテンシャル
を考慮し、計画的に対応する「プッシュ型」の系統形成への転換に向けた検討を進めていくことが重要
である。」82と記述された。今後、全国的な系統整備に対していわゆるマスタープランが策定83され、そ
れによって個別の送電線敷設が行われることとなっている（図 ４-2）
。

82

経済産業省総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会「中間
整理」（2019 年 8 月）p.7。
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/datsu_tansoka/pdf/20190730_report.pdf）
83

マスタープランは，主にこれまで広域機関が策定してきた広域系統長期方針と広域系統整備計画からなる。
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図 ４-2 マスタープラン検討スケジュール

出典）広域系統整備委員会事務局「期間系統の整備形成の在り方について（新たな広域系統長期方針等の検討について）」
広域機関広域系統整備委員会第 45 回（2019 年 12 月 10 日）資料 1、p.5
（https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2019/files/seibi_45_01_01.pdf）

幅広い社会的便益の抽出と開かれた議論の必要性
マスタープランでは、経済産業省も自然エネルギー電源の大量導入を想定しているが、その上で最も
重要なのは、これまでの系統運用の考え方である、需要地から離れた場所に集中して大規模発電所（化
石燃料や原子力による発電所）を設置して大量に送電する、という考え方とは異なる前提に基づいてプ
ランが策定されなければならないという点である。さらに、洋上風力発電など、まだ日本では本格導入
されていない自然エネルギーを最大限活用するために、どのような系統が適しているのかについても検
討が必要となる。
広域系統の中長期構築計画（この場合はマスタープラン）のように、多方面への影響を与えるプロジェ
クトやこれまでにない計画を策定していく際には、費用便益分析を行い、さまざまな効果や影響をあら
かじめ想定し優先順位を決める必要がある。
前述の 2017 年の広域系統長期方針において検討された費用便益分析では、地域間連系線の増強に伴
う便益の中心は総発電コストであり、連系線によってもたらされる効果としては市場分断解消効果など
が議論されるにとどまった。また、自然エネルギーの導入に伴う便益は発電コストの一部として含まれ
たのみで、国全体の政策目標であるはずの二酸化炭素削減への貢献については社会的便益として評価さ
れなかった84。広域系統の策定にあたって広範な費用便益分析を行ってきた欧州の先行例を見ると、送
電事業者の集まりである ENTSO-E は、気候変動問題に対する解決策の一つとして自然エネルギー導入
拡大を一つの便益として明確に位置付け、送電系統構築がもたらす効果として評価している85。同様に、
イギリスの Ofgem も、脱炭素化の促進を広域系統の評価軸として設定している86。

84

広域系統整備委員会事務局「（長期方針）費用対便益評価について」広域機関広域系統整備委員会第 27 回（2018 年 11
月 2 日）資料 1-(2)。（https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2017/files/seibi_27_01_02.pdf）
85

ENTSO-E, “2nd ENTSO-E Guideline For Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects FINAL –Approved by

the European Commission,” 27 September 2018, retrieved from
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/Cost%20Be
nefit%20Analysis/2018-10-11-tyndp-cba-20.pdf.
86

Ofgem, “Cap and floor regime: Initial Project Assessment of the GridLink, NeuConnect and NorthConnect
Interconnectors,” 19 June 2017, retrieved from
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/ofgem_window2_ipaconsultation_june_2017.pdf.
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こうした先行例にみられるように、費用便益分析（費用効果分析）は、社会全体におよぼす便益や効
果を広く認識した上で、社会的な視点から実施されるものである。便益の設定は、社会的価値の設定と
強く関係するため、何を価値と設定するかの議論が非常に重要となる。また同時に、託送料金の審査方
針とも相関するため、国の審議会レベルで議論を行い、透明性を確保することが必須となる。
こういった観点から、マスタープラン策定にあたっては、費用便益分析の便益の定義や範囲の設定に
ついて、広域機関だけでなく複数の有識者を交えて議論し、広く国民の意見を求めていくことが肝要で
ある。

