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総論：電力システム改革の必要性 

 

自然エネルギーの効果的な導入のためには、その電力を受け入れる前提として、電力システ

ムの構造改革が不可欠である。欧州では、欧州各国の市場統合のために、独占を廃して競争

を導入する電力市場の自由化に端を発し、電気事業の制度改革が実施され、発送電分離、独

立規制機関の設置などが進み、公正な競争環境が整備されてきた。 

 

今では、自然エネルギーの導入を前提とした広域運用や優先給電といった対応がなされ、「分

散型システム」と呼ばれる自然エネルギーの導入拡大に親和的な環境が形成されてきている。

日本においても電力システム改革の適切な実施とその加速が必要であり、その具体的な提言

をまとめるのが、本稿の目的である。 

  

 

１．欧州における電力自由化と自然エネルギー導入 

自然エネルギーの導入には、固定価格買取制度のような支援策だけでは不十分である。自然

エネルギーは電源や熱源の 1つであり、それが適切にエネルギーシステムに組み込まれ、電

気や熱として最終消費者の元へ届けられなければ、事業として成立しない。そのためには、

既存の規制制度や市場取引の仕組み、送電網のあり方や技術的な運用方法を、自然エネルギー

に合わせて大きく変更する必要がある。それが、電力システム改革である。 

 欧州では、1990年代から、電力制度改革が始まり、電力市場の自由化や、卸電力取引所

の開設、発送電分離などの改革が行われてきた。これらは欧州市場を統一し、市場競争を促

すための規制改革であったが、気候変動問題が顕在化し、自然エネルギーの導入が政策的に

促進されるようになった時期と重なっていた。その結果、市場の自由化は単なる競争促進策

に止まらず、自然エネルギー導入に寄与するよう配慮され、電力システムの構造改革へと変

化したのである。 

 例えば、電力自由化に伴って発送電分離が行われることが不可欠だが（各論１）、これ

は自然エネルギーの系統接続を円滑化する。独立した送電会社が、系統接続や広域運用を担

当するようになることで、自然エネルギーの導入は加速される。また、出力変動への対策に

は広域運用（各論２）が効果的だが、市場メカニズムを通した需給調整は本質的に広域運用

と親和的である。さらに、自由化に伴って設置される独立規制機関（各論５）は、市場競争

を監視するだけでなく、自然エネルギー導入の観点から送電会社を監督する役割も果たして

くれる。 

 一方で固定価格買取制度は、公定価格による特定電源の優遇であり、表面的には自由化

と相いれないように思われる。他方で、現実には買い取られた電力は市場で取引される。そ

の際、誰が買い取るのかどのように給電するのかといった、市場のルールとの調整が不可欠

になる（各論３）。例えばドイツでは、欧州指令に基づく優先給電ルールの下、送電会社が

自然エネルギーの電力を義務的に買い取り、スポット市場に売却してきた。その導入量が増
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えてきた結果、発電事業者による直接販売を促す制度に変更し、最近ではこれが主流になろ

うとしている。 

 また小売り自由化は、最終消費者が電源選択に関与する機会を与えてくれる。例えば欧

米では、消費者保護の観点から小売り事業者に電源構成や温室効果ガスの排出量、あるいは

放射性廃棄物の排出量の表示が義務付けられている（各論４）。それらが消費者にとっての

重要な選択基準になっており、多少料金が高くても地元の自然エネルギーの電気が人気を集

めるケースもある。独占下では消費者にはこのような選択権はなく、大手電力会社と政府が

決めた集中型電源の開発が計画的に進められてきた。 

 このように自然エネルギーの導入には、技術的・経済的要因だけでなく制度的・政策的

要因が大きく左右する。欧州は、「エネルギー転換」（ドイツ）や「電力市場改革」（イギ

リス）といった形で、旧来の電力システムに由来する障壁を克服してきたからこそ、導入率

で日本の 10倍（水力除く）ともいった成功を収めてきた。自然エネルギーの効果的な導入の

観点に立った合理的な制度改革こそ、日本の対応が決定的に遅れている課題なのである。 

 

 

２．日本の電力システム改革の現状 

日本でも 1995年頃から電力制度改革が実施されてきたものの、発送電分離がなされないなど

不十分な内容であった（各論１）。その結果、卸電力取引の市場規模は極めて小さい状態が

続き、公正な競争環境は整備されず（各論３）、新電力の市場シェアは 5.2%に止まっている

（2014年度、電力調査統計）。さらに自然エネルギーの政策的優先順位が低く、これを導入

するための経済的な支援策だけでなく、広域運用（各論２）といった制度設計上の配慮にも

乏しかった。市場競争よりも独占の下での安定供給を、自然エネルギーよりも原子力などの

既存電源を優先してきた。従って、欧州とは対照的に、自然エネルギーの増大に備えて電力

システムを構造改革するという発想に乏しかった。 

 しかし、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故後の、計画停電や需給ひっ迫を

経て、日本でも本格的な電力システム改革が始まった。太平洋岸などに集中立地していた集

中型電源が津波に対して脆弱であったこと、西日本から東日本に十分な量の送電ができな

かったこと、絶対的な供給力不足に対して一方的な計画停電や電力使用制限令などの画一的

な対応しかできなかったことなどへの反省が、その背景にある。集中型電源に対して自然エ

ネルギーなどの分散型電源を増やすためにも、発送電分離などにより公正な競争環境を整備

し、また需要家を含む合理的な需給調整のために、市場を通した広域的な電力取引を前提に

する必要があると考えられるようになった。 

 このため政府は、2012年２月からの電力システム改革専門委員会での議論を経て、2013

年４月に「電力システムに関する改革方針」を閣議決定し1、その後三度にわたって電気事業

法の改正を行った（図 1）。すでにこれらを受けて、2015年４月に電力広域的運営推進機関

（広域機関）が、同年 9月に電力取引監視等委員会（監視委、2016年 4月 1日より電力・ガ

                                                 
1 この中では、「出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入を進める中でも、安定供給を確保できる仕組みを実現

する」という目的が、明記されている。 
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ス取引監視等委員会と名称変更）が設置され、2016年４月には小売り全面自由化が導入され

たばかりである。さらに、2020年４月までの送配電事業の法的分離が決まっている。これら

が適切に実施されれば、日本の電力システムは自然エネルギーに親和的なものへと大きく変

わる可能性を秘めている。 

 自然エネルギー財団（以下、財団）としては、これらの改革を基本的に評価する一方で、

更なる加速が必要と考えている。以下の各論では、効果的に自然エネルギーを大量導入しつ

つ、安定供給や市場競争、経済性とも両立させる観点から、「発送電分離のあり方と送電会

社の重要性」、「広域運用の拡大と地域間連系線の利用」、「卸電力市場への自然エネルギー

の統合」、「小売り全面自由化と自然エネルギーの拡大」、「独立規制機関の役割」の５分

野にわたって、13の改革提言を行う。 

 

 

図１ 電力システム改革の工程表 

出典：『電力システム改革専門委員会報告書」、経済産業省、2013年２月 
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各論：13の改革提言 

 

１．発送電分離のあり方と送電会社の重要性 

 

