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1．はじめに 

 

2011 年 3 月の東日本大震災以降、エネルギーに対する国民の目線が変化してきている。 

実際にこれまで必要があれば何のためらいもなくスイッチを入れていた電気の使用を、 

意識するようになった方も多いのではないだろうか。こうした意識の背景には、低廉で安 

定的な電力供給への信頼が揺らぎ始めていることがあるように思われる。 

東京電力福島第一原発事故を直接のきっかけとした東京・東北電力管内における計画 

停電によって、私たちは不自由なく使ってきた電気のありがたみを改めて認識した。

それと共に、技術的には正確な理解に基づくものではないと知りながらも、「電気の

購入先さえ自らの判断で選択できれば、我が家の計画停電を避けることができるのに」

と、現状の制度に対して強いもどかしさといら立ちを多くの人が持った。 

その後、中部電力浜岡発電所から始まる原子力発電の停止によって、電力供給力は更な

る 大幅な低下を見ることになった。電力需給のひっ迫を回避するために、電気事業法に基

づく電力使用制限令が発動され、私たちも職場では働く時間帯をシフトし、あるいは休日

出勤するなどして、電力の最も足りなくなる平日ピーク時間帯になるだけ電力を使わ

ないように努めた。夏や冬に節電要請が行われて 3 年目になるが、そうした節電の依

頼に対しても、なるだけ無理のない形での節電を各人が家庭や職場で工夫を凝らしながら

努めることによって、社会全体の電力不足に協力してきた。 

しかし残念ながら、こうした私たちの節電の努力は、国全体の電力需給のひっ迫を

大きく緩和するまでには至っていないようだ。そもそもわが国全体に占める家庭用の電

力需要はたかだか全体の半分にも満たないことから、私たちが日々の生活で節電に努めて

もその効果には限りがあるということなのであろう。需給ひっ迫を回避するために、電

力会社が老朽化した火力発電まで稼働させざるを得ない状況であることから、石化

燃料（石油や液化天然ガス[LNG]等）の輸入コストが何兆円の規模で膨れ上がった。国

全体での輸入金額が輸出金額を上回ることとなり、わが国の経常収支は赤字に転落した。

いわゆる「アベノミクス」によってわが国の為替は円安方向に動いている一方で、石化燃

料の輸入量を減らすことは停電に繋がることから容易に成し得ることではなく、シリ

アを初めとする中東の地政学的なリスクの高まりと相まって、この先もわが国の海外

からの燃料調達額は減りそうにない。この燃料調達コストの増大は、電力会社の経営を

も揺るがす事態にもなっている。 昨秋の東京電力に続き、11 月下旬には関西電力と九州

電力、そして今年に入って東北・四国・北海道電力が相次いで電気料金の値上げ申請を行

い、厳格な査定のもとに認可されているが、経営問題はまだまだ続くとの見通しが一般

的である。 
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震災前にわが国の発電設備出力合計の約 20％超を占めていた原子力発電が稼働されていな

