
　  従来の電気事業体制

　発電所で作られた電気は、送電線・配電線を通って、工場やオフィスビル、一般家
庭などの利用者に届けられ、使われることで、便益や付加価値が生じます。そのた
め、発電・送電・配電・小売（利用者への電力販売）、という各分野の一連の関係は、
電気事業の「バリューチェーン」と呼ばれています（資料6－1参照）。
　これまで日本では、10の地域別に電力会社が独占的に電力を供給することが認
められ、各電力会社は、バリューチェーンの全ての部門を一体的に担ってきました。
このように、発電から小売までを一体的に担う電気事業者のことを「垂直統合型電
気事業者」と呼びます。

発送電分離第 6 章

　電気事業改革の一環として、第5章で説明した電力自由化とともに、現在、政府で検
討されているのが電力会社の「発送電分離」です。
　この「発送電分離」とは、どのようなものなのでしょう？ 「電気事業に競争を導入する
ためには、発送電分離が必要である」という新聞やテレビの報道も目にします。「電気
料金が安くなる」、「再生可能エネルギー発電の事業者が参入しやすくなる」などとも
いわれています。
　第6章では、電気事業の「バリューチェーン」に着目しながら、発送電分離が一体ど
のようなもので、何をどのように変えていくのかについて解説します。また、電力自由
化が先行して行われている欧米では、発送電分離がどう評価されているのか、私たち
電気の利用者にはどのような影響があるのかについても紹介していきます。
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発電所 送電 配電 電気の利用者

競争事業 規制事業

垂直統合型電気事業者全ての部門を
一体的に担う電気事業者

※産業用の小売についてはすでに自由化され、競争事業と
　なっている。家庭用の小売については2016年を目途に
　自由化され、競争事業となる予定。

発電部門 小売部門送電／
配電部門

電
気
の
流
れ

電
気
事
業

発電部門の自由化
　第5章の中で紹介したように、電気事業では、1990年代半ばから現在まで、バリ

ューチェーンの部門ごとに、各々の考え方やスケジュールに沿って自由化が進めら

れています。

　最初に自由化されたのは「発電部門」です。発電部門では1995年に参入規制が

撤廃され、既存の電力会社に電力を販売する「卸電力」について、新規参入が認め

られるようになりました。具体的には、既存の電力会社が新たに開発期間の短い火

力発電所の建設を必要とする場合には、必要な電気の供給力について競争入札が

■ 資料6－1／電気事業のバリューチェーン
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行われ、より安価に供給できる事業者が落札します。新規参入者が落札すると、電

力会社が発電所を建設して発電するかわりに、契約に基づいた一定期間、新規参入

者が電力会社に電力を卸売りすることになるのです。このような発電部門の自由化

によって卸電力事業に参入した事業者を、「独立系発電事業者（IPP）」と呼びます。

　また、2003年には、電力を取引するための全国大の市場として「日本卸電力取

引所」が設立されました。これは、穀物や金などの商品市場と同様、電力を売買する

市場で、2005年から取引を開始しています。既存の電力会社は、所有している発

電所を使って発電した電力をそのまま電気の利用者に販売することもできますが、

その電気を卸電力市場で売ることもできます。反対に、自ら発電せずに、卸電力市

場で電力を買って、それを利用者に販売することも可能となりました。発電費用と、

市場の卸電力価格を比較して、より安い方を選択できるのです。

　一方、電力会社に電力を卸販売していたIPPも、卸販売の契約が終了したら、卸

電力市場に直接売れるようになります。市場では、より価格の安い電力から買われ

ていきますので、参加する発電事業者の競争を促す仕組みになっています。

小売部門の自由化

　次に自由化されたのは「小売部門」です。小売部門の自由化については、すでに

第5章で解説していますが、2000年から産業用の利用者への小売電力供給に新

規参入が認められるようになり、自由化の範囲は徐々に拡大しています。現在、家

庭用の利用者への小売供給はまだ自由化されていませんが、第5章のコラム（85

ページ）で紹介した「電力システム改革専門委員会報告書」（以降では、『報告書』と

呼びます）では、2016年を目途に自由化するという方針が示されています。

　小売の自由化によって新規参入が認められた事業者は「特定規模電気事業者

（PPS）」、最近では「新電力」と呼ばれています。小売部門は利用者に電力を販売す

る部門ですから、新電力も既存の電力会社と同様に、発電所を建設したり、先ほど

紹介した卸電力市場や既存の電力会社から電力を購入したりして、販売する電力を

自ら調達することが求められています。
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引き続き規制の下に置かれる送電・配電部門