1.1 発送電分離の３類型 

自然独占の時代には、規模の経済性と共に範囲の経済性も働いたため、１つの電力会社が発

送電一貫体制で電気事業を経営することが一般的であった。しかし電力自由化の時代には、

発電事業への新規参入を促す際に引き続き自然独占である送電網を貸し出すことが不可欠に

なる。このための構造的措置が発送電分離である。 

 世界的に見て発送電分離には、大きく３つの類型がある。第１の類型が、所有権分離で

ある。資本的に同一の会社が発電所と送電網を所有し続ける限り、競争分野と独占分野で利

益相反が生じるため、競争阻害行為を防止することは難しい。そのため欧州では、1990年前

後からスペイン、イギリス、ノルウェー、スウェーデン、ベルギー、オランダなどにおいて、

電力自由化と共に送電部門を別会社として資本的に完全独立させる、所有権分離が実施され

た。これらの国々では市場支配的な電力会社が国営であったため、所有者である国の政策判

断により比較的容易に所有権分離が実行されたと考えられる。 

 第２の類型である法的分離は、送電部門を登記上別会社とするものの、資本上の関係の

維持は問わない。すなわち、送電部門を子会社として分離することを求めるのであり、所有

権分離と比べれば強制力は弱い。これが実施されたのは、フランス、ドイツ、イギリスのス

コットランドなどである。ドイツは歴史的に大手電力会社が民間企業であり、私的所有権の

観点から政府が所有権分離を命じることは難しかったため、それら電力会社は 1998年からの

電力自由化の当初に法的分離を選択した。しかし、その後の市場競争の過程で、大手４社の

内２社は送電子会社を完全に、１社は 75％の株式を売却し、１社は法的分離に止まっている2。

法的分離においても、ドイツのように独立した規制機関（各論５）の下で行為規制が適切に

機能すれば、送電会社の中立性が確保される余地はある。 

 第３の機能分離は、送電網の資本関係を問わずに、系統運用を中立的主体（ISO：

Independent System Operator）に委譲することを指し、米国で一般的である。この場合、ISO

の下に所有者が異なる複数の送電網を統括させることが可能になるため、広域運用も進めや

すいというメリットがある。一方で、送電網の運用者と所有者が異なるため、設備投資など

が適切に進まないというデメリットが指摘されている。所有権分離、法的分離、機能分離の

いずれの場合も、送電会社あるいは ISOが中立的な立場から公正な系統運用を行うことが、

自然エネルギーの大量導入に寄与している。 

 

 

1.2 送電会社と自然エネルギー 

                                                 
2 これらの背景には、欧州の市場統合を推進する欧州委員会の存在もあった。2009年の第 3次電力指令では、所有

権分離を競争促進の観点から最も望ましいとした上で、法的分離（ITO）や機能分離（ISO）を含めた 3つの選択

肢が示された。 
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所有権分離あるいは法的分離により送電会社が独立すれば、発電事業や小売り事業の利害か

ら解放される。送電事業のみから利益を得るためには、発電所の所有者や電源の種別とは無

関係に系統接続させることが合理的になり、競争阻害行為は起きにくくなる。公平な系統接

続が確保されることは、自然エネルギーの導入の第一歩となる。 

 その上で自然エネルギーの観点からは、広域運用が進むことが特に重要である（各論２）。

独立した送電会社にも担当地域があるが、地域内の発電所に固執する必要がない上、自らが

所有する送電網を最大限活用する誘因が働くため、供給力不足の場合には地域外から電力を

受け入れ、余剰電力は（安いはずだから）地域外へ送ることを合理的に選択するようになる。

こうして広域で需給バランスを取ることで、風力や太陽光の変動性が吸収されやすくなる。 

 欧州では、欧州指令により自然エネルギーの優先給電が義務化されているが（各論３）、

ここでも送電会社が重要な役割を果たす。規制当局から優先給電を指示されれば、独占部門

である送電会社はそれに従わざるを得ない。そのためには、広域運用だけでなく火力発電な

どの出力調整や揚水発電の活用を合理的に（限界費用の低いものから）選択していく。送電

網が不足する場合には、法定独占下でこれを建設する強い誘因が働く。 

 こうして発送電分離後の世界では、送電会社は中立的なネットワーク主体としての役割

だけでなく、電力システム全体の観点から柔軟性（各論３）を拡大する役割も果たしてくれ

る。安定供給に責任を持つ主体として、合理的な範囲内で自然エネルギーの受け入れに努力

を尽くすのである。 

 

 

1.3 日本における発送電分離の展望 

日本の状況は、このような欧州の状況とは対照的である。発送電分離は会計分離に止まり、

送電会社自体が存在しない状況において、かねてより自然エネルギーに限らず系統接続の問

題が指摘され、市場競争が十分に生じてこなかった。これは自然エネルギーの導入にとって

大きな障壁となり、例えば風力発電に対する「系統連系可能量」といった日本独自の制約が

課されてきた。 

 2015年の電気事業法の改正により、日本でも 2020 年４月までの法的分離が決定した。ま

た東京電力については、2016 年４月に法的分離を行い、日本初の送電（子）会社が誕生した。

財団としては、このような改革の進展を評価する一方で、これが効果を発揮するのは 2020年

以降であり、既に表面化している様々な問題の解消には時間がかかること、また法的分離で

十分な効果が発揮されるかに懸念を持っている。 

 例えば、2015年１月に決定された固定価格買取制度の新ルールの下、電力会社（系統運

用者）は無補償の出力抑制が無制限で可能になり、自然エネルギーへの投資に影を落として

いる。これは、欧州の優先給電ルールとは相いれないものであり、独立した送電会社が存在

しないことが背景にあると考えられる。また、このルールでは広域運用の効果が十分に考慮

されておらず、2015年４月に発足した広域機関の役割が求められる。 

 以上の認識に基づき、送電網を中立化しかつ広域化を進める観点から、次の２点を提言

したい。 
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提言１：法的分離における行為規制の徹底 

法的分離は、日本のように電力会社が民間企業である国ではやむを得ない措置であるが、送

電網の開放という観点からは不十分な構造規制である。発電所を所有する親会社が送電子会

社を所有し続けるため、競争阻害行為を働く誘因が残るからである。これを予め防ぐには、

送電子会社の独立性を確保するための行為規制を徹底することが重要である。具体的には、

取締役の兼任、従業員の在籍出向、ファイナンスと取引、商標、社名、営業・広告宣伝、建

物・システムなどについて、送電事業の中立性が十分に保たれるようにするべきである。 

 このような行為規制は、実施状況によって効果が出ないこともありうる。従って 2015年

9月に設置された電力取引監視等委員会（監視委、2016年 4月 1日より電力・ガス取引監視

等委員会と名称変更）が、送電事業の中立性が保たれているか、事後的に監視して必要に応

じて改善を指導することが欠かせない。一般送配電事業の認可に当たっては、このような点

の確認も重視すべきであろう。 

 

