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電力の自由化i-1

●平成 12 年 3 月から大口需要家に対する電力小売が自由化。

●さらに、電気事業分科会における検討の結果、平成 16 年 4 月、平成 17 年 4

月と、自由化範囲が段階的に拡大。

〔小売の部分自由化〕
（1） 自由化範囲の拡大
　小売の部分自由化は、平成 12 年 3 月より、特別高圧（2 万Ｖ以上）で受電する使用規模が概ね 2,000
ｋＷ以上の大口需要家（大規模工場、大規模ビル等）を対象として始まった（沖縄電力の供給区域は、
6 万Ｖ以上で受電する使用規模が概ね 2 万ｋＷ以上の需要家が対象）。
　その後、平成 12 年 11 月より、電気事業制度の在り方について審議していた電気事業分科会は 15
年 2 月に答申を取り纏め、16 年 4 月から使用規模 500ｋＷ以上、17 年 4 月から 50ｋＷ以上の高圧
で受電する需要家まで自由化範囲を拡大した。（沖縄電力の供給地区では、16 年 4 月に特別高圧で
受電する使用規模 2,000kW 以上の需要家まで拡大。）
　また、平成 19 年 4 月から全面自由化の是非について電気事業分科会で検討が行われた。全面自
由化に関する検討の結果、全面自由化に伴い、相当程度の追加的費用が発生すると見込まれる一方、
効率化効果がどの程度実現しうるかは不確実であり、家庭部門の需要家にメリットがもたらされな
い可能性があることや、需要家の選択肢の確保状況等について、既自由化部門において十分とは評
価できないこと、実際に全面自由化を実施した欧米諸国について、電気料金が上昇しているなどが
指摘された。こうした検討を踏まえ、20 年 3 月に基本答申「今後の望ましい電気事業制度の在り方
について」が取りまとめられ、現時点においては更なる自由化範囲の拡大は望ましくないとの結論
が示された。ただし、制度改革の効果を定期的に検証し、一定期間（5 年後を目途）が経過した際
に改めて全面自由化の是非について検討を行うべきと提言されている。

（2） 自由化の概要
　自由化の対象となる需要家に対する電力の供給は、原則的に規制（参入規制、供給義務、料金規制）
を設けないこととし、その需給契約は当事者間の自由交渉による私契約が原則となった。自由化対象
となる需要家は、その地域を供給区域とする電力会社のほかに、新規参入者（特定規模電気事業者）
なども含め、複数の事業者の中から自由に選択できるようになった。なお、例外として、いずれの事

業者とも交渉が成立しない需要家については、その地域の電力会社が最終保障義務を以て対応（「最
終保障約款」として届け出た料金で契約）することとされている。
　新規参入者は、電力会社が管理・運営する送配電設備を通じて、需要家に電力を供給する。このため、
公正・公平かつ透明なルールの下で送配電設備が利用できるよう、電力会社は託送約款（接続供給約款）
を届け出し、そのうえで電力会社と送配電設備利用者との間に託送契約が締結されることになる。
　さらに、15 年 2 月の電気事業分科会答申は、送配電設備利用の公平性・透明性を向上させるため、
行為規制（送配電部門が託送業務を通じて知り得た情報の目的外利用の禁止、送配電部門と発電・販
売部門との内部相互補助の禁止、送配電部門の託送業務における特定の電気事業者に対する不当に
差別的な取り扱いの禁止）を導入するとともに、送配電設備利用の基本的ルールの策定や紛争処理を
主たる業務とする中立機関を設立することとしている。本答申に基づき、有限責任中間法人電力系統
利用協議会が 16 年 2 月に設立され、17 年 4 月から運用を開始した。
　また、同答申は、投資リスクの判断の一助となる指標価格の形成、需給ミスマッチの際の電力の販売・
調達手段の充実等、事業者のリスクマネジメント機能の強化に資する取引所取引を活性化させること
が求められていると整理している。このため、私設・任意の卸電力取引所として、15 年 11 月に有限
責任中間法人日本卸電力取引所が設立され、17 年 4 月から運用を開始した。
　自由化対象部門の赤字を、自由化対象とならない部門が補填するなどの悪影響を防ぐため、両部門
の部門別収支を確認する措置が講じられている。
　また、電力会社が自らの効率化により生み出した利益を、料金引き下げなどにより需要家へどの程
度還元し、内部留保など財務体質強化にどの程度充当するかについて、電力会社の自主的な経営判断
に委ねられることとなった。