系統形成のための費用負担
従来、送電線の新設・増強等の費用は、送電線をつくる一般送配電事業者が管内の需要家から集める
託送料金でまかなわれてきた。しかし、送電網の広域運用が広がることで送電線がもたらすメリットも
同時に全国に広がることから、便益の内容に応じて全国的に費用を負担する仕組みが必要となる。自然
エネルギーの導入拡大は国全体の政策目標であり、その達成のための系統整備費用は全国負担とすべき
である。国の議論でも、地域間連系線の増強に伴って生じる便益を 3 つに整理し87、受益者負担の観点
から、広域メリットオーダーによりもたらされる便益分は原則全国負担とすることが示されている88。
その具体的方策としては、JEPX の値差収益89の活用と、再エネ賦課金方式の利用が提案されている90。
このうち、JEPX の値差収益の活用は，地域間連系線の容量不足が原因の収益を連系線の増強投資に
向けるという点で合理的である。欧州では、国際連系線をまたぐ取引で発生した収入を連系線の維持管
理や新設のための投資に利用できる仕組みになっている。
他方で、再エネ賦課金方式の利用には問題がある。託送料金は、一般送配電事業者のコスト効率的な
事業運営を促すため、公開の場での審査を経て決定され，系統増強費用もその中で厳しくチェックされ
る。しかしながら、再エネ賦課金方式ではそのような審査は当然には予定されておらず、一般送配電事
業者側にコスト削減インセンティブが働かない可能性がある。また、再エネ賦課金を使った増強にもか
かわらず、増強後自然エネルギー以外の電源が、結果的に便益を得る可能性も排除できない。例えば、
系統増強後、当該地域に新たに火力発電所の接続申込がなされる場合などは、増強された送電線が必ず
自然エネルギーによって利用されるとは限らない。託送料金制度の下でも全国負担の仕組みを入れるこ
とは可能であり、あえて別の制度を導入することのメリットも明らかでない。

87

安定供給強化、広域メリットオーダーによる取引活性化、再エネ大量導入への寄与の 3 点。前掲脚注 82「中間整理」、
p.19。
88

前掲脚注 82「中間整理」、p.19。

89

本来、前日スポット市場（翌日市場）では全国一律のシステム価格が決定されるが、地域間連系線の容量に制約があ
りエリアを越えて電力を送れない場合には、エリアごとに価格が計算され（市場分断）、異なるエリア価格が算出される。
現状では、この値差に連系線を介した約定量を掛け合わせた積が、市場間値差積立金として JEPX に積み立てられている。
90

「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」の改正内容の 1 つで
ある。同法案は閣議決定（2020 年 2 月 25 日）され、2020 年 4 月現在、第 201 回国会での成立が目指されている。経済
産業省ニュースリリース「『強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案』
が閣議決定されました」
（2020 年 2 月 25 日）。
（https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001.html）
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再エネ賦課金方式を採用するとしても、広くステークホルダーを参加させ、手続の透明性を確保した
上で、コスト効率的な増強が行われる枠組みが必要である。具体的には、再エネ賦課金による回収対象
となる「再エネ導入促進効果が認められる範囲」を厳密に分析・確定することが求められる。この観点
からも、前記 2 で述べた費用対効果分析による評価が極めて重要であり、その検討は、広く国民の意見
を聞きながら議論されるべきであることを重ねて強調したい。さらに、コスト効率的な系統整備が行わ
れるよう、増強コスト情報の公開と厳格な審査を実施する枠組みが必要である。

■提言 4-2：幅広い便益を十分に考慮しマスタープランを策定する
系統のマスタープラン策定にあたっては、その便益について広く意見を集め国レベルで議論すべきで
ある。その際、自然エネルギー導入によってもたらされる便益を考慮すべきである。

■提言 4-3：系統増強費用負担をコスト効率的で合理的な枠組みに
地域間連系線の増強費用は、全国負担とし、JEPX 値差収入を早急に活用すべきである。再エネ賦課
金方式には問題があるが、これを採用するとしても、自然エネルギー導入効果の厳密な分析、コスト情
報の公開と厳格な審査を併せて実施すべきである。
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コラム：送電線形成に関わる料金設定の考え方−発電側基本料金