提言２：所有権分離など更なる構造措置の可能性 

法的分離が十分な効力を発揮しない場合には、更なる構造的な措置が求められる。また、送

電事業が有する規模の経済性の観点に立てば、日本の国土に 10の送電会社（一般送配電事業

者）が併存するのは非効率であると考えられる。広域運用の効果を発揮するためにも、送電

会社が合併などにより規模を拡大することが望ましい。 

 従って政府（資源エネルギー庁および監視委）は、将来的な所有権分離の可能性を念頭

に置きつつ、民間企業である電力会社（一般送配電事業者）がそれを選択するよう、また送

電会社の規模の拡大が進むよう誘導する政策を展開すべきであろう。 

 それは第 1に、監視委が、法的分離の実施前から送配電事業者の監督を徹底することで

ある。ドイツでは、連邦ネットワーク庁が行為規制を徹底したことが要因の 1つとなり、電

力会社にとって送電子会社を所有し続ける誘因が下がり、売却（所有権分離）の判断を下し

たと言われている。 

 第２に、政府がより積極的に所有権分離への誘因を付与することである。例えば米国 

では、電力自由化後に電力会社に対して、過去の発電投資などにかかった回収不可能コスト

（stranded cost）を電気料金から回収することを例外的措置として認める代わりに、競争促

進の観点から発送電分離や発電所の売却を合意させている。同様の観点から、送電子会社の

売却や統合に対して政府が何らかの促進策を講じることが考えられる。 

 第３の方法は、広域機関を広域運用の調整役に止まらず、全国的な系統運用者、即ち ISO

に格上げすることである。全国的 ISOを設立して系統運用を一括して委ねることは、法的分

離に加えて機能分離も実施することを意味し、送電網の中立化と広域化の双方を効果的に進
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めることができる3。日本の広域機関を ISOにするには、給電指令や系統計画の策定などの権

限を与えると共に、人事面の中立性を抜本的に高める必要がある4。 

 

  

                                                 
3 そもそも米国で機能分離が採用された背景には、１つの州の中に複数の電力会社（系統運用者）が併存するとい

う事情があった。さらに州を越えて広域運用を拡大する目的から作られたのが、PJMや MISOといった RTO（Regional 

Transmission Operator）である。 
4 例えばカリフォルニア州 ISOの理事は、州知事が任命する。現在の理事５名の過去の経歴は、大学教授や企業経

営者、州政府高官などであるが、電力会社出身者がいない一方で、自然エネルギーの経験・知見のある者が２名

含まれている。 
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２．広域運用の拡大と地域間連系線の利用 

 

2.1 広域運用の重要性 

広域運用とは、既存の電力会社（送電会社）の担当地域を越えて電力を取引し、需給調整を

広い範囲で行うことである。そもそも、発電所（供給）も消費者（需要）も多種多様である

ため、現実の需給バランスにおいては、それらを広い範囲で足し合わせ調整することが、経

済合理性にかなうだけでなく、安定供給にも寄与する。そのため、電気事業法では、完全な

地域独占の時代から「広域的運営」（同法第二節）に配慮するよう義務付けられてきた。 

しかし現実には、地域独占は発送電一貫体制を伴っていたため、広域運用を実施するこ

とは原理的に容易ではなかった。各地域単位で発電から送電、小売りまでを統合的に責任を

持つ仕組みでは、電力会社は他地域の電源などに頼らず、自らが所有する発電所で需給調整

を行うからである。結果的に、地域内の自社の発電所は増える一方で、既設の地域間連系線

が有効に利用されない状態が続いた5。 

 これに対して変動型自然エネルギー電源が大量導入される時代には、広域運用が強く求

められるようになる。欧州で自然エネルギーの導入が進んでいるのは、国境を越えて送電網

がメッシュ状につながっているからとの指摘があり、これは一面では正しい。しかし、他方

でその背後に、送電網を有効利用する合理的な制度が整備されていることも重要である。逆

に日本でこれまで広域運用が進まなかった理由の 1つは、その主体となる独立した送電会社

が存在せず、地域を越えて送電網を利用する制度が十分でなかったからと指摘できる。 

 

 

2.2 地域間連系線の利用ルール 

地域間連系線の利用を阻害する要因として、保守的な利用ルールの存在が挙げられる。日本

のこれまでの電力系統利用協議会（ESCJ）のルールでは、長期計画に基づいて先着優先で送

電網の容量が割り当てられてきた。これを「計画潮流」と呼び、原子力や石炭火力、水力と

いった長期固定電源がその対象となってきた。 

 例えば、東京電力と東北電力の間の連系線について見ると、運用容量の３分の２以上が

計画潮流として押さえられてきた（図２）。連系線の運用容量全体から計画潮流とマージン

を差し引いた残りが「空容量」であり、長期固定電源以外の電源が利用できる。自然エネル

ギーの中でも太陽光や風力は、天候の影響を受けやすいため、直前にならないと発電電力量

の予測がつかず、空容量の部分を利用するしかない。しかしこの空容量は全体の 10％程度し

かないため（図２）、連系線の使い勝手が悪くなってしまう。 

 

 

 

                                                 
5 例えば、北海道における自然エネルギー導入の障壁として頻繁に指摘される北本連系線についてみてみると、利

用率は 2.7％（東北向き）に留まっている。電力広域的運営推進機関、2015年度『年次報告書』。 
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図２ 相馬双葉連系線の長期計画と空容量 

 
出典：電力広域的運営推進機関、系統情報サービスより財団作成 

https://www.occto.or.jp/keito/denkeito/index.html 
   

 この計画潮流は、実績として十分に利用されているわけではない。図３は、2005 年に予

定した計画潮流（緑の横線。10年前の計画潮流見通し）に対して、2014年の実績（１月〜12

月、30分毎）を示したものだが、図２と比べて空容量（紫）が拡大していることを確認でき

る。これは、空押さえを禁止している ESCJのルールに基づいて、実需給の遅くとも７日前に

は、不要な計画潮流が開放されるからである6。しかしこの開放は、予め確実に見込めるもの

ではないため、自然エネルギー事業者は発電計画の際に当てにすることができない。つまり

結果的に計画潮流は事実上の空押さえになっており、連系線の効果的な利用という観点から

も問題があるにもかかわらず、長期計画を優先する利用ルールの改正という動きになってい

ない7。 
 

図３ 2014年の東北—東京間の空容量実績と 2005年時点の長期の計画潮流見通し 

 
出典：電力広域的運営推進機関、系統情報サービスより財団作成 

https://www.occto.or.jp/keito/denkeito/index.html 

                                                 
6 実需給日の７日前の 17時以降の利用計画の減少に、「計画変更賦課金」や「通告値変更賦課金」といったキャン

セル料が課される。http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/engineering/wsc/renkan-j.pdf 
7 認定済の長期固定電源に対する平成２６年度審査結果の公表について（電力系統利用協議会）。

http://www.escj.or.jp/obsolete/news/2014/20141219.html 
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2.3 欧州における間接オークション 

日本の「計画潮流」中心の地域間連系線の運用に対して、欧州ではスポット市場での約定に

応じて地域間連系線の利用権を割り当てる「間接オークション（implicit auction）」に基

づいた運用が一般的である。そもそも欧州では、複数の前日スポット市場（後述）が相互に

連結（market coupling）しており、国境を越えた広域での電力取引が一般的となっている8。

このスポット取引では、限界費用に応じて約定が決まるため（メリットオーダー：後述）、

それに対応して自動的に連系線の利用権が割り当てられる9。 

 日本で大半を占める連系線の長期的な確保（計画潮流）については、欧州では送電権の

オークション（explicit auction）を実施し、透明性や公平性の確保に努めている10が、日本

では長期固定電源の投資リスクなどを考慮して、送電権オークションの導入は見送られてい

る11。そもそも欧州では、オークションの対象となる計画潮流の枠は限定されているし、期間

は翌年 1年間と短い（日本は 10年間）。結果的に空押さえは限定的になり、間接オークショ

ンを中心として、新規事業者にも配慮した形で連系線の有効利用が実現されている。つまり、

日本では広域運用を実現する基本的条件が整っておらず、長期固定電源に対して地域間連系

線の高い優先権を与える利用ルールとなっている。 

 こういった状況から、自然エネルギー電源の統合を前提とした合理的な系統運用を実現

するために、次の２点を提言する。 

 

