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（草稿）電力産業に更なる競争を導入することの意義と課題

　　 　東京大学大学院経済学研究科  大橋 弘
【日本原子力学会誌アトモスVol.54　2012年9月号　掲載】 

昨年 3月 11日の東日本大震災をきっかけとした東京電力福島第一原子力発電所事故を受

け、政府のエネルギー政策は白紙から見直されることになった。政府は震災数か月後の 7

月 29日に「革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた中間的な整理」をまとめ、原発依存

度の低減、分散型システムへの移行、国民的議論の展開という大きな 3 つの方向性を提示

し、その具体化に向けての議論が現在（2012年 7月執筆時点）続けられている。とりわけ

原発依存度の低減は再生可能エネルギーや化石燃料への依存度を高め、エネルギーコスト

の更なる上昇を招き、産業や雇用の空洞化を加速する恐れがあることから、電力事業のよ

り一層の効率化が強く求められているところである。 

わが国においても、電力事業の高コスト構造が電力価格の内外価格差を生んでいるので

はないかという指摘などを踏まえて、1995 年より累次の電力事業制度改革が実施されてき

た。発電部門の自由化、小売部門の部分自由化、そして発電部門と送電部門の会計分離な

どの取り組みの中で、電気事業において新たな事業者が参入し、電力料金も継続的に低下

してきた。この料金低下のどの程度が制度改革によるものかは必ずしも明らかでなく、今

後の更なる厳密な分析が待たれるところであるが、参加者の範囲が限られていた電気事業

が一般電気事業者以外にも開放されたことによるメリットとして広く捉えられている。 

本稿ではこうした背景を踏まえたうえで、電気事業における更なる制度改革

（restructuring）の意義と課題について経済学的 a な観点から論じてみたい。ここでいう

「制度改革」とは自由化を含むが、政府規制の新たな導入や強化も念頭に入れた用語であ

る。なお電力の制度改革については海外諸国の事情を紹介した邦語の論文も多く存在する 

b 。本稿では、海外事情の詳しい紹介はそうした論文に譲り、制度改革の背景にある経済学

的な考え方を若干の実証的な知見に基づいて議論したい c 。 

電力の制度改革の議論をする際に、本誌の関心である原子力発電をどのように位置づけ

るかは極めて重要な問題である。なかでもバックエンド事業は、極めて長期にわたる不確

実性の高い事業であり、またその費用も巨額であることから、その位置づけいかんで制度

改革の議論も本来大きな影響を受ける。本稿では原子力政策の不透明な現状を踏まえ、原

子力発電については分析の俎上から外して、より抽象的な観点から電力産業における更な

る競争導入の意義について論じることとしたい。 

a より正確には経済学の一分野である「産業組織」の観点から議論を行う。紙面の都合から

産業組織の説明については大橋（2012a）3)に譲りたい。 
b 最近では例えば服部徹（2012）6)がある。 
c 本稿では紙面の都合もありインセンティブ規制を含む伝統的な規制理論については論じ

ない。そうした点については例えば穴山（2005）1)を参照のこと。 
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本稿の構成は以下のとおりである。第Ⅰ章では、経済学において観念される競争の意義・

機能について紹介をする。第Ⅱ章では、電力産業の特徴を踏まえたうえで、市場競争が機

能するための条件について議論する。第Ⅲ章では電力事業の制度改革のあるべき方向性に

ついて触れる。第Ⅳ章は結語である。 

 

 