いにもかかわらず、大規模な停電が震災直後の東北・東京電力管内における計画停電にと

どまっているという事実を海外の友人に話すと、みな一様に信じられない顔をする。需給

ひっ迫が突発的な停電という大事に至っていないのは、消費者や企業が一丸となって節

電に努めていることも然ることながら、発電や送配電の現場で働く電力会社の従業員に

よる不断の努力によるところもたいへん大きいと思う。 

他方で、私たち生活者の観点からすると、単に節電をするだけでは電力需給ひっ迫に対

する効果やその持続性に限界がある。もっと能動的に自らが消費する電気、そしてエネル

ギーに対する関心と理解を深めながら、日常生活になくてはならない電力・エネルギー

を取り巻く問題に積極的に関わっていく必要がある。 

電力の購入先を選択することによって賢く消費したいとか、電気だけでなく代替

的なエネルギーを購入する選択肢を持つことによって、停電等の不慮の事態が起きたと

きに備えておきたいという意識を大事にし、そうした意識を実際の行動につなげてい

けるような活動をしていく必要がある。こうした消費者レベルでの活動は、電気や代

替的なエネルギーを供給する企業の間の競争を促すことに繋がり、国全体として効率的

で望ましいエネルギーの産業構造の形成に寄与することになるはずである。 

 
電気だけに頼らずに消費者自身が選択することによって多様なエネルギーの利用を考

えようとする機運の高まりを、「ガス」に注目することによって感じることができる。

典型的には、家庭用燃料電池に対する購買動向の最近の変化がその一例として挙げられる

だろう。通称「エネファーム」として知られる家庭用燃料電池は、都市ガスなどから水

素を取り出し、空気中の酸素と結合させることで発電をするシステムである。発電時

の排熱を給湯に利用できるためエネルギー効率も高く、また天然ガスを用いた発電では

二酸化炭素の排出も抑えられるために、環境に優しいシステムとも言われている。家庭

用燃料電池は、わが国では世界に先駆けて 2009 年に発売され、政府も家庭の燃料電池設

置に対して補助を行うことで、その普及を震災前から後押ししていた。補助金申請件数で

見たエネファームの販売台数は、5030 台（2009 年）、4985 台（2010 年）と推移したが、

震災のあった 2011 年には 1万 8067台と 3倍以上の伸びを示している。消費者が電気を

電力会社以外から調達する際に、有力な選択肢の一つとして「ガス」があることが、ここ

から見て取ることができるだろう。 

低廉で安定的な電力供給に対する国民の信頼が揺らぐ中で、地球温暖化対策の観点か

らも今後「ガス」に対する関心は高まっていくだろう。他方で、オール電化住宅の普

及も相まって、私たちの中には「ガス」に対する関わりを日常生活の中で失ってしま

った人も少なくない。以下に続く本稿では、ガス事業についてその産業の仕組みや制度改

革の変遷、料金体系の考え方を紹介することを通じて、ガスとその事業に対する現状

と課題を把握することを目的としている。「ガス」は同じ公共サービスでも、電気と

は様々な側面で全く異なる性質を持つ。読者の方々が「ガス」及びエネルギー全般に対す
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る理解を深めるための一助として本稿が少しでもお役に立てば幸いである。 

 

2．ガスの事業の現状 
  

米国発の「シェールガス革命」という言葉が最近メディアを賑わしている。わが国

は国産ガス資源に乏しく、また国境を越えてガスパイプラインが繋がっていないこと

から、天然ガスを大量に輸入するためには液化するよりほかない。気体のガスを超冷温で

液化して、海上輸送してまた気化するという過程は、ガスの輸送コストを低廉化する

ことを難しくしている一因となっている。加えて、海外でのガス田は、油田と同様に、

外資メジャーや産油・産ガス国が牛耳っている状況となっており、その売手交渉力の前に、

わが国は高い価格でのガス調達を余儀なくされてきた。こうした状況下で利用可能になっ

たシェールガスは外資メジャーの「息」がかかっておらず、わが国が低廉な天然ガス

を買い入れる余地が出てきている。 

他方でわが国の需要家向けのガス価格は下がっているのかというとそうとも言えない。

電気料金の値上げの陰に隠れたような形になっているが、実は地方の中小都市ガス事業

者は震災後相次いで値上げ改訂を行っている。全国 209 事業者のうち、過去３年間（平成

22 年度から 24年度）に値上げをしたのは 60事業者に上り、値上げ幅は大きいところで昨

年度でも 20%強に達している。この値上げは、公聴会を経て査定を受けた上で認可された

ものであり、その手続きは最近メディアでも話題になった電気料金と同様の過程を経てい

る。原子力発電の停止等の影響により値上げをせざるを得ない電力と比較して、ガス料

金の値上げの背景には何があるのだろうか。この点を考えるうえで、ガスに特有の産業構

造とその歴史的背景を知ることが参考になる。 

 

表 1 ガス事業の概観 

 事業内容 事業者数 需要家件

数 

適用法令 

都市ガス LNG,天然ガス等を主原料に、工場でガス

を製造。導管により供給区域にガス供給 

209 事業者 

 
2890万件  

簡易ガス LPG ボンベなどの簡易な設備で製造した

ガスを導管により供給（70 戸以上の団地

等に対して） 

1,465事業者 142万件 

ガス事業法 

LPガス LPG ボンベなどを集中または個別に設

置してガスを供給 
2 万 1693事業者 2400万件 液化石油ガス法 

 

 
まずガス事業について簡単に説明したい。表 1 では、都市ガス・簡易ガス・LP ガス

の３つの分類を紹介している。もっとも需要家件数が多いのは、「都市ガス」である。

1000 万件以上の需要家を持つ東京ガスから、1100 件程度の小浜ガス（長崎県雲仙市）ま

で、また民間から公営まで多様な形態を持つ 209 事業者が都市ガス事業者として区分され

ている。これらの事業者は、ガス事業法の許可を受けて設定した供給区域の需要家の求め
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に応じて、導管を通じてガス（主原料は天然ガス）を供給している。「簡易ガス」は都