提言３：電力広域的運営推進機関の機能 

日本の電力システム改革の第 1段階として、2015年４月に広域運用を行う機関「電力広域的

運営推進機関」（広域機関）が設立された。これは、全ての電気事業者が参加する調整機関

であり、地域間連系線を効果的に活用し、全国大での系統運用を図ることを目的としている。

これまでの ESCJが十分な役割を果たせなかったことに鑑みれば、同機関が中立的な立場から

各電気事業者に対する強い権限を背景として、連系線の合理的な活用や建設計画の策定、系

統接続の円滑化などに寄与することが望まれる。 

 財団としては、同機関が十分に機能し、広域運用が進むことを大いに期待しているとこ

ろである。一方で、発足してまだ 1年が経過しようとしているところであり、その成果を評

価できる状況にない。現在策定中の連系線の利用に係る新たなルールの内容や系統アクセス

業務の遂行状況などを注視していきたい。またその際には、監視委がその活動状況を適切に

監督することも重要である。 

 

提言４：地域間連系線利用における間接オークションの実施 

                                                 
8 尚、日本は国際連系していないものの、一国でドイツとフランスを足し合わせた程度の消費電力量があり、国内

だけでも広域運用の効果が十分にあることに留意されたい。 
9 市場取引の結果、既存の連系線の運用容量を超過した場合には、「市場分断」が生じることになる。 
10 Explicit and implicit capacity auction (Nordpool spot) 

https://nordpoolspot.com/globalassets/download-center/pcr/how-does-it-work_explicit-and-implicit-cap

acity-auction.pdf 
11 第４回 制度設計ワーキンググループ

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_system/seido_sekkei_wg/pdf/04_05_

01.pdf 
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日本でも地域間連系線の割り当てについて、既存の長期固定電源を優先するルールに代えて

間接オークションの導入を提言したい。北欧などで行われている間接オークションでは、長

期計画に基づいた空押さえはできないようになっている。これにより、連系線の利用が公平

になると共に広域運用が促進され、自然エネルギーの変動対策になるだけでなく、広域的メ

リットオーダーが実現されている。長期的な連系線の確保についても、その枠を限定した上

でオークション方式を導入すべきであろう。 

 広域機関では、広域の系統整備や運用容量の在りかた、地域を越えた調整力の確保の方

法について現在検討を進めている。しかし、上述したような日本の既得権益化した連系線利

用についての議論は未だ始まっていない。より効果的に広域運用を実施していくために、早

期に地域間連系線を市場へ開放し、間接オークションなどに基づいて利用権を割り当てるべ

きである。 
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３． 卸電力市場への自然エネルギーの統合 

 

3.1 電力自由化による市場取引の活性化 

自由化後の電力取引は、市場を通して価格メカニズムに基づいて行われることになる。実需

の前日にスポット市場を通して行われる取引が基本になると共に、最終的な需給調整をリア

ルタイム市場が、長期的なリスクヘッジを先物市場が担うといった重層的な構造になる。ス

ポット市場が適切に機能することで、限界費用が低い電源から給電され、メリットオーダー

に基づいた発電設備の効率的な活用が実現されると共に、リアルタイム市場を通してデマン

ドレスポンス12を含む効果的な需給バランスが達成されれば、安定供給にも資することにな

る。市場価格は時々刻々と変動するものの、先物市場を設けることによってリスクに対する

一定のヘッジが可能である。また価格つり上げといった行為に対しては、独立規制機関によ

る市場監視が重要になる。 

 欧州では、いち早く電力制度改革を実施した北欧や、巨大な需要を有する独仏をはじめ、

電力の市場取引が発達している。欧州電力指令に基づき、欧州全体での電力市場の統合化と

競争導入が指向されており、国境をまたいだ電力市場も複数形成されている。その結果、例

えば北欧４カ国を中心とするノルドプールのスポット市場の取引量（2014年）は 5,014億 kWh

に達し、10年間で 2.5倍以上に拡大した。2013年の各国の電力消費量に対するスポット取引

量の割合は、北欧４カ国・バルト３国で約 92％、ドイツ・オーストリアで約 45％となってい

る13。 

 

図４ 日本とドイツ・オーストリアにおける電力需要と市場規模の比較 

 

注：ドイツ・オーストリアの総需要電力量は 2013年数値、日本の各数値は 2014年度のもの 

出典：EEX年次報告書（2014）、電力調査統計（2014年度）などより作成 

 

 一方で、欧州とは対照的に、日本における電力の市場取引は極めて小さい規模に留まっ

ている（図４）。日本卸電力取引所（JEPX）は、2005年の取引開始から 10年以上が経過し

                                                 
12 電力の需給ひっ迫時などに、需要家が系統運用者などの要請に応じてピークカットなどを行うことにより、需

給調整を実現すること。高コストな発電を節約したり、変動電源に柔軟に対応したりする上で期待されている。 
13 スポット取引量については、Nord Pool Spot 年次報告書(2014), EEX 年次報告書(2014)を参照した。各国の電

力消費量については、IEA “Electricity Information 2015”を参照した。なお、バルト 3国のうちラトビア、

リトアニアについては CIA “the World Factbook”の 2012年推計値を参照した。また、ここで取り上げているス

ポット市場は二国間もしくは多国間で共通運用されている。 
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ているが、2014年度のスポット取引量は約 126億 kWhであり、総需要の 1.7％程度の割合に

過ぎない。この卸電力市場の小ささが、機動的な電源調達を難しくし、新電力のシェア拡大

を阻む要因の１つとなっている。 

 市場取引の実態についても日欧の差は大きい。欧州では、発電や小売部門とは別に市場

取引やアセット運用最適化を専門とするトレーディング部門を設け、市場を活用した効率的

な燃料や電気の供給・調達を実施している。また、火力、水力、原子力といった電源タイプ

別のトレーディング戦略を立て、デリバティブ市場も活用した価格変動リスクのヘッジを

行っている。 

 市場取引が活性化していない日本では、現在でも電力会社内の垂直統合型の電気のやり

とりが中心で、それ以外は長期の相対契約が占める。地域独占の下では、総括原価主義の認

可料金や燃料費調整制度によって、本来の価格変動リスクを確実に需要家に転嫁することが

できた。また自由化市場でもほとんど競争が生じていないため、市場を活用した効率的な調

達を行う誘因に乏しかった。現在、一部の電力会社では、小売り全面自由化を受けて燃料調

達におけるトレーディング部門の設立・強化を打ち出しているものの14、日本での取り組みは

緒についたばかりである。 

 

 