　以上のように、発電・小売部門はすでに自由化が進行中であり、徐々に競争的な

部門となってきています。その一方で、送電・配電の電力流通部門については、引き

続き規制事業として、既存の電力会社による独占が認められています。これは、流

通部門は依然として莫大な設備投資が必要であることに加えて、固定費が大きい

ため、供給規模が大きくなるほど平均的な供給費用が安くなるという、いわゆる「規

模の経済性」が存在するためです。このような場合、1社がサービスを提供する方

が、供給全体として必要となる費用が少なくて済み、効率的であるとされています。

　このように、電気事業は競争事業である発電・小売部門と規制事業である送電・

配電部門に分かれており、垂直統合型電気事業者はこの両者を保有するという特

徴を持っています。なお、送電部門と配電部門は同じ電力流通部門でもその性質は

大きく異なりますが、ここでは特に分ける必要がない場合には規制事業として1つ

にまとめ、「送配電部門」と呼ぶことにします。

  　なぜ発送電分離が必要なのか？

　先の『報告書』では、発電部門を自由化して、卸電力取引所で複数の発電事業者を

競い合わせることで、より効率的な発電方法が選択されるようになることが期待さ

れています。また、小売供給を自由化して、電気の利用者が自由に供給事業者を選

択できるようにすることで、供給事業者に競争を促し、電気料金が低く抑えられたり

することも期待されています。

　これらを実現するためには、競争を活性化させる必要があります。そのため、これ

まで地域独占が認められてきた既存の電力会社も、新規に参入する発電事業者や

小売事業者と公平な条件のもとで競争することが求められています。　

発送電分離第 6 章

108

201311_第6章.indd   108 13.11.12   10:24:13 AM



　その一方で、規制事業である送電部門については、既存の電力会社の地域独占を

維持することになるため、そこに問題が生じるとされています。既存の電力会社の発

電部門も、新規参入の発電事業者も、既存の電力会社の送電部門が所有する送電

線を借りて、発電した電気を利用者に届けます。その際、どちらも電力会社の送電部

門に利用料を支払います。しかし、別部門とはいえ、発電部門も送電部門も同じ電力

会社の一部ですので、発電部門と競争関係にある新規参入者に対して、送電部門が

不当な扱いをするのではないか、と懸念されているのです。具体的には、送電線の利

用を制限したり、利用料を不当に高くしたり、といった懸念が挙げられます。

　また、規制事業である配電部門についても、同様の懸念が指摘されています。発

送電分離に対して、「営配分離」と呼ばれるものです。これについての詳細は、110ペ

ージのコラムをご参照ください。

　また、垂直統合型の電力会社が、競争事業である発電・小売部門で多くの利用者

を獲得するために、赤字を承知の上で不合理な低価格を設定して新規参入を阻む一

方で、生じた赤字を規制事業である送配電部門の黒字で補填する、といった可能性

も問題視されています。

　これらの懸念から、発電・小売部門における競争を促進するために、送配電部門に

ついては、既存の電力会社の他部門にも新規参入者にも属しない、中立的な立場に

置く必要があると考えられました。その結果、既存の電力会社から送配電部門を切

り離す「発送電分離」の方針が『報告書』において示されたのです。
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　本編でも解説した通り、新規参入者が「送電線」を公平な条件で利用できるかど
うかが、発電事業の競争に関わるのに対し、新規参入者が「配電線」を公平な条件
で利用できるかどうかは、小売事業の競争に関わってきます。
　すでに説明した通り、自由化されると、新電力などの新規参入の小売事業者は、
