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2013 年 4 月に閣議決定されて国会に提出された電力システム改革のための電気事業法改

正案は、参議院選挙を控えた与野党の駆け引きのあおりを受けて廃案となった。しかし電力

改革は安倍政権の成長戦略の 1 つと位置づけられており、改正案は秋の臨時国会に改めて

再提出される見込みになっている。 
わが国の電力システムは、1995 年の電気事業法改正を皮切りに、数次にわたって改革が

行われてきたが、今回の改革はその中でも最大のものとなる。閣議決定された改革方針によ

ると、電力システム改革の目的は、（１）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、この目的のもとで①広域系統運用

の拡大、②小売及び発電機械の全面自由化、③法的分離の方式による送配電部門の中立性の

一層の確保という 3 本柱からなるとされる。電力システムの改革は、総括原価主義に代表

されるような従来の公益事業規制から、市場メカニズムに基づく競争を通じた電力供給を

目指しているものと概ね評価できる。電力市場においても競争政策の果たすべき役割が今

後拡大していくと期待されるなかで、市場競争が電力市場においてどのように機能し、それ

がどのような影響を今後もたらすのかは競争法に携わる専門家にとっても関心のあるとこ

ろであろう。本稿では、上に記した電力システム改革の３つの目的を見据えながら、電力シ

ステム改革に関する経済学的な論点を論じつつ、今後の課題の幾つかについて触れてみた

い。 
 
本稿ではまず第 1 章にて「電力」という財の特徴について紹介する。ここでは、経済学が

通常議論する財・サービスと比較すると、電力が極めて特殊な性質を持つ財であることを言

及する。第 2 章では、こうした特徴をもつ電力価格が市場メカニズムに基づいて決定され

るようになる場合の帰結について議論する。電力需要家と電力事業者との間のリスク負担

が、市場メカニズムの導入によって大きく変わる点が明らかにされる。このリスク分配のあ

り方が、電力価格及び電源投資への誘因に対して大きな影響を与えることもこの章にて議

論される。第 3 章では電力需給と市場メカニズムとの関係について論じ、第 4 章では電力

市場における市場支配力に言及する。第 5 章はまとめである。 
 

 
第 1 章 「電力」の特徴 

1 本稿は、一橋大学・経済産業研究所共催の政策フォーラム「資源エネルギー政策の焦点

と課題」での講演（2013 年 6 月）及びエネルギー法学会での講演（2013 年 7 月）を踏ま

えて作成されたものである。 
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電力システム改革を評価するうえで、電力が持つ商品としての特徴を無視することはで

きない。電力はほかの商品にはない特徴を少なくとも３つ有している。第一に、季節・時間

帯によって電力に対する需要が不確実に大きく異なる点である。図 1 は、日本と諸外国（米・

英・独・仏・北欧）におけるある一日の電力需要を最大需要（ピーク）電力 100 として時間

ごとにプロットしたものであり 2、負荷曲線ともよばれている。図 1 によると、わが国では

夏に、他国は冬に年間の最大需要を記録している。この図に特徴的な点は、24 時間の内で

電力需要が大きく揺れ動いているところにある。わが国を例にとれば、14 時から 15 時にか

けて需要はピークを迎えているが、その後徐々に需要は減退し、明け方 5 時頃に需要が最

低となっている。このときの電力需要の指数は最大値のほぼ半分である。つまり 1 日の内

に需要が倍になっており、需要の立ち上がりが急峻であることが判る。他の諸外国では我が

国ほどの需要の分散を持っていないが、米国でも最低値は最大需要の 6 割に上っている。 
 

 
 

 
なお図 1 の負荷曲線は、ここの家庭や産業用・業務用の需要を合計したものであり、その

形状は日々の各需要家の電力使用実態に応じて異なることになる。各需要家の電力使用を

事前に正確に予想することは不可能であり、ピーク・オフピークの時間は天候や気温などに

応じて毎日異なることになる。 

2 図 1 は、2001 年における最大電力を記録した日の負荷曲線を指数化したもの。日本は

2001 年 7 月 24 日、米は PJM（Pennsylvania-New Jersey-Maryland の略）の独立系統

運用機関（ISO）による 2001 年 12 月 17 日、英はイングランド・ウェールズにおける

2001 年 1 月 16 日、独は 2000 年 12 月 20 日、仏は 2001 年 12 月 17 日、北欧は 2000 年

1 月 19 日。 
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電力の第 2 の特徴は、貯蔵することが難しい点である。系統用蓄電池は、その電池特徴等