発電側基本料金は、系統に接続する発電施設に対し、系統形成に必要な費用の一部を基本料金の形で負担
させる制度である。2020 年 4 月現在、制度設計の詳細は政府の審議会等で議論中だが、基幹系統の固定費の
一部を対象にすること、料金設定は発電施設の容量（kW）に応じ 50kW 以上の全電源に一律同額を基本とす
ることが提案されている。
海外には類似の制度を導入している国もあるが、今回問題なのは、日本の現在の制度提案が、すべての電
源に対して一律 kW ベースで料金を課すものになっていることである。太陽光や風力などの変動型自然エネ
ルギーや、季節に応じて発電量が変化する水力は、石炭火力や原子力とくらべて、kWh あたりで負担する金
額が高くなり、競争上大きな負担となることが予測される。例えば太陽光は、現在提案されている料金が適
用されれば、kWh あたり 1.5 円のコスト上昇になると予想される。イギリスでは、kW 一律での課金が変動
型自然エネルギー促進の障害になるとの指摘がなされており、また、ドイツでは、発電側に対する課金その
ものを禁じている91 。
一方で、あくまで系統利用者として応分の費用を負担させるのであれば、最大利用量（kW）に基づく基本
料金で一定の負担を課し、安定した収入を一般送配電事業者に保証しつつ、利用実績（kWh）を加味した従
量料金設定とする方法もある。そもそも、全電源が同じように基幹系統を利用するわけではなく、一般論と
して基幹系統の電圧に近い電圧で連系する電源であるほど基幹系統の利用可能性が高くなり、逆に高圧・低
圧に接続された電源の利用可能性は限定的となることから、接続する系統の電圧が高くなるにつれて基本料
金を高く設定する方法も考えられる。
総じて、発電側基本料金の導入にあたっては、固定価格買取制度下にある自然エネルギーに課金する是非
も含めて今一度議論が必要である。導入をする前提であったとしても、kW 一律課金にとらわれず、複数の
市場に与えるインパクトを定量的に分析し、慎重な議論が必要である。

91

下記文献などを参照。

ACER, "Practice report on transmission tariff methodologies in Europe," 23 December 2019, retrieved from
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20
transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdf.
ACER, "Opinion No 09/2014 on the appropriate range of transmission charges paid by electricity producers," 15 April
2014, retrieved from
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Opinions/Opinions/ACER%20Opinion%20092014.pdf.
ENTSO-E, "ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019," June 2019, retrieved from
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/mc-documents/190626_MC
_TOP_7.2_TTO_Synthesis2019.pdf.
Thema consulting group, "Review of the Swedish transmission grid tariff model, commissioned by Svenska kraftnat," 11
April 2019, retrieved from
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/elmarknad/tariff/review-of-the-swedish-transmission-grid-tariff-model--final-report.pdf.
National grid, "TSUoS guidance for generators," April 2019, retrieved from
https://www.nationalgrideso.com/document/138046/download.
Ofgem, "Project TransmiT: Decision on proposals to change the electricity transmission charging methodology," 25 July
2014, retrieved from
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/07/project_transmit_decision_on_proposals_to_change_the_e
lectricity_transmission_charging_methodology.pdf.
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第３節 自然エネルギーの統合を促進する需給調整
電力システム改革により、系統運用の要である需給調整のやり方も大きく変わり始めている。改革以
前の需給調整は、旧一電の中央給電指令所が刻々と変わる自社需要に対し、主に自社および旧卸電気事
業者の電源に対して運用の指示を出し、各発電所は中央給電指令所からの指示に従って運転するという
ものであった。しかし、発電および小売の全面自由化によって、系統運用は一般送配電事業者（送配電
部門）に移管され、今年 4 月の発送電分離以降は、沖縄を除く全エリアで独立した送配電会社が需給調
整の責任を担っている。
送配電会社はエリア内の需給バランスを取り、最終的に電力を安定的に供給する義務を負うが、その
手段として市場メカニズムを導入することが専門委員会「報告書」において提案され、2021 年より需
給調整市場の開設が予定されている。また、FiT 制度により分散型の自然エネルギーの系統接続が増加
したことで、その出力変動への対応も必要となり始めている。本節では、合理的な系統運用を実現する
視点から、今後の自然エネルギーの導入拡大に向けた需給調整の仕組みを検討する。