Ⅰ. 競争の概念 

「競争なくして経済学に固有の意義はない」 d との主張がなされるほど、競争概念は

経済学にとって重要である。競争についての典型的な見方の一つは、アダム・スミスの『国

富論』に代表される見方であり、自由で分権的な市場経済は、私的利益を追求する市場で

の競争を通じて、あたかも神の「見えざる手」に導かれるがごとく、社会的に望ましい資

源配分を達成するというものである。商品の売り手と買い手が何ら事前に調整や相談をす

ることなく、それぞれが自らの利潤動機だけに基づいて行動することによって、売り手と

買い手双方にとってベストな結果をもたらすというアダム・スミスの提起した見方は、『国

富論』が出版された 18世紀当時の近代思想の流れに沿ったものでもあり、その後に大きな

発展を遂げる経済学の出発点となった。売り手も買い手も市場価格に対して一切の支配力

を及ぼすことができないような極限的な市場状態を表現する「完全競争」においては、価

格メカニズムに委ねることによって売り手の利潤と買い手の便益との和（以下「経済厚生」

という）が最大化されるという「厚生経済学の基本定理」は、経済学者の間に今でも深く

浸透している。この考え方によれば、経済厚生の観点から最悪の状態である規制されない

純粋な独占と、最善の状態である完全競争との間にスペクトラムが存在し、「競争性」が高

まるにつれて資源配分の効率性が単調に改善されることになる。 

同質財 e において「競争性」とは、販売価格と（限界）費用（以下「マークアップ」

という）との乖離として定義され、独占禁止法（以下「独禁法」という）の実務において

は市場支配力として言及される概念である。競争性が高まれば、マークアップが減少して

より多くの需要が生み出されることになることから、経済厚生が高まることになる。 

独占は市場が独り占めされていることが問題であることを踏まえると、経済厚生の観点

からは企業数が多い方が望ましいのではないかとの見方が派生的に出てくる。実際に米国

では、1960 年代の未だ競争政策に対する十分な理解がなかった頃において、競争者の数を

増やすことが競争を促進させることとなるとの考え方のもと、大企業を分割したり（例え

                                                  
d Demsetz (1968, P1)8), “Competition occupies so important a position in economics that 

it is difficult to imagine economics as a social discipline without it.” 
e 同質財とは、消費者が購入に際して価格のみを判断要素とするような特性を持つ商品を指

す。電気は物理的には同質であるものの、もし消費者が電気の発電源について異なる価値

を見出すのであれば、電気は同質財とはいえないかもしれない。本稿では簡単化のために

同質財を念頭に置くが、ここでの議論は価格以外の商品特性に差異が存在するような商品

に対しても本質的には成立する。 
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ばスタンダード・オイルや AT&T）、中小企業を過剰に保護したりという政策がとられてき

た。 

しかしその後の産業組織を中心とする研究の中で、企業数とマークアップとの間に明確

な因果関係を定立することが不可能であることが理論的にも実証的にも明らかになったf 。

例えば固定費やネットワーク効果が存在することによって、生産や販売に規模や範囲の経

済性が強く働くような産業においては、多数の企業に生産・販売活動をさせるのではなく、

限られた少数の企業に活動を集中することが効率上も望ましい。伝統的に企業数やその関

連指標 g を競争性の代理指標として用いていた独禁法の実務（いわゆる「狭義の競争政

策」）においても、今ではそうした代理指標は事案選別のスクリーニングに用いられ、実質

的な競争性の判断には用いていないというのが一般的な理解である h。 

わが国では、事業法における規制を含む「広義の競争政策」においては、まだこうした

競争の理解は浸透しておらず、上で紹介した 1960年代の米国のようなレベルにとどまって

いる印象を強く受ける。そうした点を示唆する例はわが国においては枚挙に暇がない。２

例あげるとすれば、公共調達において 1 社だけしか応札しなかった場合には競争性がない

とみなす考え方や、規制分野における競争性の尺度として、新規参入者の数が頻繁に用い

られる点を指摘できるだろう i 。 

「競争性」は可視化できない現象なだけに、一つの指標から判断ができるとするのは危

険である。この点を感得するために、景気判断と比較すると分りやすいかもしれない。景

況判断について識者によって異なる判断が出てくるのは、景気という経済現象が多面的な

側面を持つからである。例えば雇用統計を用いての判断と在庫の統計を用いての判断とで

は、景気に対する異なる含意が導き出されても不思議ではなく、他方でどちらの統計を用

いるのが良いのかについて客観的な基準は存在しない。景気と同様に可視化できない市場

の競争性も多面的な側面を持つ。市場占有率や新規参入者の数といった外形的・事後的な

指標に惑わされることなく、実証的な知見を持つ経済学の専門家が、対象となる市場の固

有性に配慮した競争性の判断を行うことが望まれる j 。 

 

