
　  電力の自由化とは

　電気事業に限らず、一般的に「自由化」とは、「国が決めた規制をなくすこと」を意

味します。規制の種類は数多くありますが、電力の自由化は「料金規制」と「参入規

制」をなくすことを表します。自由化が一般の家庭を対象に行われると、新しい電力

会社が参入し、一般家庭でも電力会社を選ぶことができるようになるのです。そう

はいっても、具体的に想像しづらいかもしれません。

　それでは、携帯電話を購入するときのことをイメージしてみましょう。国内の電気

通信事業は、1980年代半ばまでは電力と同じように規制されていましたが、その

後自由化され、現在では複数の事業者が参入しています。携帯電話では、NTTドコ

モやau（KDDI）、ソフトバンクなどいくつかの会社がサービスを提供しています。

私たちは、これらの会社の中から自由に選んで購入することができます。

電力自由化第 5 章

　最近、「電力自由化」という言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。あま
り耳慣れない言葉で、よくご存じでない方もいらっしゃるかもしれません。新聞やテ
レビでは「電力会社は地域独占でこれまで競争してこなかった。だから自由化して競
争すれば、電気料金が安くなり、サービスがよくなる」などと報道されることがありま
す。その一方で、自由化の詳しい仕組みや生活との関わりについては、あまり知られ
ていないのが実情でしょう。
　そこで第5章では、電力自由化の仕組みについて解説していきます。電気事業が
規制されてきた歴史的背景や、自由化によって何が変わるのかを確認していきましょ
う。また、具体的に私たちの生活にどのようなメリットがあるのか、私たちは何ができ
るようになるのか、自由化が先行して行われている海外の事例などをもとに紹介して
いきます。
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　もう1つの自由化の例として、航空産業をみてみましょう。航空産業には、既存大

手の航空会社の他に、新規参入者がいます。新規参入者の中には、LCC（格安航空

会社）と呼ばれ、機内食を省いたり座席の間隔を変えたりなどして、既存大手の航

空会社とは異なるサービスや安い運賃を提示している会社も現れています。そし

て、私たちはインターネットなどを通じて、サービスの内容や運賃を比較しながら

好きな航空会社を選びます。

　これらの事例のように、電気の場合でも、自由化をすると、私たちは複数の供給

者の中からサービスや料金を比較して、希望や目的にあった供給者と契約すること

ができるようになるのです。

電気事業が規制されていた歴史的な背景

　こうしてみると、自由化をすると私たちは自由に供給者を選ぶことができ、競争

の結果、料金やサービスも向上しそうで、メリットが大きいように思えます。それで

は、なぜこれまで料金規制や参入規制が設けられていたのでしょうか。

　この疑問に答えるために、まずは電気事業の歴史を振り返ってみましょう。

　実は、戦前の電気事業には数十社もの会社があり、熾烈な競争が繰り広げられ

ていました。その後、戦後復興に伴う電力需要が増加し、電気の供給体制の整備が

急がれました。そんなさなか、電力会社をこうした激しい競争にさらすよりも、はじ

めから特定の1社に任せた方が、費用が節約できて、国内の限られた土地や資金な

どの経営資源を効率的に活用することができると考えられたのです。また、需要密

度の面で差がある都市部や地方を問わず、全国津々浦々で電力の供給体制を整備

する必要性もあわせて考えられました。
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北海道電力（株）

東北電力（株）

東京電力（株）

四国電力（株）

北陸電力（株）
中国電力（株）

九州電力（株）

関西電力（株）

沖縄電力（株） 中部電力（株）

　こうした背景のもと、現在に至るまで「参入規制」が設けられ、日本を10の地域

に区分し、各地域に1つの電力会社を割り当てるという「地域独占」が認められてい

るのです（資料5−1参照）。また、各地域では独占状態になりますので、そのままで

は、電力会社は自由に価格を決めることができ、不当に電気料金を引き上げる可能

性があります。そこで、そうならないように、国が料金を審査し、適正な水準で認可

するという「料金規制」も設けられたのです。あわせて、地域内の利用者に電気を供

給する義務（供給義務）も課せられています。

電気事業の費用と規制の関係

　ここで、どうして過去に電気事業で熾烈な競争が繰り広げられていたのか、理論

的にみてみましょう。

　電力を供給するためには、発電所を建設し、電力を私たち利用者まで届ける送電

線と配電線を整備しなければなりません。これらの全てを広い地域で整備するた

■ 資料5－1／日本の10電力会社とその供給区域

出典：電気事業連合会資料を元に作成
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めには、莫大な固定費を投じる必要があります。さらにこうした固定費は、事業をは