市ガスの供給区域外に設定された供給地点の需要家（70 戸以上の団地）の求めに応じて、

団地内に設置した簡易なガス発生装置から導管を使ってガス（主原料は LPG［液化石油

ガス］）を供給する事業である。「LP ガス」は LPG を供給する事業であり、保安規制を

除くと都市ガス・簡易ガスのような公的規制を受けておらず、自由な市場での価格形

成がなされていると言われている。 

本誌読者の多くが契約しているだろう都市ガスに焦点を当てると、その歴史の始

まりはガス燈にある。最初の事業は、1872 年の横浜瓦斯によるガス事業であった。そ

こからガス会社は、ガスかまどやガスストーブ、ガス扇風機などガス器具を自ら開

発・販売することを通じてガスの用途を拡大してきた。この点は、電気製品が電力会社で

はなく家電メーカーによって開発・販売されてきたのとは異なる普及の姿を持つ。ガス

会社の技術開発の結果として、現在では家庭用（厨房・給湯・暖房用）、業務用（加

熱・冷房・発電用）、産業用（業務用の用途以外に溶解・熱処理・乾燥用）と幅広い需

要家に多様な用途を提供するようになっている。こうしたガス普及の歴史は、ガス会

社が需要家のニーズをくみ取りながら、地域の中で発展してきたことを物語っている。 

ガス用途の拡大と共に、様々な需要家がガスを使用するようになるにつれ、都市ガスは

他のエネルギーとの激しい競争にもさらされるようになった。まず同じガス事業でいえば、

都市ガス事業者の供給区域内においても LP ガスの販売が可能なために、都市ガス事業と

LP ガス事業とは常に競合関係にある。加えて、家庭用の厨房や給湯及び暖房分野では電力

（あるいは特に家庭用暖房では石油）産業と競争関係にあるとともに、業務用や工業用の

需要分野においても石油・電力産業と競合している。こうした点が都市ガス事業者をして、

需要家のニーズに合った器具・製品開発を行うことで新たな需要を掘り起こそうとして

きた一つの源泉になってきた。 

 

3．ガス事業制度と課題  
 

都市ガス事業は、製造したガスを各需要家のガス消費場所まで導管を通じて供給する

ネットワーク型の大規模設備で営まれる。都市ガス事業者が供給する区域には、他のガス

事業の参入を認めない反面、発生する需要に対しては正当な理由がない限り供給を拒絶

できないという供給義務が課せられてきた。この地域独占の考え方は、電力と同様で

ある。しかし 照明用や動力用などの市場で文字通り競合財や代替財が存在しない電力と

異なり、都市ガスは前章で述べたように他エネルギーと競合する状況に置かれている。

都市ガスでは需要家は料金やその他の供給条件を比較して最適なエネルギーを選択する傾向

が大口需要家を中心として強く、電力のような形で公的規制を継続して需要家を保護する

意義が薄れているように思われる。 

そうした背景もあり、1995 年に 24 年ぶりにガス事業法が改正され、契約年間ガス供給 

量が 200 万立方メートル以上の大口需要家（例えば大規模商業施設）へのガス供給につい

て参入規制と料金規制が緩和された。その後、99 年の制度改正では自由化範囲が年間 100

万立方メートル以上の範囲まで拡大され、シティホテルなどの大口供給が自由化対象と
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なった。04 年の改正を経て、07 年現在では 10 万立方メートル以上への供給が自由化

されるに至っている。今後は 2016 年の全面自由化を予定している電力の小売りと歩調を

合わせて、家庭向けにおいても利用者が自由に購入先を選べる全面自由化へ移行するた

めの検討が予定されている。 

この自由化のプロセスの中で、経営規模の小さい事業者は厳しい競争環境に置かれる

ことになろう。そもそも都市ガス事業は大規模設備を用いて同質のガスを生産するこ

とから、需要家件数が多い大手事業者ほど、規模の経済性を生かしてより低い費用（円／

立方メートル）でガス供給を行うことができる。他方で、中小事業者は地方における

人口減もあり、需要家件数の大幅な伸びを期待することが難しくなっており、費用が

逓増局面にある。いかに安価で LNG 等の原料調達を行い、どうやって効率的に経年劣化

した導管の保守修繕などインフラ整備を行うかで、地方の中小都市ガス事業者のコスト

構造に大きく差が生まれることになる。こうした点を明確に見て取れるのが、ガス料金の

「内々価格差」と呼ばれる現象 である。図 1 によると、全国レベルではガス料金の最大と

最低で最大 3.70倍の格差があり、地域別では関東が最も大きな料金格差を示している。 

 