Ⅱ. 電力産業の特徴と競争導入の課題 

電力産業の黎明期においては、発送配電はそれぞれ強い規模の経済性が働くものと考え

                                                  
f 詳しくは大橋（2012a）3)やそこでの参考文献を参照のこと。 
g 代表的な指標としてはハーシュマン・ハーフィンダール指数（HHI）がある。この指数は

市場における企業の市場占有率を二乗して和を取ったものとして表現され、例えばわが国

の企業合併審査では、案件の選定における足切基準として用いられている。 
h 「独禁法は競争を保護するためのものであり、競争者を保護するためのものではない」

（”The antitrust laws were enacted for the protection of competition, not competitors” 

Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc., 429 U.S. 477, 488 (1977)。なお斜体は原文

より）と表現されることもある。 
i これらについての詳しい説明は例えば大橋（2012c）5)を参照のこと。 
j 例えば大橋（2012b）4)を参照のこと。 
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られた。送配電が複数社に所有されていても、それがネットワークとしてつながっている

限りは物理の法則によって強い正の外部性を相互に生み出すことになる。また大規模発電

の効率性が高く、また送電ロスが無視しえない程度である場合には、発電は地域独占的に

行われることが経済合理的であった。 

電力産業が誕生して 100 年以上が経過した今、こうした電力産業の持つ技術構造は少し

ずつ変化を始めている。送配電においてはまだ規模の経済性が強いものの、発電における

規模の経済性は高効率ガスタービンの登場等によって若干薄れてきた。また需要家の選択

肢を確保することにより、小売部門の競争を潜在的に促す重要性が認識されるようにもな

った。こうした世界的な潮流のなかで、わが国でも発電部門や一定規模以上の小売部門に

おける新規事業者の参入が促進された。 

電力制度改革の流れの中で、わが国のみならず海外でも、電気事業における政府規制を

外し、発送配電分離を行って自由化（liberalization）を推し進めるべきという見方が存在

する k 。しかし電力という財は、他の産業での自由化の経験を単純に応用することを許さ

ないような独特の特徴を有している点にも注意が必要である。 

まずよく言われるように電力は貯蔵するのに極めて高いコストがかかる。揚水ダムや畜

電池などの利用は効率が良いとは言えず、電気の需給を秒単位で調整させる必要がある。

電子計算能力の向上によって、こうした需給調整は容易になったとはいえ、要
ピボタル

になる発電

機が故障停止して供給不足が生じれば、不足の電力分だけ停電になるわけではなく広範囲

の停電につながることになる。これを航空産業になぞらえると、航空機が一便欠航すると

他の航空サービスが全て停止されることを意味しており、自由化が進む航空産業でも想定

できない程の深刻な外部性を電力産業は有することを示唆する。 

電力逼迫に対して、需要家が価格に応じて感応的に対応することができれば、そこに電

力産業を効率化する潜在的な余地が存在する。もし需要家がリアルタイムで変動する価格

を観測できる技術があれば、電力逼迫時の電力価格の高騰に対応して、例えば冷暖房の温

度を調整するなどして電力消費を抑えることもできるかもしれない l。電力価格が需給に

かかわらず一定であれば、需要量は電力需給に対して非弾力的とならざるを得ず、需要家

負担のもと電力会社が余計に調整電源などの設備を持たざるを得ないことになる。 

電力供給には設備容量制約があり、需要側でも上記のごとく非弾力的であることから、

とりわけ電力逼迫時において電力市場は市場支配力に対して極めて脆弱な産業であると結

論付けられる。電力供給が逼迫している時点においては、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、あえて供給を差し控