（3） その他
　電気事業分科会で取りまとめられた第 4 次制度改革の基本答申（20 年 3 月）、詳細答申（20 年
7 月）の概要は以下のとおり。
　①発電・卸市場の競争環境整備

小売市場の活性化や効率的な安定供給に資する卸電力取引所の取引活性化に向けた改革
ア　先渡取引の活性化（新商品検証）

・電気の受け渡しを匿名のままスポット取引を通じて行い、売買代金の精算を取引所が仲介
する先渡商品群を平成 21 年早期に導入

イ　時間前市場の創設
・全国市場として創設する時間前市場は、事前に連係線の確定を行わないオークション方式

の市場（1 日 3 回、「4 時間前市場」）として設計

（次画面へ続く）
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ウ　取引ルールの改善
・スポット取引に係るインバランス求償ルールは現在の同時同量制度を前提に、売り手リス

クを低減し、買い手リスクが高まらないよう見直し
エ　取引量の増加目標

・常時バックアップの動向も見極めながら、例えば現行の取引量に常時バックアップの移行
に十分な量を追加した水準を将来的に目指し、一般電気事業者・発電事業者・PPS が各々
取引所を積極的に活用

オ　取引に係る市場監視の徹底
・電気事業分科会において、取引所取引の価格指標性や競争状態等につき、関係者からのデー

タ提供等の協力を得つつ、定期的に検証
　②同時同量・インバランス制度

ア　インバランス料金制度の見直し
・変動範囲内インバランス料金は、系統エリアの同時同量に要するコストを一定の仮定のも

とで抽出し、一般電気事業者と PPS で公平に負担（可変費は全電源平均、固定費は運転
予備力相当の発電容量対応費用を、一般電気事業者および PPS の想定インバランスで除
したものを用いて算出）

・変動範囲外インバランス料金は、①スポット価格水準、②モラルハザード防止、③参入阻
害防止の観点から検討し、変動範囲内料金の 3 倍と設定

・上記見直しにより、すべての PPS でインバランス料金負担は軽減
・PPS とのイコールフッティングを保つ観点から、一般電気事業者は、料金算定時の考え方

等に基づきインバランスに係る収支を計上
イ　裾切り制度の導入

・参入直後の PPS の事業リスク低減の観点から、新たなエリアに参入した 2 年間に限り、
PPS に変動範囲外インバランス料金を適用しない上限を設定（1,000kWh〔契約電力の
10％以下の部分に限る〕）

　③ 託送供給料金制度
ア　変更命令発動基準の見直し（ストック管理の導入）

・変更命令のトリガーとなる超過利潤累積額は、送配電部門固定資産の平均帳簿価額に報酬
率を乗じた額を上限

イ　超過利潤の使途明確化
・超過利潤の還元は、累積上限値を超えた額を強制還元対象額とし、上限以下は設備投資原

資として正当留保を許容。また、還元対象額のうち、想定原価と実績費用の乖離額の 1 ／
2 を効率化努力分とみなして還元対象外に

ウ　連系線・FC 投資インセンティブ等
・連系線・FC の投資インセンティブは、発電所投資に比べて収益性が劣後しないよう、通常

の事業報酬率の 1.5 倍と設定

　④安定供給の確保
ア　非常時も含めた安定供給の確保

・電力系統利用協議会（ESCJ）に、広域流通を通じた安定供給に関する２種類の調整プロ
セスを整備

イ　需要に見合った供給力の確保
・国は、供給計画及び PPS への報告徴収により把握する情報を基に、供給区域毎の需要電力

量・最大需要電力の実績・見通し、短期・長期の需給バランス、電源構成等を公表
　⑤環境適合

・CO2 フリー電気の取引は、商品の定型化は行わず、掲示板を活用した入札方式で実施
・火力電源＋京都メカニズムクレジットの電気等が実際に CO2 フリーであることにつきルー