じめる事業者にとって、万が一、事業が失敗して退出しようとしても、転売できない

か、投資額よりもかなり低い額でしか転売できず、資金の回収が不可能な費用とみ

なされます。このような、事業を退出する際に設備を転売できず、資金回収が難し

い費用のことを「埋没費用」といいます。埋没費用が大きい場合、事業が成功する

確実性がなければなかなか参入者が現れません。また、莫大な固定費を投じて市

場にいったん参入すると、その費用を回収するまでは、簡単には市場から退出する

わけにはいかなくなります。

　では、莫大な固定費を投じて市場に参入したとき、一般的に事業者はどのような

戦略をとるのでしょうか。まず、事業者にとっては、生産規模を拡大することが、製品

1個当たりの生産費用を引き下げる上で重要になってきます。なぜなら、固定費は、

生産する製品の数に関係なく掛かる費用であるため、生産する数が多いほど、1個

当たりの固定費が少なくて済むからです。このように、生産個数が増えるにしたが

って製品1個当たりの生産費用が下がる場合、「規模の経済」があるといいます。さ

て、もしライバルがいる場合、投資を少しでも回収するために、ライバルよりも価格

を引き下げ、できる限り多くの製品を売るために多くの利用者を獲得しようとしま

す。そして、ライバル同士で熾烈な価格競争を展開したあげく、結果的に1社が勝

ち残るでしょう。すると、競争に敗れた会社は、投じた莫大な設備投資を回収できな

いまま市場から退出することになるのです。

　もしも電気事業でこのようなことが起こると、電力を使用する私たちにはどのよ

うな問題が起こるのでしょうか。電力会社が価格競争をしているときは、電気料金

が引き下げられていくので、私たちの家計も助かるでしょう。しかし、熾烈な価格競

争が終わると、勝ち残った電力会社は、それまでの損失を取り返すために、価格競

争していたときよりも高い料金を提示することが予想されます。つまり、価格競争

を放置すると、私たちが日常生活を通じて当たり前のように使用する電気料金が、

急激に変動しかねないのです。そして、このような状況を回避するために、戦後の日

本では参入規制と料金規制が設けられたのです。

電力自由化第 5 章
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規制下での効率的な設備投資

　また、激しい競争が電気事業で繰り広げられると、全国的に公共の道路や私た

ちの家の近くに、送電線や配電線が会社の数だけ張りめぐらされることになってし

まいます。これを「二重投資」と呼びます。こうなってしまうと、限られた公共の空間

を、有効に活用しづらくなるかもしれませんし、景観も損なわれてしまうでしょう。さ

らに、競争の結果、撤退する会社がいると、送電線や配電線がそのまま放置される

可能性もあります。こうなってしまうよりは、はじめから1社に任せておいた方が、莫

大な設備の二重投資を防ぐことができます。

　このように、固定費が大きな産業において、1社がサービスを供給する状況は、

費用面からみて望ましいといえます。つまり、固定費が大きい場合、先ほども説明し

たような「規模の経済」が働くため、2社以上の会社が供給するときよりも、1社が供

給する方が同じ量の製品を作るのに必要な総費用が安くなるということです。

  　自由化に向けた制度改革

　やがて、1980年代ごろから発電技術が進歩して、少ない費用負担で発電所を建

設することが可能になってきました。こうなると、市場に残っている企業が価格を引

き上げようとしても、容易にライバルが参入して安い価格を提示し、利用者を獲得

していくことが予想されます。もしそのようなことが起こると、対抗する既存の事業

者は、慌てて価格を引き下げるでしょう。しかしそのとき、ライバルは膨大な埋没費

用を回収する必要がないので、市場から簡単に退出してしまいます。つまり、市場

への参入や退出がしやすい状況では、理論的には、ライバルがこのような戦略をも

って参入してくることが予想される限り、いま市場にいる事業者が価格を引き上げ

る戦略をとることは難しいと考えられています。このため、発電の分野や電力を販

売する小売の分野では、参入規制や料金規制を課すよりも、自由な市場で複数の

会社が競い合って、発電の効率性を高め、費用を低下させることが期待されるよう

になりました。
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　このような背景のもと、日本でも参入規制や料金規制を定めていた電気事業法