                                                  
k 例えば Littlechild（2006）12)。 
l もちろん電力需要の価格弾性の程度が大きな役割を果たす。筆者の知る限り、わが国では

需要家レベルの個票データから厳密に推定されたことはない。本稿第Ⅳ章も参照のこと。 
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えるという市場支配力を行使することによって、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となる。電力市場においては、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競争政

策の運用が極めて難しい分野である。 

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。需要家（特に大口需要家）が価格に対して感応的

に対応できる技術的基盤が整うまでは、政治的な理由で価格規制を入れざるを得ないとい

うのが自由化の過程にある国が直面する共通課題のようだ。 

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を始めるべきだろう。 

 

 

Ⅲ. あるべき電力制度改革の姿とは 

経済学的な観点からみた理想的な電力産業の姿は、第Ⅰ章での議論を踏まえれば、電力

市場の需給バランスに応じた価格がシグナルとなって、多数の売り手と多数の買い手が

各々自発的に需給調整を行えるような市場環境を具備し、先物を含む卸市場での価格が中

長期的な供給力確保に向けての電源開発に適切な誘因を与えることと考えてよい。 

しかし第Ⅱ章にて議論したような電力の持つ（限界的な領域における）非弾力的な需給

構造と独特な外部性の存在、加えて電力インフラの現況（特に需要家の価格感応度を高め

るためのインフラ整備と広域的電力融通を可能とする地域間連系容量確保）のもとでは、

電力市場では理論的に経済学が想定するようには市場機能が働かない恐れがある。 

競争政策の観点からは、市場支配力に対する対応として構造規制と行為規制というおお

まかに 2 つの考え方がある。構造規制とはいわゆる事前規制の一種であり、市場競争が行

われる前に市場の構造自体に規制を行うものである。本稿冒頭で述べた 1960年代米国にお

ける企業分割がその一例である。他方で、行為規制とは市場競争が行われた事後的な結果
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として表れる市場成果（例えば価格や数量）に対して行政介入を行うものである。国際的