ル化し、CO2 フリー電気を排出係数に適切に位置づけ、京都メカニズムクレジットの取引
も、掲示板を活用した相対取引で実施

電力の自由化（続き）i-1
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i-2 電気事業制度について　① 概　要

●発送一貫体制は堅持。送配電部門の公平性・透

明性は、「中立機関の設立」、「会計分離」、「情

報の目的外利用の禁止」、「差別的取扱いの禁止」
で担保。

●広域的な電力流通を促進するため「電力取引所」

を創設するとともに、振替供給制度を見直し。

●小売自由化範囲は平成 17 年 4 月に全ての高圧

のお客さまに拡大。

　今後の電気事業制度のあり方について、平成 13 年 11

月から総合資源エネルギー調査会電気事業分科会で議論

が行われ、平成 15 年 2 月に制度改革案が答申としてと

りまとめられた。答申では、安定供給を確保し得る発送

一貫体制を堅持しつつ、公平な競争を導入するというも

ので、日本型モデルの方向性が打ち出された。同年 6 月

には、その答申を踏まえ、改正電気事業法が成立した（全

面施行は平成 17 年 4 月）。
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ネットワーク部門の公平性・透
明性の向上（中立機関の設立、
会計分離、情報の目的外利用
の禁止、差別的取扱の禁止）

自由化分野（約6割）

電力取引所の設立

規制分野（約4割）

振替供給制度の見直し

家庭 スーパー
中小ビル

小規模工場
（町工場） 大工場 デパート、大病院、

オフィスビル等中小工場

高圧まで範囲拡大

地域の電力会社が供給 地域の電力会社の他、新規参入者等が供給
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i-3 電気事業制度について　② 

●送配電部門の公平性・透明性を確保するため「送配電等業務支援機関

　（中立機関）」を設立。

●中立機関には、一般電気事業者のほか、新規参入者なども参加。

●中立機関の業務に対して行政は事後規制。

　電力の安定供給の確保等の視点から今後も発送一貫体制は堅持されるが、電力会社

のネットワークに様々な発電事業者や小売事業者がアクセスすることになった。こう

したなかで、引き続き、電力の安定供給を確保していくためには、系統アクセス、設

備形成、系統運用、情報開示等について、一層の公平性・透明性を確保していく必要

がある。このため、平成 16 年 2 月、有限責任中間法人電力系統利用協議会 (ESCJ)

が設立され、同年 6 月に日本における唯一の「送配電等業務支援機関（いわゆる中立

機関）」として指定を受けた。同協議会は約 1 年の準備期間を経て、平成 17 年 4 月

に送配電等支援業務を本格的に開始した。

[ 中立機関の主な業務 ]

・ 流通設備形成、系統アクセス、系統運用、情報開示等に関する基本的ルールの策定

・ 系統利用者と電力会社の送配電部門との間の紛争処理

・ 送電線空容量等の系統情報公開システムの運用

・ 中央給電連絡機能（広域取引等にかかる連絡調整）　など

[ 中立機関の公平性・透明性の担保 ]

・ 中立機関は、一般電気事業者の他、特定規模電気事業者、系統に連系する卸電気事

業者・自家発設置者、学識経験者など多様な構成員で構成する。

・ これらの構成員のうちの特定グループに議決権が偏らないようにする。

・ 行政は、業務運営の意思決定に関する公平性・透明性をチェックするが、業務内容

そのものについては事前関与を行わない。

中立機関による基本的ルールの
策定・紛争処理
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i-4 電気事業制度について　③ 