が1995年以降4回にわたって改正され、発電部門や小売部門の自由化が進められ

てきました。特に小売部門の自由化については、産業用など電力の使用規模の大

きい利用者を対象として、段階的に進められてきています。これは、一部の利用者

を対象とした自由化なので、「部分自由化」と呼ばれています（資料5−2参照）。

　その後、東日本大震災を契機に、一般の家庭も、地域独占の既存の電力会社以

外の供給者を選択できることが望ましい、という意見が多く出されるようになり

ました。こうした背景から、これまでの電気事業の体制や制度的枠組みを抜本的

に見直す目的で、「電力システム改革専門委員会」が政府によって立ち上げられま

した（詳細については、85ページのコラム参照）。この委員会における議論の末、

2013年2月に取りまとめられた報告書の中で、2016年を目途に、一般の家庭を含

めた全ての利用者が自由化の対象となる「全面自由化」が行われることが示された

のです。

電力自由化第 5 章

2000年

・大規模工場
・デパート
・オフィス

・中規模工場
・スーパー
・中小ビル

販売電力量の26％

販売電力量の40％

自由化範囲

・小規模工場

販売電力量の63％

契約電力
2,000kW以上
（2万V以上）

500kW以上

50kW以上

2004年 2005年

■ 資料5－2／小売部分自由化の経緯
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　東日本大震災をきっかけとする原子力発電所の事故や、その後の供給力不足と
いう事態を背景に、電気事業体制や制度的枠組みの抜本的な見直しが進められて
います。2012年2月に、政府は「電力システム改革専門委員会」を立ち上げ、議論
を進めてきました。
　この委員会では、これまでに小売全面自由化、卸電力市場の活性化、送配電網の
運用範囲の見直し、安定供給の確保、新たな規制機関の役割など、数多くのトピッ
クが議論されてきました。そこでの議論の結果は、2013年2月に「電力システム改
革専門委員会報告書」に取りまとめられています。
　その後、この報告書の内容に基づいて、同年4月に「電力システムに関する改革
方針」が閣議決定され、関連する法律の改定を含めた新たな制度作りが行われる運
びとなっています。この閣議決定の中で、政府は今後の方針として、①電力の安定
供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③需要家の選択肢や事業者の事業機会
の拡大、を掲げています。そして、これらの進め方として、以下の3段階に分けて取
り組んでいくことが示されています（資料5−3参照）。
　まず、最初の段階では、2015年を目途に、地域を越えて電気を送りやすくする組
織（「広域系統運用機関」といいます）を作るとしています。次の段階では、本編でも
説明したように、2016年を目途に、家庭やコンビニエンスストアなどの中小規模の
電気の利用者にも、電力会社以外の会社が電気を自由に売れるようにする「小売全
面自由化」が予定されています。最後の段階では、次の第6章でも紹介する「発送電
分離」が、5～7年後の2018～20年を目途に予定されています。
　これらの詳細については、先の電力システム改革専門委員会の下に2013年7月
に設けられた「制度設計ワーキンググループ」で議論されることになっています。ま
た、関連する法案も国会に提出されることになります。

「電力システム改革専門委員会」とは？コラム
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・全国大で電気を融通しやすくし、災害時などで停電が起こらないようにする。

・送配電部門の規制や、卸売と小売市場の監視を行う。また、安定供給のための設計を行う。　

・送配電網を誰もが公平に利用できるよう、電力会社の送配電部門を別会社化する
 （第6章参照）。 

・経過措置期間を終了し、電力会社の規制料金を原則としてなくす。

家庭や小口需要家でも、電気の供給者や料金メニューを自由に選べるようにする（本編参照）。

2013年 2014年 2015年 2016年 2018～2020年

新規制組織の創設

2015年～実施

電力システム改革専門委員会制度設計ワーキンググループでの議論

広域系統運用機関の創設第
1
段
階

小売全面自由化
第
2
段
階

臨時国会
電気事業法改正

2016年～実施通常国会
電気事業法改正

2018～2020年
めどに実施

通常国会
電気事業法改正

料金規制の撤廃

送配電部門の法的分離第
3
段
階

電力自由化第 5 章

■ 資料5－3／電力システム改革の工程表

出典：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第5回会合資料1を元に作成 
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自由化とあわせて検討されていること

　小売全面自由化が行われたとしても、全ての家庭にとって、電気料金の支払い額

が引き下がる保証はありません。自由化が各家庭に及ぼす影響は、実際のところま

だはっきりとしませんが、少なくとも離島に住む家庭への供給については、他地域

よりも電力の供給に要する費用が割高なので、自由な競争に任せると電気料金が

かえって上昇するのではないかと危惧されています。このように、自由化後に現在

よりも電気料金が上がる可能性が高い地域に対しては、他の地域と遜色のない料

金水準になるよう、別の制度が作られる予定です。

誰もが送電線や配電線を使える仕組み

　新しい電力会社が発電所を建設して参入するといっても、送電線や配電線を持っ

ていないので、電気を一般家庭まで送れないのでは、という疑問をお持ちの方もい

らっしゃるかもしれません。また、これまでの電力会社のものとは別に、新たにある

いは重複して送配電線を作ると費用が掛かってしまい、競争にならないのでは、と

考える方もいるかもしれません。しかし実際には、資料５−4にあるように、新規参入

者は、これまでの電力会社が作ってきた送配電線を借りて電気を送ることになりま

す。なお、送配電線の利用料（「託送料金」といいます）は、既存の電力会社も新規の

電力会社も、等しく負担する仕組みになっています。
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全
面
自
由
化
前

全
面
自
由
化
後

発電部門 送電／配電部門 小売部門

発電部門 送電／配電部門 小売部門

既存の電力会社は
域内の全ての家庭に

供給できるように発電する。

既存の電力会社の
ネットワークを経て
家庭へ電力を送る。

各家庭は、定められた
域内の既存の電力会社と

契約する。

域外の既存の電力会社や
新電力が新規に参入する

ことができる。

新規参入者も、既存の
電力会社のネットワークを

使用する。

各家庭は、既存・新規の
小売事業者の中から、自ら
選んだ事業者と契約する。

既存の電力会社（域内、1社）

既存の電力会社（域内、1社）

新電力（数社） 既存の電力会社
（域外、数社）

電力自由化第 5 章

■ 資料５－4／全面自由化後の電力供給の仕組み
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中 国 四 国 九 州関 西