3.2 自然エネルギーの買い取りと直接販売 

 統合された競争的電力市場の実現と自然エネルギーの拡大導入を掲げる欧州は、卸電力

市場に自然エネルギーをどう統合するかを考え続けてきた。 

 ドイツでは、FiT（固定価格買取制度）の下で送電会社が自然エネルギーの電力を買い取

り、そのままスポット市場に転売している15。その際、欧州指令の優先給電ルールに基づき、

そもそも限界費用が低い自然エネルギーは、石炭火力や原子力よりも先に給電され、着実に

市場取引の対象となってきた。こうして自然エネルギーの電力の割合が増え、一般家庭への

買取賦課金が増加してきた一方で、「メリットオーダー効果」が働いてスポット価格の下落

も生じている16。そのような中で、送電会社による義務的な買取ではなく、より市場適合的な

形での取引が模索されている。2012年から発電事業者は、小売り事業者やスポット市場への

直接販売を選択できるようになり、通常の市場売電に加えて上乗せ金をもらうフィードイン

プレミアム制度が生まれた。そして 2014年の法制度変更により、直接販売が自然エネルギー

の主流となることが決定されている。これらの背景には、すでに自然エネルギー電力が３割

を越えてきたドイツにおいて、FiTは自然エネルギーの発電コストを下げるための時限的措

置であり、固定価格による買取という段階は終わりつつあるという理解がある。 

 日本でも 2017年度から送電会社（系統運用者）が自然エネルギー電力の買取主体になる

方向で議論されており、スポット市場の取引量が増えると想定される。財団としてはこれに

基本的に賛同するものの、日本の既存の市場規模が余りに小さい状況から、スポット価格が

                                                 
14 2015年 4月に東京電力と中部電力は、燃料の調達や火力発電所の建設などを行う合弁会社 JERAを設立した。 
15 2009年までは、小売り会社に販売電力量に応じて自動的に配分してきた。 
16 限界費用が低い自然エネルギーの電力の取引が増え、火力発電などを置き換えた結果、スポット市場の価格が

下がること。 
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大きく変動する可能性があるため、価格上限値の設定などの移行期の対策が必要であると考

えている。 

 

 

3.3 電力システムにおける柔軟性の確保の必要性 

欧州では、風力や太陽光といった変動型の自然エネルギー電源の割合が増加する中で、これ

以上の拡大を目指し、いかに需給バランスを維持するかという新たな課題に挑戦している。

その際にキーワードとなるのが、「柔軟性（flexibility）」である。これまでにも機動的な

出力調整の余地が大きい水力発電やガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）などが、需

給調整に大きな役割を果たしてきたが、これら伝統的な調整電源に加えて、石炭火力発電の

調整力を高める、広域運用を拡張する、エネルギー貯蔵を活用するといった多様な方法を組

み合わせることが、需給調整システムの「柔軟性」を高めることになる。 

 例えば、これまでの石炭火力は継続運転が前提となっていたが、欧州では起動時間の短

縮を図る、最低負荷運転の制約を下げるなどの対応が求められており、そういった短周期で

の出力上昇に対応する技術も開発されている。発電所以外にも、前述の広域運用は、多様な

供給力と需要を対応させることで柔軟性の拡大に資する。いままで米国に比べてあまり活用

されてこなかった、需要家側の調整力であるデマンドレスポンスへの期待も高い。また、旧

来からの揚水発電に加えて、今後は蓄電池などの蓄電機能、長期的にはガスとしての貯蔵で

ある Power to Gasの検討が必要とする声もある。 

 自然エネルギーの出力抑制も柔軟性を高める手段の１つだが、欧州では前述の方策を優

先した結果、出力抑制量は年間発電量の 1−2％に止まっている。要するに、揚水や石油火力

といった特定の発電所に需給調整の役割を固定する旧来の仕組みから、ネットワーク側や需

要側まで含めた多様な方法によってシステム全体でバランスを取る柔軟な仕組みへと、電力

システムの構造改革が進みつつある。 

 そして、それは一方で、ガス火力など既存電源の設備利用率の低下をもたらし、「容量

メカニズム」についての議論も招いている（コラム参照）。長期固定電源と同義である「ベー

スロード電源」という言葉が時代遅れになるなど、電源間の役割の急激な変化がその背景に

ある。それは他方で、各電源への投資判断を誤った大手電力会社の経営危機が、何らかの市

場救済を必要としているということの裏返しでもある。 

 このように、卸電力市場が機能している前提で自然エネルギーの統合を進めている欧州

に対し、日本ではそもそも市場が機能していない上に、自然エネルギーの導入量も限定的で

ある。自然エネルギーの優先給電はなく、スポット市場での取引もほとんどなされていない。 

 欧州とは大前提が異なる日本において、自然エネルギーの市場統合の観点からどうすべ

きか、次の４点を提言したい。 

 

 

提言５：卸電力市場の拡大と多様化 
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まず、今日本に必要なのは、電力自由化の観点から卸電力市場を機能させることである。ス

ポット市場の規模を欧州並みに拡大することがその出発点となる。そのためには、圧倒的な

電源保有者である電力会社からの電源供出と買い入札を徹底すべきである。 

 2016年４月からのライセンス制の導入および計画値同時同量制への移行により、余剰電

力の玉出しや切り出しが増える可能性はある。一方で、市場の流動性が十分に確保されるま

では、市場拡大の集中期間と定め、監視委による監視や指導が一層厳密に実施されることが

必要であろう。その際には、供出量だけを見るのではなく、水力など償却済でコスト競争力

の高い電源が市場に出されているかどうかも重要なポイントである。 

 次に市場の多様性も確保していくべきである。法的分離の前からリアルタイム市場を開

設することは可能であるし、先物市場の開設も急ぐべきであろう。その結果日本でも、事業

者の規模の大小を問わず、戦略的なリスクヘッジやトレーディングが活発化し、燃料や電気

の調達における効率的な資源配分が期待される。 

 

提言６：自然エネルギーの卸電力市場への段階的な統合 

自然エネルギーについて後発の日本では、当面の間は固定価格買取制度の基本的な枠組みを

維持すべきである。すなわち、投資回収が可能な適正価格を定め、20年といった期間、系統

運用者に買取を義務付ける。その電気はスポット市場で売買する。この安定的な投資環境が

あることで、自然エネルギーの導入は促進される。日本において顕在化した産業用太陽光へ

の偏りや賦課金負担の増大といった問題は、設備認定時期や価格改定の頻度の見直し、不良

案件への取り締まりといった運用の改善によって対応すべきである。 

 一方で、中期的に自然エネルギーの導入量が増えるに従い、その電力を市場ベースで取

引することが求められるようになる。ドイツなどの例にならい、直接販売といった方式が市

場統合の将来的な選択肢となろう。ただしその前提として、スポット市場が一定の厚みを持

つことや先物市場で価格変動リスクをヘッジできることといった、市場の適切な機能が不可

欠である。 

 更に本質的には、化石燃料が持つ気候変動面での負の外部性（温室効果ガスの排出）が

内部化されることが、市場取引と環境政策を融合させる理想的な手段であることを、認識す

べきであろう。即ち、欧州のように本格的な炭素税や排出権取引を実施することなどにより、

通常の市場取引を行いつつ間接的に自然エネルギーの導入を促す環境を整備すべきである。 

 