● 情報の目的外利用の禁止。

● 内部相互補助の禁止（会計分離）。

● 差別的取扱いの禁止。

　電力会社の送配電部門の公平性・透明性を向上させるため、平成 15 年 6 月に成立

した改正電気事業法において、①情報の目的外利用の禁止、②内部相互補助の禁止（会

計分離）、③差別的取扱いの禁止の３点が担保された（行為規制）。また、あわせて行

政も事後チェック機能の整備を図る。

①情報の目的外利用の禁止

送配電部門が、託送業務において知り得た情報を、当該業務の本来の目的以外の目

的のために、自己若しくは自己の関係事業者又は他の事業者で利用し、又は提供し

ないことを、実際の被害の有無に関わらず法的に担保。

②内部相互補助の禁止

託送等の業務により送配電部門に生じた利益が、他の部門に使われていないことを

監視するため、送配電部門の託送等の業務に係る収支計算書等の作成及び公表を義

務付け。

③差別的取扱いの禁止

送配電部門の託送に係る業務において、特定の電気事業者（自社の発電・販売部門

を含む）に対して、不当に差別的な取扱いをしないことを担保。

④行政による事後監視・紛争処理機能の整備

上記規制を確実に担保し得るよう、高度な専門性を持って、中立・公正な事後監視・

紛争処理を行う仕組みを経済産業省内に整備・充実。

送配電部門の公平性・透明性
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i-5 電気事業制度について　④ 

●私設の任意の取引所として創設され、平成 17 年４月から電力取引開始。

●「スポット取引」、「先渡定型取引」、「先渡掲示板取引」の３種類の電気

の現物取引。

●平成 19 年度から 20 年度にかけて行われた第４次電気事業制度改革（電気

事業分科会基本答申・詳細制度答申）を受け、取引活性化特別委員会の設置

（平成 20 年７月）、グリーン電力の卸電力および京都メカニズムクレジット

試行取引の開始（平成 20 年 11 月）、先渡市場取引の開始（平成 21 年４月）、

時間前市場の創設（平成 21 年９月）等の対応を実施。

　日本卸電力取引所は、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告答申「今後の望まし

い電気事業制度の骨格について」（平成 15 年 2 月）の主旨に基づき、平成 15 年 11 月に設

立され、平成 17 年 4 月 1 日から電力取引を開始している。

　答申にもあるように、電気事業者の供給力確保の中心は、自社電源や長期相対契約による

電源の調達となるが、日本卸電力取引所はこれを補完する位置づけとなり、電力供給の担い

手が、自社の供給余力を販売したり、供給力や経済性を追究し電力を調達する「卸取引」の

場となる。

〔日本卸電力取引所の運営〕

　日本卸電力取引所は、現物のスポット取引並びに先渡し取引等の仲介を円滑かつ中立的に

運営することを共通の目的として、中間法人法に基づいて組織された有限責任中間法人であ

る。その後、中間法人法の廃止に伴い、平成 21 年 6 月より一般社団法人となった。

　基金の拠出者は、一般電気事業者 9 社、特定規模電気事業者 6 社、卸電気事業者 1 社、

その他（発電事業者）4 社の計 20 社。また、卸電力取引を行う「取引会員数」は、一般電

気事業者 9 社、特定規模電気事業者 27 社、卸電気事業者 2 社、その他 12 社の 50 社（平

成 22 年 9 月 13 日現在）。

〔日本卸電力取引所の主な組織〕

　日本卸電力取引所は、私設任意に設立された取引所だが、商品取引所法に基づいて運営さ

れる国内の商品取引所などを参考に、公平公正な取引を実現するため、社員総会および理事

会の下に以下のような委員会が設置されている。

　　＜常設委員会＞

・市場取引監視委員会：市場における取引の公正および公正な価格形成を図るために市場に

おける取引を監視

・紛争処理委員会　　：取引会員間に生じた紛争の仲介に関し必要な事項を定め、紛争の解決

にあたる

・運営委員会　　　　：取引所の運営、定款の改廃、ルールの執行および見直しなど運営に

関わる諸課題を検討

　　＜特別委員会＞

・市場取引検証特別委員会：一般電気事業者の取引所への投入量が、電気事業分科会におけ

る自主表明に基づく適切なものであるかを検証

・課題処理対応特別委員会：取引所の課題処理に必要な実務的対応を実施

・取引活性化特別委員会：取引所取引の活性化に係る諸課題を幅広い見地から検討するため

に、第 4 次電気事業制度改革の中で、日本卸電力取引所から制

度改革 WG に対して新委員会設置が報告されたことに基づき、

平成 20 年 7 月設置

〔日本卸電力取引所での取引の種類〕

　日本卸電力取引所は電気の需要と供給をマッチさせる場であり、平成 17 年 4 月の取引所

創設以来、電気の実物取引を行うために、定型化された商品の 2 つの取引（スポット取引お

よび先渡定型取引）ならびにそれ以外の自由な取引として先渡掲示板取引を実施してきた。

　なお、他の商品取引所で行われている金融的手法による取引は行われていない。また、い

ずれの取引市場も地域別市場ではなく、全国市場である。

卸電力取引所

（次画面へ続く）
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電気事業制度について　④ 卸電力取引所（続き）