東 北 東 京 中 部 北 陸

（％）
9.00
8.00
7.00
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5.00
4.00
3.00
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1.00
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北海道

特定規模需要全体

特別高圧
（2,000kW以上）

高圧（50kW以上）

産業用の自由化の状況

　先ほど説明したように、一般家庭を対象とした自由化に先駆けて、電力の使用規

模の大きい産業用の利用者を対象とした自由化は、すでに実施されています。こう

した利用者向けに、電力を供給しようと参入している事業者はいくつかあり、日本

全体でみると、自由化対象の市場シェアのおよそ3％程度となっています。資料５−

5は、新規参入者の販売電力量のシェアの推移を、既存の電力会社の供給地域別

に表したものです。これによると、地域によって参入状況に差があることが分かりま

す。東京電力や関西電力の地域では、平均よりも新規参入者の市場シェアが高い

一方で、北陸電力や四国電力の地域には新規参入者がない状況です。

■ 資料５－5／供給地域別の自由化部門の市場シェアの推移

出典：資源エネルギー庁
注：平成25年4月以降、北陸電力管内においても供給実績を確認しています。
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小売全面自由化と生活との関わり

　産業用の自由化に引き続き、これまで規制されていた一般家庭への電力販売

も、2016年には自由化される予定となっています。そして、これまでになかった料

金メニューやサービスが提供されるようになっていくと期待されています。さて、新

たに電力を販売しようとする新規参入者を含めたさまざまな電力会社や、それらが

提供する新たな料金メニューを、私たちはどのように選んだらよいのでしょうか。本

当に電気料金は下がっていくと期待できるのでしょうか。こうした疑問に答えるため

に、自由化が私たちの生活にどのように関わってくるのか、自由化が先行する海外

の事例を紹介しながら、解説していきましょう。

新規参入者とはどのような会社なの？

　自由化すると、私たちは新規参入者からも電気を購入できるようになります。し

かし、新規参入者といってもイメージがつかみにくいかもしれません。

　まず代表的な参入者として、他の地域の電力会社が挙げられます。地域独占が

なくなるので、域外の電力会社も私たちに電気を売れるようになるのです。

　次に、「新電力」と呼ばれる、既存の電力会社以外の新規参入者についてみてみ

ましょう。日本ですでに自由化の対象となっている産業用の電力の利用者に対し

ては、30社を超える新電力が参入しています。なお、まだ実際に電力販売をしてい

ないものの、参入することを国に届け出た会社をあわせると、90社となっています

（2013年8月13日時点）。

　このような新電力の多くは、商社や製鉄会社、製紙会社、石油会社、ガス会社、自

動車メーカー、家電メーカーやその関連企業などです。また、自然エネルギーで発

電を行っている会社や、省エネのためのサービスを提供する会社もあります。さら

に、一般家庭向けの自由化を見据えて、通信会社など、これから電力販売に参入し

ようとしている企業もあります。

電力自由化第 5 章
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停電が増えるなど、問題は起きないの？

　いろいろな会社が電力を販売するようになると、停電が増えるのでは、という心

配もあるかもしれません。しかし、先ほど説明したように（資料5−4、88ページ参

照）、新規参入者も、既存の電力会社と同じ送配電線を使います。また、第4章で説

明した通り、一般家庭などで使われる電力と発電所で作られる電力に差が発生し

て、停電が頻発することがないよう、既存の電力会社が適切に調整します。したがっ

て、停電の回数や時間といった電気の品質が選ぶ電力会社によって変わることはあ

りません。これは携帯電話とは異なる点です。携帯電話の場合、携帯電話会社ごと

にアンテナ（基地局）を設置しているので、選んだ会社によって、電波の入りやすさ

などの品質が異なる可能性があります。しかし電力の場合、先ほど説明した理由か

ら、選ぶ電力会社によって電気の品質が変わるということはないのです。

　また、新規参入者の発電所が止まったら電気が送られてこないのでは、と心配さ

れる方もいるかもしれません。しかし、仮に新規参入者の発電所が止まっても、他の

電力会社からバックアップしてもらい、停電しないように対応することになります。

さらに、新規参入者が撤退したら電気を購入できなくなるのでは、という懸念もあ

るかもしれません。詳しくはこれから制度が決まっていく予定ですが、撤退によって

その業者との契約が無効になっても、別の電力会社と契約するまでの間、一時的に

他の電力会社から電気を購入できるような仕組み（「最終保障サービス」といいま

す）が作られることになっています。

　ただし、まったく問題が起こらないとは言い切れません。実は多くの電力会社が

参入することで、問題も起こり得ます。例えばイギリスでは、電力会社による訪問販

売で、強引な営業活動が問題となったことがあります。また、ヨーロッパ諸国では、

電力会社と契約を結ぶ際に、既存の電力会社に連絡すればよいのか、それとも新

規参入者に問い合わせればよいのか分りにくいといった課題も生じています。日本

でこうした問題が起らないよう、適切なルール作りも重要な課題といえるでしょう。
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どんな料金メニューやサービスが出てくるの？