自ら発電するなり他社から購入するなりして、電気の利用者に販売するための電力
を自ら調達してきます。しかし、それを利用者に届けるには、配電線が必要です。新
たに配電線を自前で設置するのでは、大きな費用負担が発生しますが、自由化によ
って新規参入者は、既存の電力会社が保有している配電線を、電力会社と同等の
条件で使うことができるようになりました。新規参入の発電事業者が、既存の電力
会社の送電線を使うのと、同様の仕組みです。
　しかし、新規参入する小売事業者は、電力会社の小売部門のライバルです。した
がって配電線を保有する配電部門が同じ電力会社に属していると、新規参入者が
不当な扱いを受けるのではないか、との懸念が指摘されています。そこで、小売競
争を活性化させるためには、発送電分離と同様に、電力会社の配電と小売を分離し
よう、ということになりました。これを一般に「営配分離」と呼んでいます。「営」は営
業のことで、小売部門を意味しています。
　営配分離は、アメリカの自由化州などではすでに行われています。既存の電力会
社の多くは配電会社となり、小売事業を行う場合は、小売子会社を別途作ることが
一般的です。現在日本では、発送電分離ほどは注目されていませんが、今後、営配
分離についても議論が重ねられていくと見込まれます。
　例えば、小売会社と配電会社でどのように役割を分担するかを決める必要があり
ます。特に、利用者対応窓口については、小売と配電のどちらが担当するかと同時
に、利用者が混乱をきたさぬよう、そのことをどのように周知するかも重要な課題
です。また自由化後、利用者は電気の供給を受ける小売事業者を変更することがで
きます。その際に、変更前後の事業者間でどのように顧客データをやりとりするか、
といった顧客データベースの管理方法も検討する必要があります。

発送電分離第 6 章

営配分離とは？コラム
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すでにわが国でも行われている発送電分離

　「送配電部門を切り離す」というと、既存の電力会社が送配電部門を売却すると

いうことをイメージされる方が多いかもしれません。しかし、発送電分離とは必ずし

も送配電部門の売却だけを意味しているわけではありません。よく、「欧米ではす

でに発送電分離が行われている」と報道されていますが、厳密に言えば、わが国も

すでに発送電分離をしています。2003年に電気事業法が改正された際、送配電部

門と他部門の会計を分けることが決まり、他部門の赤字を送配電部門で生じた黒

字で補填することが禁止されました。これは「会計分離」と呼ばれる発送電分離の1

つの方法です。

　この会計分離とともに、送配電部門がその業務を通じて知り得た情報について

目的外に利用することを禁止したり、送配電線の利用について他の事業者を差別

的に取り扱うことを禁止したりする「行為規制」を課すことでも、送配電部門の中立

化が図られてきました。しかしながら『報告書』では、会計分離では送配電部門の中

立化は不十分であるとして、後ほど詳細に説明する「法的分離」による発送電分離

を行うという方針が示されました。

発送電分離の方法

　このように、一口に発送電分離といっても、その方法はいくつかあります。現在日

本で採用されている「会計分離」と、『報告書』で示されている「法的分離」の他に、

アメリカでは「機能分離」、イギリスやドイツの一部などでは「所有権分離」といった

発送電分離の方法が選択されています。海外の発送電分離の動向については後で

説明することとして、以下ではまず、この4つの発送電分離の方法について説明し

ます。

　資料6－2・資料6－3（113ページ）は4つの発送電分離の方法のイメージを表し

たものです。資料6－2左側①の「会計分離」は、先ほど説明した通り、送配電部門の
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既存の電力会社