から、NAS 電池に代表される中長周期の出力変動対策に適した蓄電池と、リチウムイオン

電池やニッケル水素電池に代表される短周期の出力変動対策用に適した蓄電池等 3がある

が、いずれの用途においても実証段階での取組になっており、市場としては未成熟で高価格

である。家庭用・ビル・事業用蓄電池も kWh 当たりのコストが依然として高く、本格的な

普及段階を迎えるには未だ時間がかかる見通しである。 
電力の第 3 の特徴は、新たな電源を開発するのには、用地買収や環境評価等様々な条件

をクリアする必要があることから、時間がかかる点がある。そこで短期的には需要が増大し

ても、設備容量を超える電力供給を行うことができない。 
上の第 2・第 3 の特徴から、需要が予想外に伸びて供給が足りないときに、在庫や供給増

によって瞬時に対応することが難しく、その点を踏まえると、電力の需給調整には一定程度

の不確実性・リスク 4が伴うことが分かる。次章ではこのリスクが持つ経済学的な意味につ

いて考察を加えたい。 
 
 

第 2 章 電力システム改革とリスク負担の変化 
電力システム改革とは、電力の需要と供給とに関わる調整を従来のシステムから市場機

能に基づくシステムへと改革しようとする動きとみてよいだろう。前章で述べた電力が持

つ特徴に基づいて考えると、このシステム改革は電力需給に伴うリスク配分を大きく変化

させることになる。本章ではこの点を電力料金の観点から考察してみたい。 
わが国の電力料金制度は、明治 44 年の電気事業法制定時まで遡ることができるといわれ

ている。制度改革の進展とともに自由化範囲が拡大され、現在では 50kW 未満の低圧需要

に対しては規制料金が、そして50kW以上の需要に対しては自由化料金が適用されている。 
自由化部門における需要家は、複数の供給相手を電気事業者の中から選ぶことができる。

他方で、規制部門（50kW 未満の低圧需要）では供給主体が一般電気事業者に限定されるこ

とから、当該事業者の電力供給に支障が生じる場合には、需要家は他の代替的な事業者を選

択できない。こうした点から規制部門においては、一般電気事業者が電気の安定的な供給を

確保するために費用を確実に回収できるように電気料金（正確には基本料金及び電力量料

金）が設定されている。なお一般電気事業者は規制部門において唯一の供給主体であること

から、料金設定に際しては独占による過度の利益を得ることのないように事業報酬が適正

に設定される必要があり、また独占による非効率化を回避するために原価水準の適正性も

確保される必要がある。 

3 いずれの用途にも適するレッドクスフロー電池も存在する。蓄電池に関わる現状を理解

する上では、エネルギービジネス戦略研究会 中間報告が参考になる。 
4 本稿では不確実性とリスクとを同義のものとして扱うことにする。ただし、リスクは確

率によって予測できるのに対して、不確実性は確率によっても予測ができないものとし

て、2 つの用語を区別する見方もある。 
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上記のような「総括原価方式」5の仕組みにおいては、需要家は固定された単価で使いた

