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昭和 25 年の電気事業再編政令により電気事業の国家管理が廃止され，民有民営の電力会社が発電，

送電から配電までを責任を持って一貫して行う電力供給体制となったが，約 60 年ぶりの抜本改革が

去る 4 月に閣議決定された。本改革は，社会経済活動へ直接かつ極めて甚大な影響を与える電力供

給に関わる改革である。電気という商品を生産し，安定して消費者へ届けるためには，その物理的

性質を踏まえた技術的なシステムとビジネスとして成立するための経済的なシステムが両立するこ

とが必要である。本稿では，わが国で進められる改革を理解するために，電気という商品の特殊性

と，この特殊商品を消費者に届けるための電力システムについて欧州の状況を踏まえて解説を行う。 

 

１． はじめに 

普段何気なく使用している電気は，長い歴史を経て，

便利な商品となり，現在では，社会にとって一瞬たり

とも欠かすことができないものとなっている。電気と

いう商品を扱うのが電力ビジネスであり，英国から始

まった電力システム改革の流れを受け，わが国でも

1995 年（平成 7 年）に 31 年ぶりに電気事業法の改正

が行われ，また，今回，抜本的な改革が行われようと

している。電力システム改革→競争促進→料金低下→

消費者の利益との流れが期待されるが，電気は現代社

会を支える重要でかけがえのない商品であるため，価

格以外にも，その供給安定性は消費者（家庭，工場な

ど）にとって非常に重要な関心事項でもある。 

電気の場合，一般商品とは異なった商品生産配送シ

ステム（いわゆる，電力システム）が形成されている

が，電気という商品特性を踏まえてこれについての解

説を行う。あわせて，この電力配送システムに対応し

て電力ビジネスがどのような形態となっているのかを

改革が先行している欧州を例に解説を行う。 

 

２． 電気の特性 

（１） 電気は貯蔵できない 

電気は，その物理的性質から電気のままでは貯蔵が

困難という他商品と大きく異なった特性がある。この

ため消費と比べて発電が多い場合は周波数が上昇し，

逆に消費と比べて発電が少ない場合は周波数が低下す

る。周波数が基準範囲を外れると停電してしまうので，

これを防止するために系統運用者が常に電力系統を監

視・運用を行っている。これは他の商品にない電気特

有の機能である。一般商品の場合，工場で生産された

商品はトラックなどで最終的には店舗まで運ばれ消費

者へ届けられることになるが，電気の場合，工場（発

電所）から店舗（電気供給地点）までトラックが隙間

なくつながり，スピードを緩めることなく順調に走っ

ている状態である。一般商品だと生産が多かったり，

消費が少なかったりすると，道路は渋滞状態となる。

一方で，生産が少なかったり，消費が多かったりする

と，トラック間隔は広がり道路はガラガラ状態となる。

電気の世界では渋滞やガラガラ状態になることはなく，

それぞれ周波数が上昇したり，低下したりすることに

なる（図表1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州の電力システム 

図表 1 電気配送イメージ 
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道路上に隙間なくトラックが連なっているにも関

わらず，順調に走れるように，消費に合わせて発電を

上手にコントロールし，更に，道路ががけ崩れなどで

通行止めになっても他の道路を使用してトラックの流

れを順調に保つことが系統運用には求められる。 

実際の電気消費は図表2のとおりである。消費は一

定となることはなく常に変動しており，様々な性能を

もった発電を組み合わせて，いつでも消費に発電が一

致するように系統運用は行われている。 

 