提言７：メリットオーダーで優先給電を 

欧州では、欧州電力指令により自然エネルギー電源の優先給電を定めているが、その根本に

あるのは、基本的にメリットオーダーによる給電である。つまり、限界費用の安い電源から

市場取引されていく。このようにすることで、結果として自然エネルギーは最初に取引され、

出力抑制は最後の手段となる。日本のように出力抑制の順番まで定めてはいない。日本では、

未だ、原子力（および水力、地熱）などの長期固定電源が優先され、風力や太陽光はこれに
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劣後する給電ルールが維持されている17。前述の考え方にもとづき、市場取引と系統運用を統

合した効率的な給電指令がなされるべきである。 

   

表１ 日本の給電順位に関する送配電等業務指針 

① 火力発電（オンライン調整の対象電源）の出力抑制および揚水発電の揚水運転 

② 火力発電（オンライン調整の対象外電源）の出力抑制 

③ 連系線を活用した広域的な系統運用（広域周波数調整） 

④ バイオエネルギー発電出力抑制 

⑤ 変動型自然エネルギー電源（太陽光・風力）出力抑制 

⑥ 非常時における全国融通の活用（広域機関の指示にもとづく非常時の広域系統運用） 

⑦ 長期固定電源（原子力、水力、地熱） 

 出典：『送配電等業務指針』、電力広域的運営推進機関。2016年 4月 1日より適用 

 

提言８：電力システムの柔軟性向上に資する市場設計を 

変動型自然エネルギー電源の導入量に関わらず、電力システムの柔軟性を向上させることは、

安定供給の観点から望ましい。その第一歩は、市場メカニズムを適切に機能させることであ

る。具体的には、リアルタイム市場の早期の創設が求められる。リアルタイム市場について

は、発送電分離が予定される 2020年度に導入予定であるが、早期に検討を開始し、他国の経

験を踏まえた透明性・流動性の高い市場設計が求められる。 

 次に中長期的には、変動型自然エネルギー電源の割合を高めた時にどの程度の柔軟性が

求められるか評価を行い、他国の経験も踏まえた適切な仕組みの導入を検討すべきである。

その一例に容量市場などがあるが（コラム）、注意しなければならないのは、こうした仕組

みは極めて高い導入量を前提とした国・地域における試みだということである。ドイツやカ

リフォルニア州は、現時点で日本の 4〜6倍の導入率を誇り（図５）、2030年時点でも現在

の２〜３倍を目標としている。これら先行事例から学びつつ、適切な時期に市場設計を行う

べきであろう。 

 

図５ ドイツ、カリフォルニア、日本における電力に占める太陽光・風力の割合 

(2014年 ※日本のみ年度数値) 

出典：経済産業省資源エネルギー庁, CAISO,資料より作成 

                                                 
17 「送配電等業務指針」、電力広域的運営推進機関、2016年４月１日 
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コラム：日本に容量メカニズムは必要か？ 

 

 

電力自由化や自然エネルギーの導入が先行する一部の国・地域では、容量メカニズムの導

入が検討あるいは開始されている。容量メカニズムとは、発電所が有する需給調整上の供給

力としての価値（kW）を評価し、市場で電気（kWh）を販売して得る収入を補完する政策的な

仕組みの総称である。電力市場における価格変動、変動型自然エネルギーの大量導入、原子

力や石炭火力の廃止などによって、システムの柔軟性や供給力そのものが不足する事態が想

定されることから、電源に係る投資回収の予見性を高めることで供給力を確保する措置の必

要性が提起されている。 

発送電一貫体制と法定独占の下では、出力調整が頻繁に行われて設備利用率が低くなりが

ちな電源も含めて、1つの電力会社が需給バランスに責任を持ってきた。電源別の収益にこ

だわらずとも、全体として利益が確保できる仕組みになっていたのである。しかし自由化後

は、限界費用が高いため設備利用率が低くなりがちな一方で、出力調整が容易なため柔軟性

の向上に寄与する電源の価値を、何らかの形で評価する市場の仕組みが必要になる。具体的

には、米国・カリフォルニア州やイギリスにおける「容量市場」と、ドイツやスウェーデン

で導入されている「戦略的予備力」などに大別される。 

例えばカリフォルニア州の系統運用を担う CAISOは、変動型自然エネルギーを高い割合で

導入するため、電力システム全体の柔軟性容量を評価し、小売事業者がこれを確保するよう

義務付ける仕組み（Flexible Capacity Requirement）を段階的に開始している。 

一方で、その背景は国・地域によってさまざまであり、自由化すればすぐに容量メカニズ

ムが必要なわけではないことに留意しなくてはならない。本稿で指摘した通り、日本は電力

市場の活性化と、自然エネルギーの導入の双方で遅れている。変動型自然エネルギーの導入

率は３％程度に止まっており、2030年の目標値でも 10%を越えない。現在８割以上が化石燃

料による発電という状況では、容量市場の必要性は感じられない。容量メカニズムの拙速な

導入は、運用改善による柔軟性向上の取り組みを停滞させるとともに、老朽電源を温存し、

将来に向けた電源構成の最適化の動きを阻害することになる。 
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４． 小売り全面自由化と自然エネルギーの拡大 
 

4.1 諸外国の小売りビジネスと自然エネルギー 

電力制度改革の重要な要素の一つが、電力自由化である。卸電力取引の自由化とともに、最

終消費者に対する小売り取引の自由化がある。欧米先進国では 1990年代から小売り自由化が

始まっており、その結果、旧来の地域をまたいだ競争はもちろん、新たな電気料金メニュー

や自然エネルギー電力の小売りメニュー、他ビジネスとの協働による新しいサービスの提案

などが活発化している。 

 例えばイギリスでは、1998年の全面自由化以降ガス会社が電力小売りに参入し、ガスと

電気のセット割引サービスを展開している。 

 米国では、欧州よりも一足先に自然エネルギーを選択できる「グリーン電力プログラム」

が誕生した。消費者は小売りメニューとして自然エネルギーの電力を選択できる他、そのよ

うな選択肢がない地域でも、「グリーン電力証書」という形で、小売事業者が取引したり、

消費者が購入したりできる。最近の米国では、自治体単位で自然エネルギーを選択する「コ

ミュニティ・チョイス・アグリゲーション」18という強力なプログラムも登場している。 

 省エネルギーについても多様な取り組みがある。例えば、ドイツで市民電力として有名

なシェーナウ電力は、大手電力と比べて基本料金が安く従量料金が高いメニューを設定し、

節電を促す仕組みになっている。米国では、家庭向けにエアコンの温度設定を自動的に制御

するメニューなどから、デマンドレスポンスが発達してきた。ピークカットに協力すること

で報奨金が支払われ、結果的に電気料金が安くなる場合もある。 

 このように、自由化を通じて、単純な価格競争だけでなく、自然エネルギーや省エネル

ギーの価値を追求する競争も行われ、消費者の声が市場を通して反映されるようになってい

る。そしてその前提として、消費者が適切に選択権を行使するための環境が整備されている

ことが重要である。 

 欧州や米国の州では、公正な市場競争の促進と消費者保護の観点から、発電あるいは小

売り事業者に対して、電源構成の情報公開が義務づけられており19、温室効果ガスや放射性廃

棄物の量などの表示もある。消費者が小売り市場を通して選択権を行使することで、自然エ

ネルギーや省エネルギーが拡大・推進される制度設計がなされている。 

 

 