いときに使いたいだけ電力を使用できた。このとき電力量（kWh（キロワットアワー））の変

動に伴うリスクは電力事業者が負担していたといえる。需要家の電力使用を制限すること

なく、電力量の変動リスクに伴う需給ひっ迫などの事態を回避するためには、ピーク電力を

十分にまかなうだけの発電設備を保有しておく必要がある。「総括原価方式」においては、

電源設置・増設に伴う費用を自動的に規制需要家に対する電力料金に転嫁することができ

ることから、電源（kW（キロワット））については電力需要家がそのリスクを費用負担して

いたとみなすことができるだろう。電力事業者は電源設置・増設に対して余りリスクを負わ

ないことから、稼働率が低い電源であってもピーク需要の高さに合わせて積極的に設置・増

設をする誘因があったと言える。 
電力システム改革によって、規制需要家向けの料金を市場機能に基づいて電力需給を反

映した料金設定に変えると、上記の電力量及び電源についてのリスクは事業者と需要家と

の間で再配分されることになる。まず電力料金は電力需給を反映することになるので、「総

括原価方式」の時と比較して、電力需要家が直面する電力価格の振幅は大きくならざるをえ

ない。つまり、需要家が直面する変動リスクが増大することになり、リスク負担は電力事業

者から需要家へと移転することになる。他方で、電源でみるともはや発電設備の設置費用は

「総括原価方式」のような形で自動的に料金にて回収されることはなくなり、電力事業者が

自主的にその費用を回収することになる。もちろん最終的には料金で回収されることにな

っても、料金に設備費用をどの程度を上乗せできるかは電力需要の構造（価格感応度など）

によるところとなる。いずれにしても電源開発におけるリスクは電力需要家から電力事業

者へと移転される。 
システム改革後に再配分されたリスク分布は、質的に通常の商品とほぼ同じになること

が分かる。例えばガソリンを例に取れば、ガソリン生成に関わる設備投資のリスクは一義的

に事業者が持ち、他方でガソリンにおける価格変動のリスクは消費者も負担している。ただ

し電力がガソリンと大きく異なる点は、ガソリンは在庫として保管することができるのに

対して、電力は前章で述べたように在庫を持てない点にある。そこでガソリンは、需給が緩

んでいるときには在庫で貯め、逆にひっ迫するときには在庫を吐き出すことで、価格変動を

平準化することができるが、電力においてはそのような需給の調整弁がないために、需給ひ

っ迫の程度が直接に価格に反映されてしまうことになる。電力システム改革によって消費

者が直面することになるこの価格変動にどのように対処するかが、電力市場で競争を機能

させるために工夫すべき点となる。 
 

5 ここで括弧付きで表現しているのは、原価項目の選定やその算定が適正になされている

ことを前提としている。現実には第三者がそうした選定や算定の妥当性を検証することは

難しいことが多く、総括原価方式の問題の一つと考えられるが本稿ではそうした点は議論

しない。 
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第 3 章 電力需給と市場メカニズム 6 
前章で議論した電力市場におけるリスク再配分は、電源の設備形成のあり方にも大きな