　自由化後には、どのような料金メニューやサービスが提供されることになるのでし

ょうか。実際に海外で提供されている料金メニューやサービスの例を紹介しましょう。

　さまざまな業種の企業が電力を販売することで、電気とその他のサービスを組み

合わせた新たな料金メニューやサービスが登場する可能性があります。例えば海外

では、ガス会社が電気も販売するようになり、電気とガスを一括で契約すると支払い

をまとめることができ、割引を受けられるという契約も登場してきています。

　日本では、第2章で紹介したように、LNGなどの燃料価格が上がったり下がった

りするたびに、燃料費調整制度によって電気料金が調整されています。一方、自由

化された後の海外では、燃料価格の変動を電気料金にどのように反映させるかは

電力会社が決めています。ただし、その仕組みは一律に決まっているわけではあり

ません。多くの電力会社は燃料価格の反映方法についていくつかのメニューを提

示し、一般家庭が自由に選べるようになっています。

　燃料価格の変動に対応した電気料金として、大きく分けると2種類のメニューが

あります（資料5−6①、93ページ参照）。1つは、燃料価格が上がったり下がったり

するのに応じて、電気料金を上げたり下げたりする「料金変動型」のメニューです。

もう1つは、1年や2年など一定期間に燃料価格が変わっても、電気料金の水準を固

定して変えないという「料金固定型」のメニューです。燃料価格が上昇して、思わぬ

出費を避けたいと思えば、料金固定型のメニューを選ぶことができます。そのかわ

り、燃料価格が下がったとしても、契約期間のうちは電気料金は安くならないので

注意が必要です。

　また、太陽光発電などの再生可能エネルギーの発電費用はまだ高いのですが、

そうした電源の導入を支援するために、私たち一般家庭が再生可能エネルギーの

電源を選ぶことができる、「グリーン電力料金」というメニューを提供する電力会社

もあります（資料5−6②、93ページ参照）。

電力自由化第 5 章
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契約する電力会社が持つ
発電所を組み合わせて供給

通常の料金メニュー
電源の組み合わせは

料金メニューの種類により異なる

グリーン電力料金

②グリーン電力料金

① 固定型／変動型

火力発電 原子力発電 水力発電
その他の再生可能
エネルギー発電

燃料価格

燃
料
価
格

UPUP

変動型

DOWN

固定型

契約期間（例：1年間）

電
気
料
金
の
単
価

　電気の消費量は季節によって変わるため、支払う電気代は毎月変わっています。

しかし、毎月の収入がほぼ一定の場合、毎月の電気代が一定額の方が、家計の支出

を管理しやすいかもしれません。海外では、こうしたニーズを持つ一般家庭に対し、

毎月の支払額を同じ金額に平均化するというサービスも登場しています。

　この他にも、スーパーマーケットなどと提携して、電気の購入に応じて提携先の

ポイントが獲得できるというサービスもあります。また、電気の使用量や電気料金

を見ることができるモニターや、家電製品を制御して節電をサポートするための製

品を販売している電力会社もあります。こうしたサービスは、日本でも電力会社や

国などで検討が進められており、将来、利用できる日が来るかもしれません。

■ 資料５－6／海外の料金メニューの例
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電力会社をどうやって選ぶの？

　自由化されると、私たちはこれまでみてきたようなさまざまな料金メニューやサー

ビスを見比べて、電力会社を選ぶことになります。しかし私たちは、これまで電力会

社を選ぶという経験をしていません。それではどうやって選べばよいのでしょうか。

　海外の電力会社は、ホームページ上で料金メニューやサービスを紹介していま

す。多くの電力会社は、毎月、あるいは毎年の電気料金がどのくらいの支払額になり

そうなのかの目安も示しています。こうした情報を参考にして、利用したいと思ったメ

ニューがあれば、そのままホームページ上で契約手続きができる場合もあります。

　ただし、イギリスでは、さまざまな料金メニューやサービスが登場した結果、その

数が多すぎたり内容が複雑で分かりにくかったりするなど、電力会社を選ぶことがか

えって難しくなったという指摘もあります。アメリカやヨーロッパでは、できる限り簡

単に、手間なく、時間をかけずに、電力会社や料金メニューを調べたり、契約の手続き

を済ませたりできるような仕組みを作ることが課題となっています。

　ところで、皆さんの中には、家電製品などの価格や評判について調べるとき、イン

ターネット上の「価格.com（価格ドットコム）」のような価格比較サイトを利用する方

もいらっしゃるかもしれません。実は海外では、先ほど指摘したような課題に対処す

るために、電力会社ごとの料金を調べるための価格比較サイトが登場しています。家

族人数や郵便番号などを入力すると、選択可能なさまざまな電力会社の料金メニュ

ーを検索できます。さらに、毎月や毎年の電気料金の目安からメニューを比較でき、

利用者から見た電力会社の評判を参考にすることができる場合もあります。

電力自由化第 5 章
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　東日本大震災以降、節電の呼びかけが各地で行われています。第4章で解説した