ISO
発電

小売

送配電
［所有］

送配電
［運用］

②機能分離

既存の電力会社

発電

小売

送配電
［別会計］

①会計分離

送配電設備の所有権は電力会
社に残し、運用を独立系統運
用機関（ISO）に移転

送配電部門の会計を
他部門から分離

会計を発電・小売部門から切り離すことで、送配電部門の中立化を図る方法です。

これによって、他部門の赤字を、送配電部門の黒字で補填することができなくなり

ます。

　資料6－2の右側②の「機能分離」とは、送配電設備の所有権は既存の電力会社

に残しますが、それらの設備の運用については、中立的な第三者機関である独立系

統運用機関（ISO）に任せるという方法です。既存の電力会社に送配電部門は残り

ますが、送電線の利用ルールや利用料はＩＳＯが決めるため、送配電部門の中立性

がいっそう確保されると考えられています。ただし、設備を所有しないISOが設備

投資の意思決定を行うことになるため、送配電設備の維持や更新のために必要な

設備投資がうまく行われないのではないか、ということが懸念されています。

発送電分離第 6 章

■ 資料6－2／発送電分離の方法（1）
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既存の電力会社

④所有権分離

発電

小売

送配電

送配電部門を別会社化
発電・小売会社との

資本関係は認められない（ ）
送配電部門を分社化
親会社との資本関係は

認められる（ ）

③法的分離

送配電

発電

小売

持株会社

既存の電力会社は
部門ごとに分割

　資料6－3の左側③の「法的分離」は、送配電部門を既存の電力会社から切り離

し、分社化することで送配電部門の中立化を図る方法です。これによって送配電部

門は、発電・小売部門とは別会社になりますので、送配電部門の中立化がより徹底

されると考えられています。ただし、各部門を子会社とする「持株会社」の設立や、

送配電部門を発電・小売部門の子会社にするなど、分離する送配電会社との資本

関係を残すことは認められています。

　資料6－3の右側④の「所有権分離」は、既存の電力会社から送配電部門を切り離

して別会社化し、資本関係も認めないという方法です。これにより、送配電部門は、

既存の電力会社における発電部門・小売部門からは完全に分離された送配電会社

となりますので、送配電部門が完全に中立化すると考えられています。

■ 資料6－3／発送電分離の方法（2）
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わが国は法的分離による発送電分離を採用