影響を与える。「総括原価方式」においては、電力事業者は稼働率が低くなるような電源に

対しても積極的な投資を行ってきた。これは、先にも述べたように電源設置のリスクは主と

して需要家が持つ形になっていたからであった。このリスクを電力事業者が持つようにな

ると、事業者はもはや稼働率の低くなるような設備投資は行わないことになる。なぜならピ

ーク需要に合わせて受動的に投資を行うことは、ピーク時にも電気を使用したいという需

要家の利便性にかなうものではあっても、事業収益に資するものではないからである。年間

に数回しか訪れないようなピーク時間帯を収益機会とするような設備に対する投資には、

銀行等の融資を受けることも難しい。したがって電力システム改革によって、事業者による

電源設備に対する投資が減少することが見込まれ、「総括原価方式」の時と比較して、設備

投資減分だけ電力料金の平均的な下落が期待できることになる。 
電力需要が大きく伸びていた高度成長期のような時代では、たとえ設置当初に稼働率が

低い電源であっても、電力需要の増加と共に稼働率の上昇が期待できたことから、過剰設備

の懸念は小さかった。しかし世帯数の減少が見込まれ、グローバル競争の中で企業の海外移

転もおさまらない中で、今後わが国において電力需要が大幅に伸びるような事態は想定し

にくい。電力需要が概ね右下がりになる様な現在のような局面において、過度に投資誘因を

付与することには慎重であるべきとの意見には一理あると言える。 
他方で仮に需給がひっ迫する事態になれば、電力料金はそれを反映して上昇圧力がかか

ることになる。もちろん原理的には電力料金の上昇が、電源投資への誘因を促すことになる

が、電力の 3 番目の特徴にあげたように電源開発には通常長い期間がかかることから、民

間事業者による電源投資に対する誘因を電力単価の上昇に求めるとすると、かなりの上昇

幅が必要とされる懸念がある。このように考えると、需給ひっ迫下においては「総括原価方

式」によって電源投資の誘因を確保することは一概に効率が悪いということは言えないこ

とになる。 
いずれにしても電力システム改革によって電力料金が下落するかどうかは、電力需給の

現状と見通しに大きく依存することになる。電力供給が十分に存在するときには、料金設定

に市場メカニズムを導入することによって電力料金低下のメリットを需要家は得ることが

できる。他方で需給がひっ迫する状況であれば、市場メカニズムの導入は電力料金に対して

更なる上昇圧力をもたらすとともに、中長期的にも電源投資に対して有効な誘因を与える

ことが困難となる可能性が高い。 
 

 

6 本章の議論は、大橋 弘（2012）「電気産業の更なる競争を導入することの意義と課

題」（ATOMO∑ Vol.54）を一部参考にしている。 
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第 4 章 市場支配力 
市場メカニズムが有効に機能する状況とは、市場に十分な供給力が存在するときである。

供給力が乏しく需給がひっ迫する場合には、市場メカニズムは価格を上昇させる方向へと

機能する。このとき通常の商品では、企業は在庫されている商品を市場に投入し、更なる利

潤機会を得ることができる。こうした企業の行動は、供給増を通じて価格の下落に寄与する

ことになり、需給ひっ迫を緩和する。しかし電力においては、第 1 章で述べたように在庫を

持つことが禁止的なほど高コストであることから、需給ひっ迫による価格高騰が緩和され

ずに市場価格に表れることになる 7。 
 
需給ひっ迫時において、電力市場では市場支配力が行使される危険があることも問題の

一つとして指摘できる。つまり電気事業者が需給ひっ迫時に「恣意的」に発電機を止めるな

どして供給力を削ぎ、さらに価格を吊り上げることで超過利潤を得ることが可能になる。こ

うした現象が顕著に見られた最近の例は、2000 年におけるカリフォルニア州における大停

電時であり、2 倍以上に高騰した卸売価格の実に 50%以上が電気事業者による恣意的な発

電停止であったとの実証研究も存在する 8。 
電力需給がひっ迫している時点では、ほんの小さな発電能力しか持たない事業者であっ

ても、その事業者の供給が需要を限界的に満たす 要
ピボタル

の存在であるならば、その事業者は

極めて高い価格を卸市場や相対取引にて要求することが可能になる。しかもこのピボタル

な事業者は、自らの利潤を最大化しようとするならば、敢えて供給を差し控えて市場支配力

を行使することによって、電力に対する需要家の支払意思額である VOLL（value of lost 
load の略）に近いところまで価格を釣り上げることが可能だ。電力市場では中小事業者が

市場支配力を行使することが可能であることから、他の産業のように市場占有率などの指

標は市場支配力を推測する際のスクリーニングとしてさえも機能しない。また電力価格の

高騰において、それが市場支配力の行使に起因しているのか、単なる競争市場における需給

逼迫に起因しているのかを区別することがほぼ不可能に近い。以上の点から電力産業は市

場支配力に対して脆弱でありながら、競争政策の運用が極めて難しい分野であるといえる。 
電力市場において市場支配力の懸念が市場メカニズムによって解消されないのであれば、

自由化と共に、価格に対して規制を入れるのが一つの方策である。オーストラリアやカリフ

ォルニア州などでは価格規制（プライスキャップ）を導入している。しかし規制価格をいく

らにすべきかについての正解は存在しない。この価格が低ければ、電源開発が進まずに将来

7 価格がどこまで高騰するかは需要の弾力性値に依存する。もし需要家が需給ひっ迫に対

して需要量を大幅に削減するようなことができれば、価格はそれほど高騰せずに済む。

HEMS（家庭用エネルギー管理システム）や BEMS（ビル・業務用エネルギー管理システ

ム）の導入やネガワット取引などは需要の弾力性値を高めるための 1 つの有効な取り組み

と考えられる。 
8 Boreinstein,S., J.B.Bushnell and F.Wolak, (2002) “Measuring Market Inefficiencies in California’s 
Restructured Wholesale Electricity Market,” American Economic Review, 92(5): 1376-1405 
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に需給逼迫が起こる確率を高めることになるが、高い規制価格は市場支配力の行使を容認