通り、電力の消費にあわせて、電力会社は刻一刻発電する電力を調整しています。
しかし、震災後の津波によって東北電力や東京電力では多くの発電所が被害を受
け、特に電力の消費量の多いピーク時間帯について、消費をカバーするだけの電
力の供給力が確保できない可能性が高くなりました。この状況に対し、電力会社は
供給力確保に奔走しましたが、一方で、私たち電気の利用者に対しても、電力の消
費を減らすことが求められたのです。
　一般に、商品の需要（デマンド）に応じて価格は変化します。その商品を買いたい
人が多ければ価格は高くなり、逆に買い手が少ない場合は安くなります。また、価
格が高くなれば買いたい人も減ります。このように、需要と価格は、密接に関係して
います。しかし、これまで電気の価格（電気料金）は、需要の多い時間帯だからといっ
て、上がることはありませんでした。これに対して、電力需要の多い時間帯に電気料
金を上げることで、需要を減らすべきである、と指摘されています。
　「デマンドレスポンス」とは、電力会社が、時間帯によって電気の料金を変化させ
たり、利用者が電気の使用を控えた分だけ協力金を支払うといった方法により、利
用者が自らの判断で電気の使い方を変化させることを指します。特に震災以降、ピ
ーク時の需要を減らすために、電気事業でもデマンドレスポンスを活用すべきであ
ると、さかんに議論されるようになりました。
　デマンドレスポンスは、用いる手段によっていくつかの種類に分かれますが、近
年、特に注目されているデマンドレスポンスは、電力需要が多くなるピーク時間帯
を前日に通知し、当日のその時間帯に電気料金を上げることで需要を減らしたり、
料金を上げるかわりにその時間帯に節電した利用者に協力金を支払ったりするや
り方です。
　時間帯ごとの需要にあわせて金額を変化させる料金メニューを時間帯別料金

デマンドレスポンスとは？コラム
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日中 夜間夜間

料金単価

時間帯別料金（TOU）

CPPと組み合わせたTOUの
場合、ピーク以外の時間帯の
料金が低く設定されている。

CPP
緊急ピーク時に料金を通常の
2～5倍に設定。発動するの
は、年に10回程度。

一律料金

（TOU）といい、さらに、特に需要を減らしたい時間帯（年に10回程度）に電気料金
を一時的に上げるメニューはクリティカル・ピーク・プライシング（CPP）、一方、協力
金を支払うメニューはピークタイム・リベート（PTR）と呼ばれます。なおCPPでは、
需要の多い時間帯に料金を上げる一方で、その他の時間帯を安くする設定になっ
ています（資料5−7参照）。
　電気の利用者は、洗濯機や食器洗浄機を電気の安い夜間に使うなどの電気の使
い方の工夫により、これまでよりも電気料金を節約することができます。これらの
実現のためには、時間帯ごとの電力使用量を記録することと、電気の価格が変化
する時間帯を通知する連絡手段を決めておく必要があります。前者の使用量の記
録については、最近導入が進められているスマートメーターによって実現可能です

（詳細については、104ページのコラム参照）。
　デマンドレスポンスを導入した場合に、電気の使い方によっては、従来の料金メ
ニューよりも電気料金の支払いが増えてしまう場合もあります。電気料金の節約や
省エネを実現するためには、利用者自らが適切な電気の使い方を考え、行動する必
要があるのです。そのような行動を支援するために、宅内の電力使用量を表示した
り、家電製品を自動的にコントロールするホーム・エネルギー・マネージメント・シス
テム（HEMS）といった新しい機器の開発も進められています。

電力自由化第 5 章

■ 資料5－7／デマンドレスポンスを活用した料金メニュー
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自由化で電気料金は低下するの？

　さまざまな料金メニューなどの登場が期待される自由化ですが、最大の関心事

の1つである、電気料金の水準はどうなるのでしょうか。当初の期待通り、安くなる

のでしょうか。

　自由化は競争原理を導入するので、電力会社に費用削減を促します。ただし、競

争を導入しても、電気を作るために必要な燃料の購入価格が上昇すると、費用が減

少しないこともあります（資料５−8参照）。

　また、費用削減が行われた場合、その成果の行方として一般的に期待されている

のは、「①電気料金の引き下げによる電気の利用者への還元」ではないでしょうか。

しかし実際は、費用削減の成果の還元先としては、この他にも資料5ー8にも示すよ

うに、「②投資家への配当」に割り当てられたり、「③電力会社が将来の設備投資を

行うための内部留保」として割り当てられたりします。つまり、自由化後の競争によ

って費用削減が行われたとしても、その成果は、必ずしも全て電気の利用者に還元

されるとは限らないのです。費用削減の成果をどのように還元するかは、電力会社

の総合的な経営判断によって決まります。電気料金が低下することもあれば、そう

でないこともあるのです。

　例えば自由化後、多くの利用者が電力会社を積極的に変更し、競争が活性化し

ていれば、電力会社は費用をできるだけ削減して、ライバルの会社より安い電気料

金を提供しようとするでしょう。しかし、利用者が積極的に電力会社を変更しようと

しなければ、電力会社はライバルを特に強く意識しなくなり、電気料金を安くしよう

とはしないかもしれません。また、仮に利用者が電力会社を積極的に変更したとし

ても、将来的に電力の供給を続けるために設備の維持管理や新設が必要な場合に

は、電気料金の引き下げよりも設備投資が優先的に行われることも可能性として

考えられます。
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競争圧力
例）電気の利用者が
　 供給先の変更を
　 積極的に検討する。