　一般的には、送配電部門を完全に別会社化する④の所有権分離が最も厳格な発

送電分離で、③の法的分離、②の機能分離、①の会計分離の順で分離度合いが低

くなるとされています。電力システム改革専門委員会の議論では、機能分離と法的

分離の2つが案として挙げられましたが、最終的に『報告書』では法的分離が採用

されました。その理由としては、法的分離では送配電部門を分社化するため、送配

電部門が他の部門から独立しているということがより明確であるということ、また、

機能分離とは異なり、設備を所有する送配電部門が運用も行うため、設備の開発・

保守と運用を一体的に行うことができることなどの理由が挙げられます。ただし、

法的分離の場合には企業グループ内での資本関係が残ります。そのため、グルー

プ内の発電・小売会社を有利に扱う可能性があるとして、親会社の職員が送配電子

会社の職員を兼ねることを禁止したり、親会社から送配電子会社への転籍・出向な

どに制限を設けたりするなどの行為規制を講じることが必要とされています。

　なお本来、送配電部門の中立化を貫徹するという目的のもとでは、最も厳格な所

有権分離を採用することが望ましいのですが、これについては、法的分離による改

革の効果が不十分な場合に、改めて検討する将来的な課題とされました。確かに、

所有権分離は送配電部門を分離する方法としては最も分かりやすいといえるでし

ょう。しかし、発送電分離にはメリットだけではなくデメリットもあるため、両方を勘

案した上で、望ましい方法を選択することが必要となるのです。そこで次に、発送電

分離のメリットとデメリットについて紹介します。

発送電分離第 6 章
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発送電分離によるメリット

　発送電分離によるメリットとしてしばしば指摘されることは、先ほど説明した「な

ぜ発送電分離が必要なのか？」という分離の理由と密接に関連しています。発送電

を分離する理由として指摘される「分離しない場合の不都合」は、逆にみれば発送

電分離によりそれが解決されるというメリットとなるからです。すなわち、発送電を

分離することで、送配電線を所有しない新規参入者にとっても公平な送配電線の

利用が保証され、発電や小売供給の市場競争が活性化することが期待されています。

　さらに、競争を活性化させるためには、新規参入するさまざまな発電事業者に対

応できるよう、十分な送電設備が必要となります。これまでは、既存の電力会社にと

って望ましい設備投資は行われてきました。しかし、既存の電力会社にとって利益

にならない送電設備については、投資しても電力会社にメリットがないため、設備

投資が不十分になるのではないかと危惧されています。しかし、発送電分離によっ

て送配電部門は独立した会社になるので、既存の電力会社のためだけではなく、新

規参入者を含めた電気事業全体にとって必要な設備投資が促進されると期待され

ています。このようにして市場競争が活性化すれば、より効率的な発電方法が選択

されて電気の供給費用は安くなり、利用者が支払う料金も安くなる、というロジック

です。
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発送電分離によるデメリット

　それでは、発送電分離は良いことばかりなのでしょうか？ 実は、発送電を分離す

ることで、かえって供給費用が高くなってしまう可能性もあるのです。というのも、

先ほど説明した通り、送配電部門には規模の経済性があり、独占が認められていま

すが、それとは別に、発電部門と送配電部門の間には、「垂直統合の経済性」という

ものがあると考えられているからです。

　ある事業において、技術的関連性が強い部門の間でばらばらに運用するよりも、

一体的に運用することで全体がうまく機能するような場合に、その効果を「範囲の

経済性」と呼びます。垂直統合の経済性は範囲の経済性の一例であり、発電部門

と送配電部門の協調的な運用や設備投資により、システム全体の費用が効率化さ

れ、全体として供給費用が安上がりになることを意味します。発電と送配電はばら

ばらに機能することはできず、電力の消費にあわせて電力を生産し、それを時々

刻々利用者のもとまで送り届ける必要がありますので、両者が緊密に連携して働く

協調的な運用が必要なのです。

　また、いくら発電費用が安くても、消費地点から遠く離れた場所に発電所が建設

される場合には、輸送のための送配電設備への投資が必要になります。あわせて

設備の運用費も掛かりますので、発電費用の効率化のメリットが相殺されかねませ

ん。垂直統合型電気事業者では、投資の意思決定は全体の費用を最小化するよう

に行われますので、発電と送配電の協調的な設備投資が自然に行われます。その

ため、垂直統合の経済性が働きます。しかし、発送電分離をすることにより、発電は

発電、送配電は送配電といったように、個別に意思決定が行われるようになれば、

そのような経済性は減じてしまう、あるいは全く働かなくなる恐れがあります。これ

は、分離によるデメリットといえるでしょう。

発送電分離第 6 章
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海外の発送電分離の動向

　それでは、海外で発送電分離はどのように行われているのでしょうか？ 電力自由

化の先行する欧米では、発送電分離についてもさまざまなアプローチで行われて

います。そのため、日本における制度設計にあたっても、しばしば参考として例示さ

れています。

　大きく分類して、ヨーロッパでは所有権分離か法的分離、アメリカでは機能分離

が行われています。ただし、アメリカの場合は州や地域によって政策が異なってお

り、従来のような垂直統合型電気事業者が残っているところもありますので注意が

必要です。

　以下でヨーロッパ、アメリカの順に状況をみていきましょう。

ヨーロッパの動向

　ヨーロッパでは、ヨーロッパ連合（EU）域内のエネルギー市場の統合、競争の促

進、効率化の促進、エネルギーセキュリティーを目標として、1996年、2003年、

2009年と、3回にわたりエネルギー市場改革が実施されてきました。その一環とし

て、電力自由化も進められ、垂直統合から発送電を分離した形態へと、徐々に分離

の程度が強められてきました。

　現在では、イギリスの事業者などが行っている所有権分離と、フランスの事業者

などが行っている法的分離が主な分離形態となっています（資料6－4参照）。法的

分離の場合、送電事業者の株式は既存の垂直統合事業者が100%保有する場合

や、一部を垂直統合事業者が保有し、それ以外は第三者が保有する場合がありま

す。これに対し、所有権分離の場合は、既存事業者以外の第三者に送電事業者の株

式を売却します（詳細については、119ページのコラム参照）。
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　なお、ヨーロッパにおいて機能分離がほとんど採用されない理由として、そもそ