（２） 電気が消費者へ届けられるまで 

大きく以下の4つの機能が一体となって，電気は消

費者へ届けられる（図表3）。 

① 発電 

 電気という商品の生産を行っている機能である。

各種エネルギーが装置により電気に変換されるが，

使用されるエネルギーの種類によって発電方法が

分類されている。水の位置エネルギーを利用する水

力発電，石炭などを燃やした熱エネルギーを利用す

る火力発電，原子核分裂による熱エネルギーを利用

する原子力発電が主な発電方法である。その他，光

や地熱などを用いる方法もある。主に経済性，量，

エネルギー安全保障，地球環境の観点から発電方法

は選定される（その他に消費変動に対する対応など

の性能面の観点もある）。なお，火力発電において

は大量の発電燃料が必要なので，燃料資源の確保や

燃料の輸送が脆弱な地域や国においては，この燃料

確保のための機能も電気を生産するために重要な

機能とみなせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 送電・変電・配電 

 発電所で作った電気を送電線や配電線を使って届け 

る機能である。長距離送電に必要な高電圧を利用に適

した電圧に下げるための変電も電気を届けるために必

要な機能である。 

③ 小売（含，卸売） 

 一般商品の場合は商品を消費者へ届けるためには店

舗などがあるが，電気の場合は消費地点まで電線を接

続して電気は届けられる。このために必要な消費者と

の契約や届けた後の料金の支払い請求などを行うこと

が，小売という機能である（ちなみに，卸売の場合は

再販先が消費者となる）。 

④ 系統運用 

 発電と消費を常にバランスさせるための機能と発電

した電気を消費者へ届けるために送変配電設備を運用

するための機能である。常時のみならず設備故障時に

も安定して電気を届けるためには全ての設備を一括し

て運用する必要がある。これらは，電気の特性に起因

した電力システム特有の機能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 3 電気を消費者へ届けるための機能 

 

 
図表 2 実際の電気消費カーブ 
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（３） 電気の生産・配送のためには他商品と比

較して，長い時間が必要である 

消費に発電を一致させていく系統運用の役割が将

来にわたっても果たすことができるように，将来の消

費をあらかじめ予想してこれに合わせた必要な設備を

計画的に建設し，必要な発電燃料を経済的に確保して

系統運用にバトンタッチできる仕組みがないと，安価

な電気を間断なく供給することができなくなってしま

う。電気供給のための設備建設には用地の取得も考慮

すると十年以上の期間が必要であるし，新興国の経済

成長に伴い，燃料の確保も十年先を見越した対応が近

年必要となってきている。電力システムの構築には，

設備建設や燃料確保のことも念頭にいれておくことが

重要である。 

 

３． 電力システム改革のポイント 

電気を届けるために送配電線を重複して建設する

ことは不経済となるなど，電力システムにおいては同

じ設備を多くの消費者が共用した方が，経済性が増す

（規模の経済性）と考えられていたため，国営または

政府の規制を受けた民間事業者が，発電，送変配電の

機能を統合して電気の小売を行う垂直統合体制が電力

ビジネスの基本形態であった。 

規模の経済性があまり存在していない小売に加え，

発電分野では，電気の市場規模が個々の発電プラント

の規模と比べて大きくなり規模の経済性が低下したこ

となどにより，競争が可能な発電や小売と，規制が必

要な送変配電と系統運用（以降，この2つの機能を合

わせてネットワークと呼ぶ。）との分離が進められるよ

うになった（図表4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり，電力システム改革の大きなポイントの 1 つ

は，発電・小売機能とネットワーク機能との分離とな

る。ネットワークから分離した発電と小売は自由競争

となるわけで，発電自由化，小売自由化もネットワー

ク機能の分離と同時に改革が進められることになる。 

 

４． 欧州の電力システム改革の流れ 

（１） 英国 

EU 諸国の中で最も早く電力システム改革を進めた

のは英国である。英国では，1947 年および 1957 年の

電気法によって，発送配電および小売を垂直統合した

体制で国営により電気事業が営まれていたが，1960～

1970 年代の英国病の克服のために 1979 年の選挙で政

権についたサッチャー内閣の政策の1つとして，国有

企業の民営化が押し進められた。電力システムの持つ

性格上，その民営化およびそれに伴う体制作りが難航

し，民営化政策の最終段階の 1990 年に電気事業の再

編・民営化が行われた。 
前述した電力システムの4つの機能のうち，規模の

経済性があるネットワークと，競争による経済性が期

待できる発電や小売を分けるために，また，もともと

国営だった電気事業を民営化するために発電とネット

ワークと小売を分離する形態がとられた。 
ちなみに，国営企業の削減を目的として電力システ

ム改革が始まったわけだが，20年以上たった現在でも

改革は進行中である（詳細は，後述）。 
 

（２） ＥＵ（欧州連合）指令 

EU では EU市場統合の一環として EU 電力市場自

由化構想が1987年に提唱され，1996年から2009年に

わたって電力自由化のための3回の EU電力指令（電

力統合市場のための共通ルール）が出された。域内単

一市場構想を実現するために改革が進められている点

で，他国が取り組んでいる国および州レベルの電力シ

ステム改革と大きく異なっているのがEUの特徴であ

る。 

既に改革を行った英国以外の各国はEU指令に基づ

き，電力自由化を進めていくこととなった。最初の電

力指令は1996年に制定され，大口消費者への小売自由

化と垂直統合企業における発電とネットワーク部門の

会計分離を義務付けた。その後，2003年には全ての消

費者への小売自由化とネットワーク部門の法的分離を，

2009 年にはネットワークの所有権または機能分離が

義務付けられた（図表5）。 

 
図表 4 垂直統合体制とネットワーク分離 

 