には市場支配力に対する対応は、事前規制（構造規制）から事後規制（行為規制）への流

れがあり、とりわけ市場構造の複雑な産業においては事後的に修正が比較的容易な行為規

制を基本に考えることが、経済学的にも合理的な方向性である。本稿では行為規制のひと

つとして価格規制について上に触れた。 

電力産業において市場支配力への対抗として構造規制を用いることが難しい点について、

以下では卸市場における強制取引と発送電分離という 2点を取り上げたい。 

卸取引を流動化させるための構造規制として強制的な「玉出し」がしばしば検討の俎上

に上ってきた。流動性を高めるために供給を強いるという市場メカニズムに基づかない規

制は、先物市場（あるいはそれに相当するメカニズム）の機能不全を起こさせ、電源開発

などの供給力確保にも規制を加えざるを得ない状況を作り出すことになろう。 

そもそも電力市場は需給両面において非弾力的なために、わが国の規制当局が市場支配

力の有無の判別をすることはほぼ不可能である。何を以って競争性があるとするのか正し

い判断が下せる保証がない中で、競争的な卸市場を形成することは現実問題として相当に

難しい。LIBOR（ロンドン銀行間取引金利）において発覚した英バークレーズの不正操作

を発端として国際的な入札カルテルの存在が疑われているが、そうした事態がわが国の電

力卸市場に万一にも起きた場合、規制当局は課徴金減免制度が機能することを願う以外に

現状として打つ手がない。物理的に９つの供給区域にほぼ閉じているわが国では、市場機

能が想定通りに働かない可能性を念頭に入れた競争促進のあり方を考えることが現実的だ。 

更に理想的な電力市場においては、電力価格が下がるとは限らない。政策的に電力価格

が低位に規制されてきた国で自由化を行えば、価格規制を外せば必ず電力の市場価格は上

昇することになる。価格規制の隠されたコストを考えれば、こうした自由化は経済厚生を

増進するものと経済学では評価されうるが、こうした経済学的な考え方が政治的に受け入

れられるかは別次元での判断となろう。 

次に発送分離について考えてみる。送配電部門における規模の優位性はその物理的特性

から今でも重要である。累次の制度改革を通じて発送電の会計分離を進め、特に送電部門

については電力会社から独立した中立機関を設置して、送配電の接続・利用に関して新規

参入者が不当な取り扱いを受けることがないよう監視をする仕組みを作ったが、再生可能

エネルギーの導入進展を受けて、公平な接続規制を広域的にきちんと担保することが従来

以上に大切な視点となっている。 

しかし送配電部門の中立化・広域化を目指す上で、現状の一般電気事業者における垂直

統合を分離するべきかどうかについては、経済学的には明確な答えがない。一般に、その

産業が置かれるリスク環境や市場規模の大きさ、そして提供される財・サービスの補完性

の程度などによって、選択されるべき最適な垂直的取引関係が大きく異なりうることが経

済理論的には知られている m 。この点を顕著に見てとれるのは移動体通信市場の変遷であ

                                                  
m 例えば Joskow（2010）11)を参照のこと。 
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ろう。垂直統合から始まったこの産業は、コンテンツ事業の拡大と共に水平分業が広がり

を見せ、現在ではグーグルなどを中心に垂直統合へかじ取りの転換が見られる n 。垂直

統合と水平分業とのいずれが最適かは、市場環境に応じて異なるというのが経済学の理解

である。 

再生可能エネルギーが発電シェアを高めつつある中で、送配電部門が持つべき調整電力

に厚みを必要とする局面においては、発送配電を垂直統合的に持つことのメリットがある

ことは見過ごせない。Economides（1998）9)や Sappington（2006）13)が垂直統合のデメリッ

トとして指摘している sabotage（差別的な接続拒否）の懸念については、垂直分離を行った

にしても垂直統合時と同様の接続規制とそのモニタリングが必要とされることを考えれば、

日本の電力産業にて大きな問題とは思われない。Borenstein and Bushnell（2000）7)は経済理

論的に考えられる電力制度改革における３つのメリット o のうち、系統運用については

成功事例が過去に乏しいことを指摘している。わが国においても垂直分離がもたらす得失

をアカデミックな研究成果も踏まえて慎重に検討をすべきであろう。 

 

 

Ⅳ. 結語 

電力制度改革の論点は多岐にわたり、本稿では競争に係る点を中心に産業組織の観点か

ら議論を行った。電力市場は、その財の特性から他の産業における市場競争とは異なる側

面を持ち、他産業での自由化の経験をそのまま当てはめることはできない。つまり電力市

場においては、他産業でときにうまく説明できている経済理論の単純な延長線上で考える

ことはできず、実証的な観点から経済理論の現実妥当性をチェックしながら、制度設計を

図る必要がある。 

もちろん現在の電力市場が設備投資や需給構造の観点から効率的であるとは言い切れず、

インフラ整備を中長期的に行いながら、現状に安住することなく頑強性のある電力市場を

訴求していくことが重要であることはいうまでもない。 

いずれにしても制度設計を考える際に参考にされる学術的な実証研究のほとんどが海外

のものであるということは悲しむべき現状である。これは実証研究に対して鈍重なわが国

の経済学者らが多くの責を負うものであるが、他方で、定量的なデータが日本の電力産業

において余りに乏しいことも否定しがたい事実である。「供給が需要を育てる」のは電力の

みならず、定量的な研究においても言えることである。わが国の電力産業を題材にした優

れた実証分析が今後生まれることを強く望んで筆を擱く。 
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