 

図 1 都市ガスの内々価格差 

 

 

 

事業者の間の料金にこれほどまでの格差があるのはどうしてなのだろうか。その

大きな理由の一つに、中小事業者の供給区域を繋ぐ供給導管の広域インフラが未整備で

あることが挙げられる。もしそのような広域導管インフラが整備されていれば、料金

の低い供給区域から料金の高い供給区域へとガスを流してやることで、料金の平準化

を図ることが可能になる。しかしガス導管の敷設は民間ベースで行われてきたことか

ら、そうした全国大の導管ネットワークを形成する誘因が都市ガス事業者には乏しく、

結果として需要密度の高い地域及び LNG 基地を中心としたインフラ整備が中心となっ
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てしまった。この点は、送電線によって 9 電力区域が物理的に繋がっている電力の世

界とは本質的に異なっており、わが国では都市ガス事業者同士を競争させる環境を整備

することは容易でない現状を見ることができる。 

 

4．今後のガス事業のあり方  
 

電力とガスとは、事業として異質なところが多いにもかかわらず、その事業規則は酷

似している。それが典型的に見られるのが、料金規則であろう。電力もガスも規制部

門については「総括原価方式」に基づいて料金が決められている。この料金方式では、

総原価（＝営業費＋事業報酬－控除項目）を算定し、総原価と料金収入が一致するように

料金単価が定められている。電気においては石炭や原油、LNG といった燃料費、ガスにつ

いては LNGや LPGという原料費が、輸入価格の変動に応じて毎月自動的に料金に反映され

る仕組みになっている。いわゆる燃料費調整制度・原料費調整制度がそれである。この制

度は、燃料・原料調達費の増減を確実に料金に反映させようというものであるが、他方で

事業者が安価な燃料・原料を調達する努力を促すような制度になっていないとの批判も存

在する。 

ガス料金に「総括原価方式」が用いられている理由は、都市ガス事業者が地域独占を保

障されている点に由来している。自由化部門における需要家は、複数の供給相手を都市ガ

ス事業者の中から選ぶことができるのに対して、規制部門（10 万立方メートル未満の

小口需要家）では供給区域における都市ガス事業者が唯一の供給主体（地域独占者）であ

ることから、当該事業者の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。そこで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との理由で「総括原価方式」が採用されている。

しかし前章で述べたように供給区域での地域独占を保障されている都市ガス事業者も、

LP ガス事業者や電力・石油事業者との競争にさらされており、需要家の選択肢も都市ガ

ス事業者のみに限られているわけではない。 

 

上で述べてきたガス事業における主な特徴は、（１）無視し得ない大きさの「内々価

格差」が存在すること、（２）規模の異なる企業が多数混在していること、の 2 点に

集約できると思われる。この 2 つの特徴は互いに密接にからまって現在の都市ガス事業を

形成している。今後のガス事業は、このうち（１）にある国内のガス料金の格差を解消

していく方向で制度設計が図られていくべきだろう。同じ公共サービスで地域独占を

保障されながら、住む場所によって価格が大きく異なることは、生活者の利便性と公

共性に必ずしもかなうとは思われないからである。 

「内々価格差」が存在するとは、都市ガス事業者の間にて競争原理が十分に働いていな

いことを意味する。この課題を解消するひとつの方法は、先にも述べたようにわが国

の全体最適にかなう広域ガス供給導管のインフラ網を拡充することである。地方に点

在する中小都市ガス事業者の供給区域を繋ぎ、相互融通を可能にすることによって、都市
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ガス事業者のガス供給に伴う費用は均一化に向けて収斂し、内々価格差は大きく縮小す