[分離類型]・会計分離（会計分離し内部補助を禁止） 

・機能分離（ﾈｯﾄﾜｰｸ部門の運用を分離） 

・法的分離（ﾈｯﾄﾜｰｸ部門を分社化） 

・所有権分離（資本関係を含めてﾈｯﾄﾜｰｸ部門別会社化） 
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段階を追って施行された EU 指令により，EU 諸国

の小売の全面自由化は実現した。更に，発電・小売事

業からネットワーク部門の完全独立を行うために EU
委員会は所有権分離を各国へ要請したが，フランス・

ドイツ等8カ国の反対を受け，所有権分離や発電・小

売会社による送電会社の資産保有を可能とする機能分

離も認められ，ネットワーク分離が進められた。現在

では各国ともEU電力指令に基づく電力システム改革

は終了している（図表6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 欧州主要国の電力システム 

（１） 英国の電力システム体制 

① 基本的な体制（図表7） 

以前，イングランド・ウェールズでは国営の中央発

電局が発電と送電を行い，12の地域配電局が配電と小

売を行ってきた。スコットランドでは垂直統合された

南スコットランド水力電気局，北スコットランド水力

電気局が発電から小売までを行っていた。 

1990年の民営化により，イングランド・ウェールズ

では，中央発電局は火力発電会社2社と原子力発電会

社1社，そして送電会社1社に分割された。地域配電

局も民営化され，配電部門と小売部門が区分されて小

売部門に競争が導入された。スコットランドでは，垂

直統合体制のまま民営化された。 

民営化後も英国政府が所有していた拒否権付きの

特別株の効力が消滅してから，電気事業の再編は活発

化していった。発電会社にとって電気の販売先が決ま

っていないと燃料確保が困難，小売会社にとって電気

の購入先が決まっていないと消費者への販売価格も決

定できないなどの経営リスク回避のため，発電と小売

会社の統合が進み，現在，発電と小売分野は6大電力

グループによる寡占状態となっている。また，送電以

外は，ほとんどが外国企業に買収され，現在に至って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新たに追加された仕組み（図表8） 

電力システムの基本体制は，発電，送変配電，小売

と系統運用であるが，発電と小売部門への競争導入に

伴い，卸電力取引市場が新たに設けられた。発電会社

と小売会社は，相対での取引に加え，卸電力取引市場

を通じて取引を行うことが可能となった。 
また，電気の特性で記載したように電気は消費に発

電を一致させる必要がある。そのために，一般商品に

ない次の 2 つの仕組みが設けられた。1 つは系統運用

者が最終的に消費と発電を一致させることを行う需給

調整である。もう1つが，契約値と実績値との差を精

算する仕組みである。 
発電会社と小売会社は実際に電気の消費が行われ

る1時間前（ゲートクローズ）まで，相対もしくは卸 

図表 6 EU 諸国のネットワーク部門分離状況 

図表 5 EU 電力指令 

 

 

図表 7 英国（イングランド・ウェールズ）の 

電力システム体制 

 

注：6大電力グループ：SSE(英)，Centrica(英)，RWE npower(独), 

E.ON UK(独)，Iberdrola(西)，EDF Energy(仏) 

出所：各種資料より筆者作成 

出所：海外電力2012年1月号 

第1次電力指令（1996年）
小売：部分自由化
ネットワーク部門：会計分離

第2次電力指令（2003年）
小売：全面自由化
ネットワーク部門：法的分離

第3次電力指令（2009年）
ネットワーク部門：所有権/機能分離
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電力市場を通じた取引を行う。ゲートクローズと同時