も電気事業者の規模が比較的大きく、各事業者の所有する送電設備の運用を１つ

の組織に集約しなくても、規模の経済性によるメリットを享受できていた上に、送電

設備の所有と設備投資の意思決定が、異なる主体により行われることの弊害に対

する懸念があったためとされています。

発送電分離第 6 章

■ 資料6－4／ヨーロッパ主要国の事業者の発送電分離の形態

国 送電事業者名

所有権分離 法的分離

国 送電事業者名

イギリス
（EW） National Grid NGET フランス RTE EDF Transport

ドイツ 50Hertz
TenneT ドイツ Amprion

TransnetBW

イタリア Terna オーストリア Austrian Power Grid

スペイン REE ギリシャ Admine

ベルギー Elia イギリス
（SC）

SHETL
SPTL

注：イギリスの（EW）はイングランド・ウェールズ地方、（ＳＣ）はスコットランド地方を指す。
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　本編で紹介した法的分離の場合、分離後の送電事業者の株式は、既存の垂直統
合事業者が100%保有する場合もありますし、一部を第三者に売却する場合もあ
ります。前者の例として、ドイツのEnBWの送電部門であるTransnetBWがあり
ます。また後者の例には、ドイツのRWEの送電部門であるAmprionがあり、株式
の75%弱をドイツ・スイス・イタリアなどの投資会社に売却済みです。
　これに対し、所有権分離の場合は、既存事業者以外の第三者に送電事業者の株
式を売却します。東欧諸国にみられるように、もともと国営の垂直統合事業者の場
合、もとの垂直統合事業者と分離した送電事業者を、異なる政府機関が所有する
ことがあります。例えば、もとの垂直統合事業者の株式をA省庁の大臣が所有して
いる場合、それとは異なるB省庁の大臣が、別会社とした送電事業者の株式を所有
するというものです。
　またさらに、他国の送電事業者の傘下に入るといった場合もあります。例えば、
ドイツの50Hertz（もともとはドイツVattenfall Europeの送電部門）はベルギ
ーの送電事業者であるEliaの子会社であり、同じくドイツのTenneT（もともとは
ドイツE.ONの送電部門）はオランダの送電事業者であるTenneTのグループ会
社です。他国の送電事業者からみれば、ノウハウのある分野で経営規模を拡大す
ることができ、スケールメリットを得ることができるという魅力があります。
　一般に、送電事業は料金規制を受けているため、安定的な収入を得られる事業
と考えられており、安定性を求める投資家が株式を購入するといったこともありま
す。先ほどのAmprionの場合、75%弱の株式は、年金基金を中心とするファンド
が保有をしていますが、ファンドとしては、ハイリスク・ハイリターンの投資と、送電
事業者のようなローリスクの投資を組み合わせることが、リスク管理上有利である
といわれています。
　なお、送電事業者の持株会社の株式は、ベルギーのEliaやイギリスのNational 
Gridのように証券取引所に上場される場合もあります。このような持株会社が、
送電事業者の株式の一部または全部を売却する場合には、さまざまな状況が考え
られますが、持株会社自身の株式の価値は市場の評価によって決まります。

分離後の送電事業者の株式は
誰が保有しているの？

コラム
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New York
ISO

(NYISO）

ISO New
England
(ISO-NE）

California ISO
(CAISO)

Southwest
Power Pool
(SPP)

Midcontinent Independent
System Operator, Inc.

(MISO)

Electric Reliability
Council of Texas

(ERCOT)

PJM
Interconnection

(PJM)

ISO
CAISO/ERCOT/NYISO

RTO
ISO-NE/MISO/PJM/SPP

アメリカの動向

　一方アメリカでは、1996年に出された連邦エネルギー規制委員会の指令により、電力

会社の所有する送電線を、他の事業者が利用できるようにすることが義務付けられまし

た。この指令と、続く1999年の指令により、ISOや地域送電機関（RTO）といった送電機関

の設立が推奨されるようになりました。ISOやRTOは、現在アメリカに7つ存在します。こ

れらが設立された地域では、送電線の所有権はもとの所有者である電力会社に残したま

ま、ISOやRTOが送電線の運用や設備投資計画の策定、卸電力市場の運営などを行って

います（資料6－5参照）。

発送電分離第 6 章

■ 資料6－5／アメリカにおけるISO/RTOの設立地域（2013年10月現在）

注：上記以外の地域では、機能分離を行っていない。

出典：アメリカ連邦エネルギー規制委員会ホームページを元に作成
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　ヨーロッパと違い、アメリカではもともと比較的規模の小さな民営電気事業者が数多く