4.2 日本における小売り自由化の停滞と自然エネルギーの電力小売り 

                                                 
18 CCA。自治体が家庭や事業者の電力需要を束ね、自治体単位で自然エネルギー電力の調達を行い、需要家に供給

する方法。自治体単位なので、自然エネルギー比率の高い電力を安く購入することが可能になる。電気代は同じ

で自然エネルギー電力の割合を増やす選択肢や、少し料金を足して自然エネルギー100％とするなどのメニューを

用意する。例えば、CCAプログラムを持つ自治体に外から越してきた場合は、まず強制的に CCA に加入となるが、

プログラムに参加したくない消費者はオプトアウト（脱退）もできる。 
19 欧州では、自然エネルギーについては、2001年「欧州再生可能エルギー電力指令」（Directive 2001/77/EC）

により、電力取引を活性化するため、また他電源との差異化と消費者保護のために、各国に発電源証明制度を構

築すること定めた。また、電源表示の開示については、まず 2003年「欧州第二次電力指令（Directive 2003/54/EC）」

で義務づけられ、その改訂版である 2009年「欧州第三次電力指令（Directive 2009/28/EC）」でも定められてい

る。米国では、カリフォルニア、コロラド、アイオワ、テキサスなど、半数以上の州で、発電源構成開示、発電

源構成開示などとして義務づけがなされている。 
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日本では、2000年に契約電力が 2,000kW（特別高圧）の大規模工場や大規模ビルなどの大口

需要家を対象に部分的に自由化が導入され、次第に範囲は拡がった。しかし 2005 年に中規模

の工場や自治体などが対象となる 50kW以上（高圧）への自由化が実施されたのを最後に、一

般家庭など低圧の需要家は、規制市場に残されたままだった。  

 小売り自由化が進まなかった理由として、この 10年間地域独占の状況が変わらなかった

ため、一般家庭まで自由化しても消費者のメリットに乏しいからと説明されてきた。実際新

規参入者の市場シェアは３％程度に留まった上、大手の電力会社間の競争である地域をまた

いだ「越境供給」は、2005 年以来 2013年までわずか１件しかなかった。しかし、その理由

は、日本における自由化市場の拡大が難しいということではなく、発送電分離などを含む競

争の導入、制度改革が徹底されなかったことにある。 

 既存の電力会社は、送電という「流通」のみならず、「生産」と「販売」を地域内で一

手に管理するのに対して、新規参入者は乏しい「生産」を元に「販売」をゼロから拡大する

しかない。「生産」物を取引する市場（各論３）が未発達な上、「流通」が適切に利用でき

ない（各論１）環境下において、新規参入事業者が電力会社に対抗して「販売」を拡大する

のは極めて難しい。このような競争環境を是正するためには、構造的措置を含めた制度改革

が必要である。 

 2011年３月 11日の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故は、20年近く

遅々として進まなかった日本の電力制度改革の議論を一気に進めるきっかけとなった。さま

ざまな検証により、自由化部門では激しい価格競争を行って新規事業者を閉め出す一方で、

一般家庭などの非自由化部門では高い電気料金を保つことにより、利益を確保してきたこと

も明らかになった。 

 こうして一連のシステム改革の重要要素として、2016年 4月から一般家庭も含めた小売

りの全面自由化が行われることになった。 

 2016年４月からの小売り全面自由化に際し、積極的な営業活動が始まっている。現時点

で 220社以上の小売事業者が登録し、回答している限りでは、そのうちの 3割程度が一般家

庭への小売りを実施する予定あるいは検討中だという（未回答の事業者も多いため、今後増

える可能性がある）。しかしこれまでのところ、電気料金が下がるかどうかに宣伝が集中し、

また消費電力量が増えるほど割引き率も増える料金メニューが多数となっている。また、日

本では、石炭火力の増設が許容される政策がとられているため、このままでは、電力自由化

で石炭消費が膨大に増えてしまう可能性も指摘されている。  

 諸外国のように、自然エネルギーの小売りを実現するには、制度上の制約があることに

留意する必要がある。第１に、日本では自然エネルギーの拡大が本格的に始まったのは固定

価格買取制度（FiT）導入後だったため、大規模水力以外のほとんどの自然エネルギーが固定

価格買取制度の下にあり、日本で「自然エネルギーの小売り」をしようとすると、「FiT電

源」からの調達が中心にならざるを得ない。固定価格買取制度は国の補助制度であり、すべ

ての電力消費者が負担する賦課金により支えられている。そのため、その電源を特別の価値

があるかのように売ることは、環境価値の「二度売り」となってしまう。これについては、



22 

 

「FiT電気」と表示することによって販売できると整理されたが、この表示は制度を分かり

にくくしてしまった。また、本来は、FiT外の電源の拡大も必要である。 

 第２に、今まで火力平均可変費単価だった「回避可能価格」が、卸電力市場連動ベース

になった。これは、買取賦課金という消費者負担の適正化の観点から合理的であり、ドイツ

でも同様の仕組みで運営されてきた。一方で小売り事業者にとっては、調達価格が変動する

リスクを抱えることになり、スポット市場の規模の小ささからも懸念の声が上がっている。

特に小規模の小売り事業者がどのような影響を受けるか、市場の分析が必要であるが、同時

に、回避可能価格の低下による買取賦課金の上昇についても適切な配慮が必要である。 

 小売り市場を通して自然エネルギーを拡大していく観点から、次に２点の提言を行う。 

 

提言９：消費者が選択できる情報の開示−分かりやすい「電源表示」の義務づけ 

欧米では、自由化に際し電源表示の義務づけが行われているが、日本では、電源表示を「望

ましい行為」とされているものの20、義務づけはなされていない。これについて経産省は、実

質的な義務づけであると説明しているが、実際には、4月を迎えて盛んに行われている小売

事業者の宣伝の中で、電源構成をはっきりとパーセンテージで表示している事業者は３割程

度である21。いくつか立ち上がっている電力比較サイトでも、電源構成は非公開で、CO2排出

量も表示されていないケースが目立つ22。 

 また、表示の際には、統一された簡明な表示が必要である。現在の制度では、電源構成

を表示する際には、先ほどの FiT電気表示に加え、卸電力市場の説明、その他電力（インバ

ランス電力等）などの説明が義務づけられているが、これは一般消費者には一見してわかり

にくい。電源を表示している事業者でも、ウェブサイト等をかなり掘り下げないと見つける

ことができない場合が多い。 

 政府が統一された簡明なラベルを提示することなどにより、事業者の手間を省きつつ、

消費者も分かりやすく比較できる制度を実現すべきである。 

 

提言 10：グリーン電力市場の創設を 

小売り事業を通して FiT電気以外にも自然エネルギーをいかに増やしていくかも、同時に考

えていく必要がある。 

 諸外国のグリーン電力制度については前述の通りだが、日本にも 2000年以降「グリーン

電力証書」23が存在している。しかし、環境貢献したい企業などが自らの消費電力分の「証書」

を購入して公表する、ボランタリーな制度に留まっている。省エネ法などの公的な制度に適

用できるという恩恵はない。 

 根本には、日本ではカーボンプライシングなど、環境価値を市場で内部化していく制度

がないことが理由としてあげられる（提言６）。一方で、米国では、環境価値の取引とは別

                                                 
20「電力の小売営業に関する指針」、2016年１月、経済産業省。 
21 もっとも参入の多い東京電力管内。「電気のもと 公表わずか３割」、2016年 3月 26日、東京新聞より 
22 価格.com（2016年４月１日現在）など。 
23 グリーンエネルギー認証センター（http://eneken.ieej.or.jp/greenpower/jp/index.html?20160125）などを