電力システム改革に伴って導入された需給調整の仕組み
専門委員会「報告書」で提案された、需給調整における市場メカニズムの活用は92、発電および小売
の全面自由化に伴う事業者の増加に対応しつつ、それぞれの事業者が経済的インセンティブによって需
給調整の責任を担うことで、エリア全体としての需給調整量を小さく抑えられるという考え方に基づく。
具体的な仕組みとして、主に次の４つの制度の導入または導入検討が行われている。
第 1 に、計画値同時同量制度である。発電事業者や小売電気事業者が、実際に電気を供給する１時間
前までに、30 分単位で需要量や発電量の計画値を広域機関に提出し、その計画値通りの需要量および発
電量となるような運用を行う制度であり、2016 年 4 月より導入された。計画値と実績値とのズレ（過
不足）に対しては、インバランス料金が課される。事業者にとっては、インバランス料金を抑制しよう
とするインセンティブが働き、それによって需給調整が行われる。
第 2 に、１時間前市場の創設である。計画値同時同量の導入に伴い、発電事業者および小売電気事業
者はインバランス料金を抑制するため、それぞれの計画値と実績値を極力一致させる必要が生まれた。
そこで、実際の需給時間ギリギリまで需要側と供給側のそれぞれを調整する仕組みが必要となり、１時
間前市場が開設された。全面自由化以前も 4 時間前市場が運用されていたが、取引は主に平日のみ（土
曜日 13 時分から月曜 13 時分までは取引不可）で、取引単位も 30 分あたり最小 1MW であった。1 時
間前市場では、4 時間前市場の使いにくかった点について見直しが行われた。経済産業省の資料によれ
ば、現在、時間前市場における取引は夜間においても比較的活発に行われていることが示されている93。
第 3 に、需給調整市場の創設である。需給調整市場とは、発電事業者ならびに小売電気事業者が広域
機関に計画値を提出できる実需給の１時間前（ゲートクローズ）以降に、系統運用者（送配電会社）が
実施する周波数変動吸収などの需給調整を行うための電源確保の市場である。電力システム改革前は自
社の発電設備に対して運用指示を行うということもあったが、発送電分離に伴い「自社の発電設備」と

92

前掲脚注 1「報告書」、p.27。

93

電取委「時間前市場の活性化について」電取委制度設計専門会合第 35 回（2018 年 12 月 17 日）資料 5。
（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/035_05_00.pdf）
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いう概念はなくなるため、系統運用者は需給調整のための電源を確保する必要がある。需給調整市場で
は、系統運用者が発電事業者から、市場メカニズムを通して需給調整のための電源を調達し、運用する
ことになる。その際、エリアを超えた調達や、デマンドレスポンスの活用なども期待される。なお、需
給調整市場は 2021 年より運用が開始される見込みである。
第４に、インバランス料金単価の需給調整市場との連動である。需給調整市場が十分に機能した後は、
その価格が、ゲートクローズ後の需給調整コストを反映したものと考えることができるため、これを元
にインバランス料金を設定する。ただし、需給調整市場の創設には時間がかかるため、次善策として、
スポット市場および時間前市場の価格をインバランス精算に用いることが容認されている。今後、需給
調整市場の運用開始とともに、インバランス精算単価は需給調整市場連動となる見込みである。
これらの新たな仕組みのうち、１点目、２点目、４点目は発電事業者と小売電気事業者の需給調整に
関するものだが、３点目の需給調整市場は、送配電会社が主となる制度である。また、FiT 制度下で導
入されている自然エネルギー発電所の発電量予測業務も送配電会社が担っており、自然エネルギー導入
拡大との関連性も高い。以下、自然エネルギーの導入拡大のための需給調整市場のあり方に注目する。

日本の需給調整市場と欧州との比較
日本の需給調整市場は 2021 年度より、5 種類の調整力を取引することで準備が進められている（表
４-1）
。各調整力は一次調整力、二次調整力、三次調整力に分けられ、二次調整力と三次調整力につい
ては、指令から応動するまでの時間と継続できる時間の長さなどによって、さらに２つに区分されてい
る。なお、いずれの商品も上げ調整力と下げ調整力が設定される。
表 ４-1 需給調整市場の商品一覧