することになりかねないからだ。 
需給逼迫時における市場支配力の行使を抑制するもう一つの方策として、他地域から電

力供給を可能にするインフラの拡充が考えられる。わが国においても東日本大震災時にお

ける計画停電にて、地域間連系の脆弱性が問題点として指摘された。他地域からの供給が潜

在的に可能であるということ自体が、市場支配力の行使を抑制に大きく寄与することにな

ることから、連系線増設における検討ではこうした反競争効果抑制の観点も経済評価の項

目に勘案していく検討することが有益と思われる。 
 

 
第 5 章 電力市場における競争のあり方 
本稿ではここまで、今後のわが国の電力市場の競争のあり方を考えるうえで重要な 2 つ

の視点である電力料金と電源投資の観点から経済学的な論点を提示した。欧州や米国の電

力自由化は供給力が十分にある中で行われていたために、自由化当初における電力料金の

低廉化に対するメリットは十分に期待できる環境にあるとともに、電源投資の誘因確保に

ついて問題意識はそれほど大きくなかった。しかし自由化から 10 年以上が経過する中で、

電源投資をいかに確保するかは両地域において大きな問題として浮上している。 
わが国においては、原子力発電の再稼働の見通しが立たない中で、定着した節電の規模や

再生可能エネルギーの供給力の大きさ如何では電力供給が十分にあるとは言えない状況に

あり、電力料金の上昇圧力の懸念が残るとともに、電源への投資誘因をいかに確保するかも

大きな課題になる可能性が残っている。電力システム改革においては、特に送配電部門にお

けるインフラ利用の開放性・中立性・無差別性を担保するための規制強化は不可欠であり、

そうした規制の下で送配電網の利用主体を拡大することで競争を促していくことも競争政

策の観点から重要である。 
発電事業者による市場競争を恣意的に歪める蓋然性を低めるためには、発電事業者に対

して売り先を確保する義務を課すなどの規制も検討に値するものと思われる 9。小売りを含

む売り先に対する発電義務がかかれば、恣意的に発電量を減らすことによって市場を歪め

る蓋然性が低くなるからである。またこうした義務は、電源投資の誘因を回復する上でも有

効な可能性がある。 
他方で、一般電気事業者が新電力への電力供給を行う誘因を確保するために、新電力に対

する電力供給者である発電・卸売部門と需要家に対する売手として新電力と競争関係に立

つ小売部門とを構造分離する考え方が提示されている 10。この考え方の背景には、「発販分

9 他に考えられる手法として、中立的な広域系統機関が発電事業者の発電状況を常時監視

する体制を作ることがある。大橋 弘（「電力需給、価格機能で調整」日本経済新聞「経

済教室」2012 年 12 月 4 日）を参照のこと。 
10 公正取引委員会『電力市場における競争の在り方について』（平成 24 年 9 月） 
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離」という構造分離を行うことで、一般電気事業者の発電・卸売部門から小売部門への取引

条件と、新電力との取引条件とが比較可能になり、新電力に対して差別的な条件を設定する

ことが困難になるからだと考えられる。 
この発販分離が経済合理性を持つかどうかは発電・卸部門が新電力にとって代替の利か

ない供給源（いわゆる不可欠設備（エッセンシャルファシリティ））であるか否かに依存し

ている。発電部門は既に自由化をしており、また卸電力取引所（JEPX）も実態として存在

する中で、既存制度が機能していないとするならばその原因はどこにあるのか。また「発販

分離」の下で発電部門の市場支配力や電源投資の誘因確保の問題をどのように解決してい

くのか。電力という一国経済にとって重要な生産要素を効率的に生産・供給するための市場

設計は容易ではなく、競争政策に求められる役割は今後ますます高まっていくことだろう。 
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