に契約量は全て系統運用者へ通知され，通知値と系統

運用者独自の予測値を参考に系統運用者は需給調整市

場を用いて実際の消費に発電を一致させる取引とリア

ルタイムの調整を行う（需給調整）。 
ところで，契約値と実績値とのかい離が大きいと，

この調整のための費用（需給調整費用）がかさんだり，

かい離値が大きすぎると発電と消費を一致させること

ができなくなり停電する恐れが大きくなったりするの

で，発電や小売会社にも発電や消費を契約値に一致さ

せようとするインセンティブを与える仕組みとして，

インバランス決済という制度が導入された。この制度

は契約値と実績値をかい離させた会社へ対して，不一

致量に応じて事後的にペナルティ精算を行う仕組みで

ある。 
 従前の発電から小売までを行っていた垂直統合体制

のもとでは，発電と消費を一致させる費用は明確に区

分されていなかったが，発電と小売および系統運用が

分離されたことにより，発電と消費を一致させるため

のビジネスの仕組みが新たに必要となったのである。

英国では，発電や小売会社に契約した値を遵守させる

ための仕組みが採用されたが，電力供給地域ごとに発

電と消費を一致させることにより，電力系統全体の不

一致量を低減させる仕組みを採用した国もある。 
需給調整費用とインバランス決済精算のイメージ

を実際の消費カーブを用いて図表9に示す。電気の取

引契約は30分間の積算値で行われる。したがって，契

約値と30分平均値（実績）との差がインバランス決済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
による精算の対象となる。これとは別に，消費と発電

を一致させるために系統運用者は発電会社や小売会社

と需給調整を行う。需給調整協力への対価は需給調整

費用として支払われる。なお，この費用は，発電と小

売会社から系統運用料として電気の売買量に応じて徴

収されたものから充当される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 消費者対応 

ネットワーク部門の中で消費者へ直接電気を届け

ているのが配電で，消費者と直接かかわりがあるとい

うことで，配電は小売と同じ会社であることが多かっ

たが，競争環境の徹底化のために配電と小売の分離も

実施された。配電会社は設備工事や設備廃止および停

電故障の受付などの電気の供給に関わる業務を行い，

小売会社は契約，検針，料金請求などを受付すること

となった。 
従前，消費者は同じ会社に故障や電気料金などの問

い合わせをしていたが，電力システム改革後は，消費 

図表 9 発電と消費を一致させる仕組み 

  

図表 8 電気と消費を一致させる仕組み（電気の受け渡しが 10 時の場合） 

出所：海外電力調査会資料を参考に筆者作成 

 

①系統運用者がゲートクローズ後の消費と発電の計画を集約
②系統運用者は，需給・潮流・電圧調整などを行う。
以上は，相対契約および需給調整市場を活用(系統運用料金で回収)
（系統運用料金＝補給用電力購入費用＋ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ調達費用－余剰電力売
却益，ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ：無効電力，周波数応答，予備力など）

9時 10時 10時30分

契約締め
（ゲートクローズ）

・相対契約
・先物取引
・スポット取引

電気の受渡し

２．需給調整市場

発電・消費
実績値

③ゲートクローズ前の契約値（±需給調整市場落札量）と，実績値との差（ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ）を計量
④インバランスは，契約価格に比べて不利となる実勢価格で発電・小売会社ごとに年間精算

精算差額は決済余剰金として取引量に応じて各社へ還元
（※検針値から30分値確定のために長期間を要すため，決済には14か月必要）

３．インバランス決済発電・消費
契約(計画)値

英国での電力取引単位は，30分
１．事前取引

①系統運用者がゲートクローズ後の消費と発電の計画を集約
②系統運用者は，需給・潮流・電圧調整などを行う。
以上は，相対契約および需給調整市場を活用(系統運用料金で回収)
（系統運用料金＝補給用電力購入費用＋ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ調達費用－余剰電力売
却益，ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ：無効電力，周波数応答，予備力など）

9時 10時 10時30分

契約締め
（ゲートクローズ）

・相対契約
・先物取引
・スポット取引

電気の受渡し

２．需給調整市場

発電・消費
実績値

③ゲートクローズ前の契約値（±需給調整市場落札量）と，実績値との差（ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ）を計量
④インバランスは，契約価格に比べて不利となる実勢価格で発電・小売会社ごとに年間精算

精算差額は決済余剰金として取引量に応じて各社へ還元
（※検針値から30分値確定のために長期間を要すため，決済には14か月必要）

３．インバランス決済発電・消費
契約(計画)値

英国での電力取引単位は，30分
１．事前取引
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者は別々の会社へ問い合わせしなければならなくなっ

た。この点で改革当初は消費者サービスの低下が指摘

されたが，現在，大手会社の場合は，配電会社と小売

会社間で連携した対応がとられるようになり，サービ

スの改善が図られている（図表10）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また，消費者からの小売会社変更手続きが迅速にで 
きるようにするために，消費者との電気接続やメータ