参照のこと。 
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に、電力自由化に際して、消費者のニーズに対応するために、グリーン電力証書を含め、多

様な形のグリーン電力プログラムが発展してきた経緯がある。日本でも、小売自由化が始ま

り、自然エネルギーの選択が望まれている現状に鑑みて、例えば現存のグリーン証書を公式

なものとして認め、公的制度の中に組み込むなどが考えられる。 
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５． 独立規制機関の役割 

 

電力システム改革では、市場における健全な競争や、送電部門の中立的な運営を進めるため、

市場取引の監視や規制の実効性の担保が重要となる。欧米では、電力自由化やシステム改革

に伴い、新たに独立規制機関を設けて市場競争の監視や競争促進、送配電部門等の公益性担

保のための規制や監督を実施してきた。 

 独立規制機関は、市場の利害関係者からの独立、行政の企画・推進部局からの独立、政

治からの独立が求められる。高度な専門性を持って、送配電事業や小売市場の規制等の業務

にあたっており、送配電事業の独立性確保や卸・小売市場における競争の促進に大きく貢献

してきた。 

 例えばドイツでは、発送電一貫体制の地域独占の 8大電力会社が約 8割のシェアを占め

る中で 1998年に一気に小売り自由化が始まり、100社以上の新規事業者が市場に参入した。

発送電の法的分離も行われたが、既存の大手電力会社が合併・統合を繰り返して競争力を増

していったのとは対照的に、高い託送料や小売料金価格競争にさらされた新規参入者は、多

くが撤退を余儀なくされた。その後の検証で、2004年時点で大手電力会社（送電事業を含む）

は４社に統合され、市場の寡占状態は 9.5割に達し、電気料金の水準も元に戻っていたため、

送電事業を監督・監視する機能が、郵便や鉄道などのネットワーク事業の独立規制機関であっ

た連邦ネットワーク庁に与えられた。連邦ネットワーク庁は、送電網の中立的な運営や、適

正な託送料金の設定、自然エネルギー電源などのための送電網の建設計画の円滑な遂行など

を監督している。その後、法的分離から所有権分離に進む事業者が出てきていることなどか

ら、送電事業の中立性が確保されていることがわかる。 

 上記のような役割を果たすために、独立規制機関には様々な権限が与えられている。ド

イツの連邦ネットワーク庁は、市場監視の目的で捜査や証拠の押収が認められているうえ、

違反行為について賦課金を課すことができ、さらには、送電会社ライセンスを剥奪するなど

の強制力も認められている。イギリスのガス・電力市場委員会（Ofgem）も、ライセンス条件

違反の摘発や罰則の適用を業務の一つとし、事業者に対する強い権限を持っている。こういっ

た規制機関としての強制的権限が、独占事業である送電事業を監督するに際して力が発揮で

きる背景となっている。 

 日本でも、2015年９月１日に、独立した規制機関として電力取引監視等委員会（監視委、

2016年 4月 1日より電力・ガス取引監視等委員会と名称変更）が設置された。経済産業大臣

直属の審議会に準じる位置づけの組織（国家行政組織法上の８条機関）として、５名の非常

勤の委員が任命され、電力の適正取引の監視と送配電部門の中立性確保のための厳格な行為

規制等を実施することとなっている。この独立規制機関が、電力システム改革において大き

な貢献を果たすことを期待しつつ、以下の３点について提言を行う。 

 

提言 11：電力・ガス取引監視等委員会の権限強化 

電力・ガス取引監視等委員会（監視委）は、経済産業大臣に対して、託送料金の認可や小売

電気事業者の登録等の際にあらかじめ意見を述べることができ、電気事業に関して講ずべき
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施策について建議をすることができる。また、監視委では、法律に基づいて、電気事業者や

経済産業大臣に対し、勧告をすることができる。これは、今後、電力の適正取引や送配電部

門の中立性に疑義を生じさせるような問題が生じた場合に、果たすべき重要な役割といえる。 

 ただし、監視委が表明した意見等に経済産業大臣が法律上拘束されることはないし、電

力事業者への勧告についても、「必要な勧告」とだけ定められており、その内容は明らかで

はない。 

 諸外国で行われているように、意見や勧告の実効性を高めるためには、監視委の意見が

政策上尊重される、また、事業者に対しては勧告に従わない場合の登録等の取り消しが行え

るなどの、監視委権限の強化が必要であろう。 

 

提言 12：電力広域的運営推進機関への実効的な監督 

日本では、現在、系統アクセス規則や給電規則、出力抑制などのルールについて、電力広域

的運営推進機関が担当している。前述のとおり、これらのルールは、自然エネルギーが市場

に参入していくための前提となるものである。欧州で行われているように、既存の電源と比

べてより優先的運用が望まれる（他電源と「公平」に運用することは、必ずしも「公正」な

運用にはつながらない）。 

 また、日本の場合、系統アクセス業務や広域系統整備計画の策定などについても、広域

機関が行っているが、今後、送電網が、発電の如何に関わらず公益的に運営されるためには、

ドイツのように、予め各送配電事業者から提出された整備計画にもとづいて、広域機関が系

統整備計画を策定し、送配電事業者に計画達成の義務づけを行うことが望ましい。 

 このように広域機関は極めて重要な役割が期待されているが、電気事業者から成る認可

法人である。監視委は広域機関が定める諸々のルールについても精査し、政策的観点も踏ま

えて実効的に監督する役割を果たすべきである。 

 

提言 13：電力・ガス取引監視等委員会のより一層の独立性・中立性確保 

規制機関が公正中立にその権限を行使するためには、規制機関そのものの独立性・中立性を

確保しなくてはならない。各国のエネルギー規制委員会では、委員会の独立性を確保するた

めに、委員は直接的にも間接的にもエネルギー分野の会社との利害関係を持つことは禁止さ

れ、他の審議会等との兼任も許されていない。 

 日本の他の分野の８条委員会も、独立性・中立性を保つために、身分保障規程や服務規

程が定められている。例えば証券取引等監視委員会では、委員の意に反して罷免されること

がないことが明示されて委員の独立性の確保が担保されており、また、職務上の秘密漏えい

の禁止・政治活動禁止等が定められ、委員の公正中立な判断が担保されている。電波監理審

議会の委員は、非常勤勤務であるが、罷免・退職について定められているだけでなく、秘密

を守る義務・職務専念義務・政治的行為の制限・退職後の就職の制限等が定められている。 

 監視委の場合、委員長及び委員が独立してその職権を行うことが明示されているが、独

立性を担保するための身分保障規程や、公正中立を担保するための服務規程は存在しない。

監視委の独立性・中立性を確保するためにも、委員の身分保障規程や服務規程等を定めるべ
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きであろう。なお、事務局職員については弁護士や公認会計士等外部の専門人材を積極的に

採用している点は評価できるが、次第に知見が積み重なっていくことによって、今後は事務

局職員について経済産業省や電力会社からの出向の禁止を明示することが求められる。 
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