出典）需給調整市場検討小委員会事務局「本小委員会における議論の方向性と整理」広域機関調整力及び需給バランス評
価等に関する委員会需給調整市場小委員会第 16 回（2020 年 1 月 29 日）参考資料、p.23
（https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_16_04_sankou.pdf）

47

日本と海外の需給調整市場を単純に比較することは難しい。日本の需給調整市場の導入の際に参考に
した欧州では、国ごとに異なる需給調整市場の商品区分がある。欧州各国の送電会社が加盟する
ENTSO-E は、需給調整に用いる調整力分類を示しており、各国の送電会社は ENTSO-E の指針に基づ
き、系統に接続する電源種類や過去の経緯などに対応して需給調整市場の商品区分を設定しているよう
だ。欧州では、異なる国の送電会社間で調整力を融通する事例はまだ実証段階にある。
日本は各送配電会社エリアを超えた広域的な需給調整の運用を目指しており、関西電力送配電・中部
電力パワーグリッド・北陸電力送配電の３社では、需給調整市場開設に先立つ 2020 年 3 月より、三次
調整力について広域での運用を開始している94。今後、需給調整の広域運用によって需給調整コストが
低減されることも期待されるが、当面、広域運用は三次調整力のみで行われ、一次調整力と二次調整力
は、その特性も踏まえて、広域運用・広域調達の必要性を議論した上で、実施の要否を判断することに
なっている。

需給調整市場の課題
需給調整市場が運用開始されてから明らかになる課題もあると思われるが（現在は 2020 年 4 月）
、す
でに想定されるものに、FiT 制度に伴う調整力の運用があげられる。とりわけ、小売電気事業者が FiT
電気を買い取る場合の仕組み（FiT インバランス特例制度①）は、需給調整費用の増加を招くのではな
いかと懸念される。
三次調整力②は、FiT 制度対応のための調整力で、FiT 発電所の電気を小売電気事業者が扱う際に、
実務上のタイムスケジュールから、発電量の計画値と実績値との間に乖離が発生する場合に対応するた
めのものである。英語では「Replacement Reserve for FIT」と表され、文字通り FiT 発電所による出力
予測誤差に対応する調整力と定義されている。
小売電気事業者（みなし小売も含む）が、2017 年 4 月導入の改正 FiT 法以前に認定された FiT 発電
所の電気を買い取った場合、小売電気事業者は、その電気を、自社需要に対する供給力としても活用す
ることができる。自社供給分とみなして需要調達計画を策定する場合、小売電気事業者は、前日 12 時
までに翌日計画を広域機関に提出する必要があるが、JEPX 等による不足分の調達などを考慮すれば、
遅くとも前日の朝までに FiT 発電所からの発電量計画値を知る必要がある。
一方で、FiT 発電所の供給計画は一般送配電事業者（送配電会社）が策定するので、供給計画を作る
一般送配電事業者は、前日朝以前の段階でその供給計画を小売電気事業者に対して示さなくてはならず、
48 時間前の前々日 16 時に通知を受ける必要がある。そのため、一般送配電事業者は、実需給より最大
56 時間前に、太陽光や風力発電などの発電量予測値を元にした計画量を作成しなければならない状況
だった。変動型自然エネルギーの発電量は、発電時に近づけば近づくほど精緻な発電電力量予測が可能
だが、56 時間前では正確な予測は難しい。例えば、東電 PG 管内では、2017 年 4～10 月の昼 12 時前
後で 35%以上の計画が 900MW 以上の余剰もしくは 700MW 以上の不足を生み出すなど、他のエリアで
も計画と実績との間に大きな乖離が生じるなどの事態が起こっている95。

94

中部電力株式会社，北陸電力株式会社、関西電力株式会社プレスリリース「送配電部門の連携による一層の効率化に
向けた取り組み（広域需給調整）の開始について」（2020 年 3 月 12 日）。
（https://www.chuden.co.jp/publicity/press/3272601_21432.html）
95