ることが期待される。もちろんその過程では、非効率的な経営を行っている都市ガス事業

者は淘汰・吸収されることになるが、規模の経済性を生かした都市ガス事業が営まれ

るようになるためには不可避な痛みであると言える。 

しかしこれまでの整備の経緯から見ても、広域ガス導管インフラ網の整備を民間事業

者が行って自ら競争的な事業環境を創り出す誘因はほぼ存在しない。競争を促進するこ

とが自らの事業環境を厳しくすることを思えば、当然とも言える。そこで広域インフ

ラ整備を行うとすれば、国家が前面に立って進める必要が出てくる。しかし現実問題 

として、とりわけ人口減少による国内市場の縮小と深刻な財政難にあって、限りある

国家資源をガス供給導管の更なる拡張に使うことは、政策における優先順位づけとし

て正しい判断かどうか、様々な意見があるだろう。もし広域インフラ網の形成が難し

いのであれば、導管ネットワークの拡充に頼らない形で、各都市ガス事業者の供給区域

毎でのガス市場の競争性を高める方向性を考える必要がある。具体的には、都市ガ

ス・簡易ガス・LP ガス事業の間にある垣根を低くして、異なるガス事業が相互の事

業に相乗りできるような形を作ることで、ガス事業全体の競争性を促すことが考えら

れよう。また、ガスは石油や電気との競合関係にもあることを本稿冒頭でもふれた。

これら同業種・異業種との競争を促進することは、エネルギー全体の効率化を促す意

味でも十分に政策的な意義がある。 

こうした供給区域ごとの競争を促すという考え方は、都市ガスや簡易ガス事業の

供給区域を撤廃し、地域独占を廃止することにも繋がることになる。いわゆる前述の小

売りの全面自由化である。こうした考え方は、一見すると過激かもしれないが、そもそも

ガス事業がエネルギー間競争の中にあり、消費者も様々な選択肢を既に確保できるこ

とを考えれば、現状に照らしてもそれほど不自然な考え方とは言えないだろう。しか

し、電力の小売り自由化は電力会社同士の競争活性化を企図しているのに対して、ガ

スの小売り自由化はガス会社同士の競争というよりも、ガスを超えたエネルギー事業

者間の競争を目指していると考えた方が良いと思われる。 

 

５．まとめ 

 

わが国では国産天然ガスの賦存地域（理論上、存在しているとされる資源）が偏って

おり、また需要密度も大都市圏に集中していることから、広域ガス供給導管インフラが

未整備のまま今日に至っている。逆にそうした点が幸いして、ガス事業者は需要家の目

線に立って機器・製品開発を行い、ガス需要の創出に地域に密着する形で取り組んできた

とも言える。この点はわが国のガス産業に特有の歴史的背景として特筆に値する。 

こうしたガス産業の背景を踏まえると、私たちが地域の観点でエネルギー問題を

考えるときに、ガスは一つの視点を与えてくれるように思われる。もちろん私たちの

生活に電気は不可欠であり、東日本大震災の前後でもこの状況に変わりはないであろう。

大震災の教訓とは、電気に補完的な形で選択できる他のエネルギー源を確保することの重
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要性であり、ガスは貴重な選択肢の一つになり得るものであることが分かる。とりわ

け私たちの家庭で使う給湯や冷暖房などの熱エネルギーの利用で見ると、ガスは電力

よりも効率的なエネルギーだ。なぜなら熱を取り出すことを電気で行おうとすると、

まず蒸気（熱）を生成してタービンを回し、そこから発生した電気を家庭に届けた後

に、屋内にてまた熱にするということになり、その過程でのエネルギーロスは無視し

得ない。しかし、ガスであればそうした遠回りのプロセスを省くことができる。効率

的に生み出された熱エネルギーを地域で融通できるようになれば、私たちの生活は地

域により密接したものになり、隣人と互いに協力しながらエネルギーを賢く消費する

豊かな知恵も出てくるようになると思われる。 

わが国においては、電気は送電網を通じて、北海道で発電した電気を鹿児島で消費する

ことが可能であるが、ガスについては北海道で製造したガスを（液化することなく）

そのまま鹿児島で消費することはできない。そこで地域に密着してエネルギーを消費す

るという観点では、ガスやそこから生み出される熱エネルギーがわが国ではもっとも

適したエネルギー源であると思われる。米国や欧州では配管を通じて熱エネルギーを効

率的に地域で消費するシステムがあるが、わが国ではそうした熱融通については比較

的これまで無頓着であった。家庭で生み出した廃熱や余ったお湯を、お隣に配管を使っ

てお裾分けすることができれば、地域のエネルギー効率は格段に向上することになるし、

近所付き合いでの潤滑油にもなりえる。いずれにしてもガス事業について理解を深める

ことは、私たちが日常生活の中でのエネルギーのあり方を振り返る良いきっかけにな

るであろう。 

 

（おおはし ひろし） 