存在してきました。したがって、規模を拡大して規模の経済性によるメリットを享受する方

法として、送電線や発電設備の所有者の変更を必要とせず、ISOやRTOによって複数の

事業者間で送電線の運用を集権化することは、有効な方法だと考えられてきました。実際

に、RTOの1つであるPJMは、政府による規制ではなく、事業者間の自主的な協力関係か

ら発展したものです。

発送電分離によって何が変わるの？

　それでは、発送電分離をすることで、電気事業の構造はどのように変化していくのでし

ょうか？ 資料6－6を見ながら説明していきます。

　資料6－6の左側は、これまでのような垂直統合型電気事業者の構造を示しています。

垂直統合型電気事業者においては、発電部門と送電部門の運用に関わる技術的な連携や

設備投資の意思決定は、1つの企業の内部における部門間の調整によって協調的に行わ

れます。この場合、発電と送電のシステム全体を対象に費用効率化が図られるという利点

がある一方で、外部の市場競争に直接的にさらされることがないため、組織内に経営非効

率が発生する可能性もこれまで指摘されてきました。

　一方、資料6－6の右側は、ヨーロッパやアメリカの一部の州・地域のように、発送電分離

が行われた場合の構造を示しています。発送電分離をすると、企業内部での調整による意

思決定にかわり、さまざまな市場取引が行われるようになります。たとえば、バリューチェ

ーンの部分でも説明しましたが、従来は、垂直統合型電気事業者が自社の発電設備を使

って電力を生産し、それを利用者に販売していました。そのため、発電部門から小売部門

への電力の受け渡しは、売買や取引ではなく、１つの企業内での部門間の中継によって行

われてきました。しかし、発送電が分離した世界では、利用者に販売する電力は自身の設

備で発電することも可能ですが、基本的には電力を売買する市場で調達することが前提

と考えられるようになります。
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発送電の一体的管理・運用 市場での取引を通じた費用の効率化

組織内部に生じる非効率
市場での取引のために発生する
費用や市場がうまく機能しない

場合に生じる費用

発電・送電間の協調・
擦り合わせなど
内部的な調整機能

送電

『送電会社ないし送電機関』
によるサービス提供

『卸電力市場』における
電力の取引

送電と送電網の安定的な
運用のための各種サービスの
提供（一部は市場で調達）

産
業
の
構
造
変
化

課
題

発電

　送電については、大きく分けて、電力を輸送する送電サービスと、送電網の安定的な

運用を維持するための各種のサービスがあります。垂直統合型電気事業者の送電部

門は、その両方を自社の発電・送電設備を使って提供してきました。しかし、発送電分離

後は、それらのサービスの提供を、送電会社ないし独立の送電機関が担うようになりま

す。その場合、発電設備や送電設備は、送電会社や送電機関のものであるとは限りませ

んので、これまでのように自由に使うことはできません。そこで、これらのサービスの一

部を、市場を通じて調達するようになります。これらの市場については、少し専門的にな

るので詳細についてここでは紹介しませんが、中でも、送電網の安定的な運用を維持す

るためのサービスを提供するさまざまな市場が、欧米では誕生しています。

発送電分離第 6 章

■ 資料6－6／発送電分離による内部調整機能の市場化
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　このように、市場取引を活用する理由は、サービス提供のために利用する設備が必ず

しも送電会社や送電機関のものではない、という背景はありますが、より重要なのは、

市場での取引を活用することにより、事業者間の競争がうまく機能し、費用の効率化が

図れることにあります。費用が効率化すれば、同じサービスでもより安い価格で提供す
ることが可能になります。そのため、発送電分離の背景には、「組織内部の部門間調整

による効率化」から「市場競争を通じた効率化」への移行という流れがあるといえます。

　電力の自由化を推進してきた欧米やわが国における政策決定者は、前者よりも後者

が利用者のメリットという観点から望ましいと考えてきました。しかし後者を選択した場

合、さまざまな市場の設立・運営が必要になりますから、当然そのための費用が掛かり

ますし、取引の契約に関わる費用やリスクも新たに発生してきます。また電力は、消費電

力と発電電力が常に一致している必要があり、安く大量に貯蔵することが困難な商品

です。このような商品を市場で取引する場合には、事業者の思惑や外部環境条件による

市場価格の大きな変動というリスクも伴います。これらは電力の供給を不安定化する

要因です。

　したがって、内部的な調整から市場取引に移行するためには、単に発電部門と送電部

門を構造的に分離して市場を設立すればよい、というものではありません。そのための

費用もさることながら、それらの市場がうまく機能し、電気の安定的な供給に支障をき

たすことがないよう、さまざまな制度や仕組みが必要になることが、欧米の先行事例か

ら分かってきたことなのです。
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発送電分離で、再生可能エネルギーは普及するの？