電取委「一般送配電事業者の需給調整業務における太陽光の発電量予測外れの影響について」電取委制度設計専門会
合第 25 回（2017 年 12 月 26 日）資料 8。（https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/025_08_00.pdf）
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需給調整市場では、この計画値と実績値の乖離に相当する分が、三次調整力②によって調達される。
その調達量は、前々日の予測値と実績の差からゲートクローズ時の予測値と実績の差を引いた全量分で
ある。言い換えるなら、市場開始後も FiT 発電所の供給計画を策定する手法の本質が変わらないままで
あれば、前々日計画に伴う大量の外れ量の最大値相当を、そのまま調達量とする事態が予測されるのだ。
また、FiT 発電所に対する需給調整のほとんどが、三次調整力②によってのみ行われるという点も問
題だ。例えば、ドイツには三次調整力②に相当するような市場自体が設けられておらず、ドイツの送電
事業者は、時間前市場などの取引で、固定価格買取制度による供給力の調整を行っている。
つまり、日本の三次調整力②は、一見すると市場を介した調整力の調達とはなっているが、実質は、
FiT 制度に伴う予測の過不足全量を調達する仕組みで、それ以外の需給調整メカニズムを排除するもの
となっている。
今後、自然エネルギー発電事業者も自ら発電量を計画するようになれば、三次調整力②の活用量は減
り、送配電会社が調達する需給調整費用の低減、つまり広く需要家一般が負担する費用の低減に資する
可能性もある。現時点ですぐに変動型自然エネルギーの発電事業者が発電量を予測し、需給調整の一翼
を担うのは技術的・制度的に簡単ではないが、今後の自然エネルギー大量拡大のためには、こうした発
電所も、需給調整の枠組みに貢献していくことが重要だ。そこで、以下２点を提案する。
1 点目は、自然エネルギー発電所の需給調整市場への参加である。
スペインでは 2016 年以降、自然エネルギーも需給調整市場に参加し、同国の Deviation management
and Tertiary Regulation に 10GW 以上、Secondary Regulation に 200MW 程度のサービス提供を行って
いる96。ベルギー、デンマーク、エストニア、フィンランド、スウェーデン、オランダ、ポーランド、
イギリスなどでも、風力発電が需給調整市場へ参加しており97、わが国の需給調整市場においても、変
動型自然エネルギーも含めた全発電所が、需給調整機能を提供していく仕組みとする必要がある。
2 点目は、三次調整力②の廃止を前提に、より使いやすい時間前市場を導入することである。
変動型自然エネルギーの供給量をより正確に予測するには、予測精度の向上に加えて、ゲートクロー
ズ直前まで対応できる市場制度の導入が必要である。例えば欧州では、欧州大で時間前市場を統合する
取り組み（XBID）において、シングルプライスオークションが実施されている98。このオークション方
式は、日本の時間前市場で採用されているざらば方式での取引と異なり、取引担当者が常に入札状況を
監視する必要がなくなるため、より多くの事業者がゲートクローズにより近い時間まで市場を利用しや
すいという利点がある。前日 12 時にスポット市場が締め切られたあとでも、計 6 回の時間前市場オー
クションが行われており、約定タイミングも、前日 17 時に開場して 21 時に約定するものから、当日
12 時に開場し 15 時に約定するものまで幅広い。一方で、欧州の中でも、ドイツやフランスなどの国々
が参加するヨーロッパ卸電力取引所（EPEX SPOT）では、ざらば方式とオークション方式の時間前市

96

Spanish Wind Energy Association (AEE)ヒアリングによる（2018 年 10 月実施）。

97

International Renewable Energy Agency (IRENA), ”Innovative ancillary services,” 2019, p.16, retrieved from
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Innovative_ancillary_services_201
9.pdf?la=en&hash=F3D83E86922DEED7AA3DE3091F3E49460C9EC1A0.
98

OMIE ヒアリングによる（2018 年 10 月実施）。
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場が併存しており99、日本の市場への参考になると思われる。FiT 制度への対応のために設けられてい
る三次調整力②については、発電事業者自らの需給調整に移管することで将来的に廃止し、需給調整市
場は事故などに備えた機能に特化していくべきである。

■提言 4-4：自然エネルギー電源が需給調整を担う仕組みの導入
変動型自然エネルギー発電所の出力変動を既存の火力発電所の需給調整機能のみで補うという考え
ではなく、自然エネルギー発電所も需給調整に貢献できる仕組みにすべきである。また、変動型自然エ
ネルギーの発電量予測技術の向上を図るとともに、三次調整力②の廃止を前提とし、時間前市場を直前
まで利用できるように改めるべきである。