全面自由化

費用削減

※実際は、燃料の高騰や
　再生可能エネルギー
　の増加で、費用が削減
　されないこともある。

①電気の利用者
電気料金の引き下げ

②投資家
配当の実施・増額

③電気事業者
内部留保

費用削減の成果の還元先は、電気の利用者のみではなく、
投資家や電気事業者にも割り当てられる。

　ここで、日本に先駆けて全面自由化をすでに実施している欧米の電気料金につ

いてみてみましょう。

電力自由化第 5 章
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アメリカの小売自由化と電気料金

　アメリカでは、州ごとに小売自由化を実施するかどうかを検討することになって

おり、資料５−9で示す通り、現在では14州と首都であるワシントンDCのみが家庭

用まで含めた小売全面自由化を実施している状況です（以降では、これらの州と地

域を『自由化州』と呼びます）。

　実は、アメリカでの自由化は紆余曲折を経て現在に至っています。まず、アメリカ

では小売分野の自由化に先駆けて、発電分野の自由化が連邦レベルで進められて

きました。これについては第6章で紹介しますので、ここではその後に各州レベル

で検討され始めた小売分野、特に家庭用の自由化について説明しましょう。アメリカ

では、1992年のエネルギー政策法の成立以降、多くの州で自由化の導入が検討さ

れ、結果的に延べ18州とワシントンDCが家庭用の自由化実施にまで至りました。

　しかし、2000年にカリフォルニアで電力の需給が逼迫し、それによって電力価格

が高騰しました。東日本大震災後に日本でも実施された計画停電と同様の輪番停

電も実施されました。これは「カリフォルニア電力危機」と呼ばれています。電力危

機の背景には、カリフォルニア州において電力自由化に関する制度が適切に設計さ

れていなかったことや、発電事業者が不当に高い価格をつけていた可能性があると

指摘されています。

　このことを契機に、それまで自由化に前向きだった州が電力の供給を自由な市場

に委ねることについて懸念するようになりました。その結果、すでに自由化を実施し

ていたカリフォルニア州を含めた4つの州で自由化を中断、さらに法律を可決して

自由化する予定だった3つの州でも自由化を撤回することになってしまいました。

現在でも家庭用の自由化を行っているのは、資料５−9で示した15の自由化州のみ

となっています。

　それでは自由化州に着目して、電気料金の動向についてみてみましょう。自由化

州の電気料金は下がったのでしょうか？
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オレゴン
モンタナ

ネバタ

カリフォルニア
アリゾナ ニュー

メキシコ

テキサス

アーカンソー
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ミシガン

オハイオ

メイン

ニューヨークマサチューセッツ

ロード
アイランド

コネチ
カット

ニュー
ハンプシャー

ペンシルベニア
ニュージャージー

デラウェア

バージニア

小売全面自由化州

部分自由化州（産業用・業務用のみ）

小売自由化中断・撤回
ワシントンDC

メリーランド
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■ 資料５－9／アメリカにおける家庭用小売自由化の状況

出典：EIAのデータを元に作成
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　資料5−10のように、自由化した州は、もともと電気料金が高い状況にありま

した。小売全面自由化の後、電気料金が低下することが期待されていましたが、

2000年代は電気料金が上昇しています。その1番の理由は、化石燃料の価格が高

騰したことです。また、全面自由化直後には、電気料金の値上げの影響を緩和する

ために、自由に値上げできないような措置がとられていた州もあります。近年、電気

料金が急激に上昇した州の背景には、こうした措置が撤廃されたこともあるといわ

れています。

　2000年代後半から2010年代前半にかけては、燃料価格が低下するにしたがっ

て電気料金が低下した州もあります。自由化した州と自由化しなかった州とでは、

電気料金の差は自由化する前と比べて縮まっている場合もあります。しかし、自由

化した州の電気料金は、自由化しなかった州よりも依然として高い状況です。アメリ

カの事例をみると、電気料金の水準は、自由化によってある程度抑制されている可

能性はありそうですが、燃料価格など他の要因に左右されることの方が大きいとい

えるでしょう。

■ 資料5－10／アメリカの電気料金の推移

出典：EIA－861データを元に作成
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ヨーロッパの小売自由化と電気料金