　　＜平成 17 年 4 月の取引所取引開始当初からの取引＞

・スポット取引　：翌日受け渡しされる電気の取引

・先渡定型取引　：一定期間後に受け渡しされる電気の取引

・先渡掲示板取引：掲示板への自由な書き込みによる取引

　更に、第 4 次電気事業制度改革（電気事業分科会「今後の望ましい電気事業制度の在り方

について（基本答申）」（平成 21 年 3 月）および「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計

について（詳細制度答申）」（平成 21 年 7 月）を受け、以下の取引が開始された。

　　＜平成 20 年 11 月から開始された取引＞

・グリーン電力の卸電力試行取引：原子力、水力、風力、太陽光など発電時に CO2 を排

出しない発電設備から発電される電気の試行取引

・京都メカニズムクレジット試行取引

　　＜平成 21 年 4 月から開始された取引＞

・先渡市場取引：約定した電気の受け渡しを匿名のままスポット取引を通じて取引所が行

い、売買代金の精算も取引所が仲介する取引

　　＜平成 21 年 5 月から開始された取引＞

・グリーン電力の卸電力試行取引：グリーン電力の卸電力試行取引の一環。CO2 調整電

気（火力など CO2 を排出する電気 + 実排出した CO2 量を控除する量の京都メカニズム
クレジットを償却）の試行取引

　　＜平成 21 年 9 月から開始された取引＞

・時間前市場取引：前日計画策定後の不測の需給ミスマッチに対応するための市場取引

i-5
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i-6 日本の電気事業体制

●わが国の電気事業体制は、地域ごとの一貫供給会社（一般電気事業者）による

責任供給体制。

●平成 7 年の電気事業法改正により、入札制度の導入など発電部門への参入

拡大が図られた。

●平成 11 年の電気事業法改正では、小売りの部分自由化が導入されている。

（特定規模電気事業の創設）。

わが国の電気事業体制は、一般のお客さまに電気を販売することを目的とする一般電

気事業者が、電気の生産から販売に至るまでの発電・送配電・販売部門を一貫して担

い自社のサービス区域のお客さまに電気をお届けする責任供給体制となっている。

一般電気事業者は、昭和 26 年 5 月の電力再編成によって誕生した 9 電力会社と沖縄

復帰に伴い昭和 47 年 5 月に発足した沖縄電力の 10 社からなっており、各社、株式

会社組織の民間会社である。

平成 7 年の電気事業法改正で、一般電気事業者に電気を卸供給する卸電気事業の規制

を課す範囲が一定規模以上（発電設備の出力合計が 200 万 kW 超）に限定され、許

可を受けない非電気事業者でも入札制度を通じて、自由に発電事業に参入できるよう

になった。これにより、卸電気事業者は、電源開発（株）、日本原子力発電（株）の

2 社となったが、既に卸電気事業に係わる許可を受けている公営水力、共同火力も引

きつづき卸電気事業者とみなされる。そして、卸電気事業者以外の卸供給を営む者は

卸供給事業者とされ、いわゆる独立発電事業者（IPP）がこれにあたる。また、特定

の地点のお客さまに電気を供給する特定電気事業に係わる制度が創設された。

●日本の電気事業体制（平成17年4月～）

卸電気事業者 IPP

（卸託送）

区域外の
卸電気事業者・IPP 特定電気事業者

お客さま＜非自由化対象＞

高圧のお客さま
＜自由化対象＞

一般電気事業者

電力会社の
送電線を利用（託送）

特定規模電気事業者
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i-7 日本の電気事業者の種類
●一般電気事業者