99

European Power Exchange, “15-minute intraday call auction,” retrieved from
http://static.epexspot.com/document/29113/15-Minute%20Intraday%20Call%20Auction.
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おわりに
本提言書では、東京電力福島第一原子力発電所事故以降の 9 年にわたる電力システム改革の道程を振
り返り、現状を評価するとともに更なる改革の加速へ向けた提言を行ってきた。2011 年以前の（事実
上の）地域独占・発送電一貫体制と比べれば、新電力の新規参入が大幅に増え、前日スポット市場の流
動性が 30%を超えるなど、改革の成果は出つつある。一方で既存事業者や既存電源に対して宥和的な制
度やルールが残り、また新たにそのような性格を持つ市場制度が導入されるなど、改革が進んでいない
分野も残る。
特に、世界的に導入が進む自然エネルギーを電力システムに統合していくスピードや政府の姿勢は、
不十分であると指摘せざるを得ない。送電網の利用ルールが先着優先であったり、給電順位が限界費用
ベースでなかったり、送電網の新規建設に過度に慎重であったりすることが、それらに該当する。変動
型自然エネルギーを主力電源化するには、原子力や石炭火力を重視し閉鎖的なネットワークに基づいて
きた既存の電力システムを再構築する必要があり、それこそが電力システム改革の理念のはずである。
翻って欧州を見れば、発送電分離や競争促進といった電力自由化は 10 年～20 年前に終え、2010 年代
には変動型自然エネルギーの市場統合やシステム統合を進めてきた。こうして電力システム改革を貫徹
した結果、自然エネルギー電力の割合が 30％を超える状況になっている。さらに近年では、次の段階と
してセクターインテグレーション等のエネルギーシステム改革へと急速に移行しつつある。
現在、日本は、新型コロナウィルスへの対応の真っただ中にあるが、次第に社会生活の再開や景気回
復について議論が始められている。世界各地では「未来のためのより良い再建（Rebuild Better）」を合
い言葉に、「緑の経済回復」を求める声があがっている。コロナ危機からの回復は、単に元通りの経済
に戻るのではなく、今までの化石燃料に基づいた社会から、より持続可能でより強靭なエネルギー社会
への転換する契機としなくてはならない。
したがって日本政府には、電力システム改革の理念を踏まえ、本提言の速やかな実施をお願いしたい。
本提言書で検証した現在進行中の改革の中には、未だ初期段階で成果を見極めづらい点もあった。自然
エネルギー財団としては、本年 4 月に送電事業の法的分離が全国的に実施されたことにも鑑み、さらに
改革の行方を検証し、意見表明を続けていく所存である。

2020 年 5 月
自然エネルギー財団 電力システム改革研究チーム
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提言一覧
第 1 章 発送電分離の完遂と独立規制機関の機能強化
■1-1：原則、持株会社方式での法的分離
発送電分離を法的分離とするのであれば、発電・小売親会社方式ではなく、持株会社方式を原則とす
べきである。

■1-2：送配電会社の所有権分離や統合の追求
送配電網の開放状況を厳しく監視し、行為規制を徹底した上で、開放が不十分な場合には速やかに所
有権分離へ移行すべきである。同時に、広域運用の追求の観点から、送電（子）会社の統合を進めるべ
きである。

■1-3：送配電会社に対する監視の徹底と行為規制の法令化
送配電会社に対する行為規制について、徹底した情報公開で透明性を確保した上で、電取委による監
視を徹底すべきである。また、人事や法令遵守体制など、問題が指摘されながら自主的取組とされた課
題を中心に、必要な規制を法令化すべきである。

■1-4：電取委の権限・関与の強化
組織法制上の限界がない限り、経済産業省から独立した形での拘束力ある決定権を認める、経済産業
大臣が電取委の勧告を尊重する規定を設けるなど、電取委の権限強化を図るべきである。また、送電網
への新規接続や整備計画・運用に関する部分への電取委の関与を強めるとともに、広域機関への監視も
強化すべきである。

■1-5：電取委の人事強化とスタッフの充実
電取委の委員長・委員について、身分保障や兼職規制、退職後の就職規制等の規定を設けるとともに、
常勤化や専門スタッフの充実を追求し、その独立性と専門性を強化すべきである。