　次に、ヨーロッパについてもみてみましょう。ヨーロッパでは、ノルウェーが1991
年に電力の小売自由化を始めたのを皮切りに、北欧で自由化が進みました。その
後、ドイツやイギリスでも、1990年代後半から自由化が実施されています。
　また、その他の国々でも、ヨーロッパ連合（EU）全体のエネルギー政策を取りま
とめているヨーロッパ委員会の政策のもと、エネルギー市場の統合の手段として
自由化が進められてきました。ヨーロッパ委員会は、1996年に第1次EU指令を出
し、 EU加盟各国に対して少なくとも産業用の小売自由化を進める方針を示し、そ
の後、第2次EU指令によって、各国に2007年までに家庭用を含めた全ての利用者
を対象とした全面自由化を実施する方針を示してきました。その結果、現在までに
加盟27カ国の全ての家庭用の電気の利用者が供給者を選択することができるよ
うになっています。
　それでは、ヨーロッパの電気料金は下がったのでしょうか？ この点については、第
1章ですでに説明していますが（資料1ー8、12ページ参照）、実は、多くの国で電気料
金は下がっていません。
　ヨーロッパでは、発電などに要する費用や電力会社の利益、電気料金の平均的な
水準が、2000年代にほぼ一貫して上昇する傾向がみられました。大きな要因とし
て、アメリカと同じように、2000年以降に燃料価格が高騰したことにより、発電費
用が増加したことが挙げられます。さらに、再生可能エネルギーの導入促進に必要
な費用が電気料金に上乗せされる傾向にあることも挙げられます。
　また、ヨーロッパでは自由化した後でも、多くの利用者が電力会社を積極的に変
更しておらず、電力会社に電気料金を引き下げる強いインセンティブが働きにくい
状況です。むしろ、先ほど説明したように、電力会社は電気料金の引き下げよりも、
電力会社の将来の設備投資などのための内部留保や、投資家への配当などを増や
している可能性があります（資料5−8、98ページ参照）。こうした事例からみられる
ように、自由化後には、競争状況や会社の財務状況に応じて、電気料金が影響を受
ける可能性があるといえるでしょう。
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自由化が私たちの生活にメリットをもたらすには

　日本で今後、一般家庭向けの自由化が進んだ後、電気料金が下がるのか、サー

ビスはよくなるのか、いまの時点で予想するのは困難です。ただ、ひとつ言えること

は、私たちは「待っているだけで電気料金が安くなったり、サービスが改善するわけ

ではない」ということです。これまでは、私たち一般家庭のかわりに政府が、電気料

金が適正であるかをチェックしてきました。これからは、私たち自らが電力会社を選

ぶことになります。すなわち、自ら電気料金やサービスをチェックすることになるの

です。

　海外では、電力会社同士の競争を促進するために、私たち電気の利用者の意識

や行動が重要であるといわれています。私たちが安い料金を提示する電力会社を

選ぶことで、電力会社も電気料金をより安くしようと費用削減に努力するでしょう。

私たちがより良いサービスを積極的に選ぶことで、電力会社にもさらに優れたサー

ビスを提供しようとする動機が生まれるでしょう。

　自由化とは、電力会社同士が競争すること以上に、私たち利用者が考えて選ぶこ

とで、はじめてメリットが生まれてくるものといえるのではないでしょうか。もちろ

んそうした前提として、先ほど紹介したような基本的なルールや適切な情報提供も

重要といえるでしょう。
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　現在、ほとんどの一般家庭で使用されている電気メーターは、電気の使用量を時間

帯別に記録することはできません。また電力会社は、各家庭の毎月の使用量を把握する

ために、検針員が各戸を訪問してメーターを確認（検針）し、使用量を計量しています。

　一方、スマートメーターは、電気の使用量を30分といった一定の時間間隔で記録でき

る上に、遠隔で自動的に検針することが可能な、高性能の電気メーターです。その他に

も、遠隔で電力供給を開始・停止したり、電気の使用量情報を住宅内のディスプレイなど

に表示することもできます。政府は、費用対効果などを十分考慮しつつスマートメータ

ーの導入を促進し、2016年までに総電力需要の80%をカバーする、という目標を掲げ

ています。

　スマートメーターのこれらの機能により、電気の使用量を「見える化」したり、デマン

ドレスポンスを実施することが可能になります（詳細については、95ページのコラム参

照）。電気の利用者が自らの電気の使い方を把握し、電気料金の節約や省エネに取り組

むことができるようになるのです。また、電気の使用実態が分かることで、個々の利用者

にあった電気の供給事業者や料金メニューを選択しやすくなり、小売全面自由化の基盤

としての役割も期待されています。このような利用者側のメリットに加えて、電気事業者

の側でも、業務効率化や設備形成の合理化が可能となります。さらに、節電方法を助言

するといった、エネルギー使用情報を活用した新しいサービスの創出にも期待がもたれ

ています。

　スマートメーターは1台当たり1～2万円程度で、従来型のメーターと比較して若干高

いといわれており、また、従来型のメーターがまだ使えるうちに全てを置きかえると多

額の追加費用が掛かります。加えて、電気の使用量の大量データを処理する情報通信

技術の信頼性やセキュリティの確保、プライバシーの保護などにも，十分な対応が不可

欠です。

電力自由化第 5 章

スマートメーターってどんなもの？コラム
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