 一般（不特定多数）の需要に応じて電気を供給する者。現在は、北海道電力（株）、東北

電力（株）、東京電力（株）、中部電力（株）、北陸電力（株）、関西電力（株）、中国電力（株）、

四国電力（株）、九州電力（株）、沖縄電力（株）の 10 電力会社が該当する。一般への電

気供給は、一般電気事業者以外が行うことはできないこととなっている。

●卸電気事業者

 一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200 万ｋＷ超の設備を有する者。（電源開

発（株）、日本原子力発電（株）、200 万ｋＷ以下であるものの特例で認められている「み

なし卸電気事業者」として公営、共同火力がある。）

●卸供給事業者

 一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者以外の者で、一般電気事業者と 10 年

以上にわたり 1,000ｋＷ超の供給契約、もしくは、5 年以上にわたり 10 万ｋＷ超の供

給契約を交わしている者（いわゆる独立発電事業者（IPP））。

●特定規模電気事業者

 契約電力が 50ｋＷ以上の需要家に対して、一般電気事業者が有する電線路を通じて

電力供給を行う事業者（いわゆる小売自由化部門への新規参入者（PPS））。

●特定電気事業者

 限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて、電力供給を行う事業者（六

本木エネルギーサービス（株）、諏訪エネルギーサービス（株）等）。

●特定供給

 供給者・需要者間の関係で、需要家保護の必要性の低い密接な関係（生産工程、資本

関係、人的関係）を有する者の間での電力供給（本社工場と子会社工場間での電力供給

等）。
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i-8 料金規制の概要

○供給約款

　経済産業大臣の認可による設定。ただし、経営自主性

の拡大を図る観点から、平成 11 年の電気事業法改正

により、料金引下げや、その他の電気の使用者の利益

を阻害する恐れがないと見込まれる場合には、届出に

よる変更が可能になった。

○選択約款

　電力の負荷平準化など「設備の効率的使用」を進める

ため、平成 7 年の電気事業法改正で導入されたもので

あり、経済産業大臣への届出により設定。また、平成

11 年の電気事業法改正により、設定要件が営業費の削

減など「経営の効率化に資するもの全般」に拡大された。

○最終保障約款

　供給区域内の自由化対象需要に応じるために、平成 11

年の電気事業法改正により設定された。ただし、この

約款の趣旨に鑑み、当該電力または他者から供給を受

けている場合等には、この約款は適用されない。

自由化対象需要 規制なし

特定規模
電気事業者

供給約款 選択約款 最終保障約款

・届出

・原則認可
・引下げ時等は
　届出

・届出

電　力　会　社

非自由化対象需要

※自由化対象お客さまに対する電力からの供給は、「原則交渉料金」（非規制）となり、例外的に「最終保障約款」
（届出）　が適用される。

●料金規制の概要

原則交渉料金



i-9 特定供給・特定電気事業

○特定供給制度とは「生産工程、資本関係、人的関係等」において、密接な関係を有

する電気の使用者に電気を供給する制度（許可制）。

　ただし、供給の相手が自由化対象の場合は、特定規模電気事業（届出制）で供給す

ることも可能。

電力会社

供給者

特定電気
事業者

特定地域

お客さま

お客さま

非自由化対象お客さま

自由化対象お客さま
特定規模電気事業として供給することも可能。

事故時等の
バックアップ

○特定電気事業とは特定の地点内で電気の小売を行う制度（許可制、供給義務あり）。

供給地点内に特定規模需要に該当する需要がある場合でも、全て特定電気事業の需

要とする。

電力会社

供給者

特定電気
事業者

特定地域

お客さま

お客さま

非自由化対象お客さま

自由化対象お客さま
特定規模電気事業として供給することも可能。

事故時等の
バックアップ

特定電気事業特定供給制度
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自己託送サービスi-10

●自家発電をお持ちのお客さまのための送電線利用サービス。

●自家発電の有効活用の一層の拡充が図られる。

自己託送とは、自家発電をお持ちのお客さまが発電された電気を別の地点にある工場

などで自ら消費するために電力会社の送電線を利用するもの。

電力会社では平成 9 年 4 月から自己託送サービスを開始している。

自家発電をお持ちの
お客さま（A工場）

同じ会社のB工場

電力会社の
送電線

●自己託送のイメージ

受　電 供　給
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