　昨今の議論でしばしば耳にするものとして、発送電分離をすれば再生可能エネ

ルギーの普及が促進されるという論調があります。この議論のロジックは、発送電

分離をすれば電力会社にメリットのない送電線の建設が促進され、需要地から遠く

離れた風力発電所などで発電された電気を運ぶことが容易になるため、というもの

です。風力発電などの再生可能エネルギーは、発電に適した土地が需要地から遠

いことが一般的ですので、その問題を解消するという面で一見合理的な議論です。

　しかし、そもそも送電線の建設が進まない理由の多くは、送電線建設のための土地

利用の合意締結が難しいことや、景観などの環境問題にあります。電力会社の発電部

門と送電部門が１つの会社として統合されていることとの関連性は、海外の事例からも

明らかではありません。

　また、電力会社が再生可能エネルギー発電事業者を不当に扱っている、という批判も

あります。発送電分離が行われれば、送電会社は中立的な存在となるため、公平に扱わ

れるようになり、導入も進むだろうという考え方です。

　しかしこれについても、送電部門の組織の問題というよりは、むしろ電力システムの

技術的な問題が大部分を占めています。第4章でも説明したように、再生可能エネルギ

ー発電は出力が時々刻々変動します。そのような変動の大きな電源については、現状

の設備を前提とする場合、安定的に電力を供給するためにシステムとして受け入れる

ことのできる量に限界があるのです。許容量を拡大するためには設備投資が必要です

が、そのためには費用が掛かります。また、変動の大きな電源を大量に導入するために

は、調整のための火力電源も必要になります。

　これらのことから、発送電分離を行えば再生可能エネルギーが普及する、という議論

には飛躍があるといえます。

発送電分離第 6 章
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私たちの生活への影響は？

　これまでは、発送電分離によって電気事業がどのように変わるのかを解説してきまし

た。では、発送電分離は私たち一般家庭にはどのような影響をもたらすのでしょうか？

　第5章で解説した小売供給の自由化は、私たち自身が電気の供給者を自由に選択で

きるという意味で、実感しやすい影響があります。一方で、発送電分離を行ったからとい

って、私たち電気の利用者に目に見えやすい形での直接的な影響があるわけではあり

ません。すでに説明したように、分離によって、これまで1つの企業の内部で行われてい

た発電と送電という活動の役割分担が、企業の外の市場で取引されるようになります。

しかし、そのような変化は一般の利用者には直接的には見えにくいものです。

　ただし、これまで1つの企業の内部で発電と送電の協調・調整によりうまく機能してい

たものを分離するわけですから、それを補完するための新たな制度や仕組みが必要に

なってきます。そして、それらが競争のメリットを生み出すよう、うまく機能させる必要が

あります。仮にそのような制度や仕組みがうまく機能しなかった場合、電気の安定供給

に支障をきたし、停電などの悪影響が発生することも考えられます。また、停電からの

復旧は、1つの部門だけでできるものではないため、部門間の連携や協調が必要とされ

ますが、分離された状態では、そのような機能が弱くなってしまうことも考えられます。

そのため、発送電分離については、むしろそのような構造変化によって、私たちの電気

の利用や日常生活に不便や支障が生じることのないよう、慎重に確認を行いながら検

討していく必要があるのです。
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真に望ましい制度であるか慎重な検討が必要

　発送電分離の最終的な目標は、電気料金の低下を通じた利用者の利益の増大にあり

ます。しかし、欧米での先行事例からは、分離によって必ずしも電気料金が低下するとま

ではいえないのが実情です。電気料金に影響する要因は、発送電分離で期待される競

争による効率化の他にも、これまでに説明した通り、燃料価格や税金・補助金などさまざ

まなものがあります。それらを切り分けて考えたときに、市場競争によるメリットが分離

によるデメリットを相殺した上でも、なお料金低下という形で私たち電気の利用者にメ

リットをもたらすのかどうかを見極めることが重要です。

　発送電の分離は、大きな構造変化を伴います。いったんそれが行われると、統合され

たもとの状態に戻すことは、費用の面からほぼ不可能であることが海外の事例から示

されています。容易に引き返せない選択であるという意味でも、それが真に望ましい制

度であるのかどうか、慎重な検討を繰り返しつつ前進していく覚悟が必要であるといえ

るでしょう。
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