第２章 小売分野における競争促進と脱炭素社会を実現する小売市場
■2-1：大手電力による廉売行為の監視強化
公正な小売市場競争を促進するため、電取委及び公正取引委員会は大手電力（旧一電）等による廉売
行為に対する監視を強化すべきである。

■2-2：託送料金による原子力一般負担金回収の見直し
託送料金は本来、送配電に係る費用を回収するための料金であり、それを用いた原子力一般負担金の
回収方法は見直す必要がある。

■2-3：需要家が自然エネルギー電力を選びやすくする制度導入
需要家が自然エネルギー電力を選択しやすくするため、電源トラッキング、小売電気事業者に対する
電源および二酸化炭素排出量の表示義務、需要家が直接発電事業者と電力購入契約を締結できる仕組み
などを導入すべきである。
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■2-4 大手電力会社内での非化石価値取引への監視
自然エネルギー電力の売買に際し、大手電力が一方的に有利にならないよう、旧一電の発電部門から
小売部門への非化石価値取引を監視する必要があり、場合によっては大手電力の発電部門と小売部門の
分離など構造的措置も検討すべきである。

■2-5：非化石証書を国際的に通用する制度へ
電源トラッキングと同様の制度を整備し、非化石証書内で電源情報を明記すべきである。同時に、電
源の持続可能性についてのクライテリアの整備など、国際的にも適用できる制度にしていくことが必要
である。

第 3 章 発電分野における競争促進と市場制度改革
■3-1：前日スポット市場のさらなる拡大
前日スポット市場は近年拡大が見られるものの、グロス・ビディングは自主的取り組みであり、今後
の不確実性が残る。電取委は市場監視を強め、グロス・ビディングの義務化などの措置により更なる市
場規模の拡大を実現すべきである。

■3-2：将来的な構造的措置の検討
発電分野の競争が促進されず、卸電力市場の流動性が十分に確保されない場合には、欧米で実績のあ
る発電設備の売却や、大手電力の発電部門と小売部門の分離などの構造的措置を検討すべきである。

■3-3：ベースロード市場の改革
ベースロード市場は開始されたばかりであるものの、約定価格が高く、約定量が少ないといった状況
にある。電取委は、市場監視を強化した上で、状況が改善されない場合は入札価格などについて改革を
検討すべきである。

■3-4：脱炭素政策と整合的な容量メカニズムの設計
脱炭素化との整合性を取るべく、容量メカニズムには二酸化炭素排出規制の仕組みを取り入れ、かつ
変動型自然エネルギーを大量導入するために、市場において柔軟性を確保できるよう、制度設計を行う
べきである。

第 4 章 公正かつ合理的な系統運用の実現
■4-1：「日本版コネクト＆マネージ」の全面適用の拡大および既存電源への適用
系統空容量不足問題に対して、すべての系統運用事業者による「日本版コネクト＆マネージ」の一刻
も早い全面適用を実施するべきである。また、既存電源を含めたより合理的な接続管理方法へと改良す
べきである。

■4-2：幅広い便益を十分に考慮しマスタープランを策定する
系統のマスタープラン策定にあたっては、その便益について広く意見を集め国レベルで議論すべきで
ある。その際、自然エネルギー導入によってもたらされる便益を考慮すべきである。
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■4-3：系統増強費用負担をコスト効率的で合理的な枠組みに
地域間連系線の増強費用は、全国負担とし、JEPX 値差収入を早急に活用すべきである。再エネ賦課
金方式には問題があるが、これを採用するとしても、自然エネルギー導入効果の厳密な分析、コスト情
報の公開と厳格な審査を併せて実施すべきである。

■4-4：自然エネルギー電源が需給調整を担う仕組みの導入
変動型自然エネルギー発電所の出力変動を既存の火力発電所の需給調整機能のみで補うという考え
ではなく、自然エネルギー発電所も需給調整に貢献できる仕組みにすべきである。また、変動型自然エ
ネルギーの発電量予測技術の向上を図るとともに、三次調整力②の廃止を前提とし、時間前市場を直前
まで利用できるように改めるべきである。
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