関係の設備に関する情報データベースへ全国どこから

でも関係者がアクセスできるオンラインサービスシス

テムも整備されている（図表11）。 
④ サービス対価の流れ 

発電会社によって発電された電気は，送電および配

電会社の設備を通って消費者へ届けられる。契約上は，

小売会社が発電会社から購入した電気を消費者へ販売

したことになる。販売によって消費者から受け取った

電気料金は，図表12に示す流れで関係する会社等へ支

払いが行われる。 
消費者が支払う料金には，日本と同様に設備の建設

や使用に関する料金，電気使用料，系統運用に関わる

料金，再生可能エネルギー賦課金他が含まれている。

送電・配電の設備に関する料金は，小売会社や系統運

用者を通じて支払われ，電気使用料は，電力購入費と

して発電会社へ支払われる。また，発電と消費を一致

させるためなどの系統運用に要した費用は小売会社を 
通じて系統運用者へ，その他の費用も小売会社を通じ

て関係個所へ支払われる流れとなっている。 
⑤ 検針サービス等の自由化（図表13） 

英国では徹底した競争の導入方針に基づき，検針な

どのメータに関する業務全般を意味するメータリング

業務にも競争が導入され自由化されている。ライセン

スがあれば，どの会社でもメータリング業務への参入

が可能となっている。なお，メータリング業務を提供

する会社が存在しない場合には，そのエリアへ電気を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10 消費者の問い合わせ先 

  

消費者からの問合せ

【配電会社】
・新設，廃止等の

工事受付
・停電時の故障受付

【小売会社】
・契約受付
・料金請求
・検針

配電会社
コールセンター

小売会社
コールセンター

【請求書の例】

・停電のお問合せは●●－××（配電会社）まで

・請求のお問合せは▲▲－■■（小売会社）まで

大手会社の
場合は
シームレス
に連携

図表 11 電力中央オンライン照合サービス 

計量地点登録番号

・契約中の小売会社

・小売会社の契約履歴

・メータの保守管理会社の履歴

・メータのタイプ，取替え履歴

・計量地点住所，配電系統位置 等

電力中央オンライン
照合サービス

小売会社

配電会社

メータ保守管理会社

メータ所有会社

検針会社

データ処理会社

識別番号

 
出所：各種資料より筆者作成 

 

送電線接続料

小売料金

送電線使用料・系統運用料
高配電ｺｽﾄ地域支援費用

送電線接続料・配電線使用料

卸電力購入費

送電線接続料
・使用料
系統運用料

送電線接続
・使用料

(相対)

高配電ｺｽﾄ
地域支援費用

電気の流れ

お金の流れ

発電（114社）

送電（3社）

配電（20社）
ﾒｰﾀﾘﾝｸﾞ(注)

消費者

小売
（100社）

系統運用（1社）

卸電力市場

ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ決済

需給調整市場

・再ｴﾈ固定買取
・再ｴﾈ証書買取

・契約

・検針(注)

・請求(注)

再ｴﾈ事業者
・基金

（2012.10現在）

需給調整費用

需給調整費用

図表 12 電気とサービス対価の流れ 

注：ライセンスがあれば別会社へ委託可能      出所：海外電力調査会奈良上席研究員の協力を得て筆者作成 
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供給している配電会社が最終保障者として，その業務

を行うこととなっている。ドイツやフランスではメー

タリング業務は各エリアの配電会社が独占的に担って

いるが，本業務への競争導入は英国の電力システム改

革の特徴ともいえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） フランスの電力システム体制（図表14） 

電力システム改革前は，国営のフランス電力公社

（EDF）が発電から小売までほぼ独占的に1社で電力

供給していた。第 1 次 EU 電力指令を受け 2000 年に

最低限の電力システム改革が開始された（小売の部分

自由化，発電部門の許可制導入，ネットワーク部門の

会計・機能分離）。その後，第2次電力指令に基づき，

2004年に EDF は株式会社化され，2005年には送電部

門が子会社された。更に2007年には小売の全面自由化

が開始されている。 

フランスでは，電気事業を国家エネルギー政策・社

会政策に基づく公共サービスとして位置付けているの

で，EDF の資本の 70％以上を政府が保有することが

法で定められている。政府の強力なサポートの下，

EDF は価格競争力のある原子力発電を主力とし，発電

市場の約9割を占めている。 

小売市場においては，2007年の全面小売自由化によ

りすべての消費者は電気の購入先を自由に選択できる

ようになったが，EDF などの従来の小売会社から購入

先を変更した場合，市場での電力価格を反映した市場

料金が適用される一方で，EDF からの購入を継続する

場合には，電力生産コストベースで国が設定する規制

料金が適用される。EDF はコストの安い原子力発電を

ベースにしているため，市場料金より規制料金が安価

なため，EDF から購入先を変更した消費者はわずかで

あり，小売の約8割は EDF が占めている。 

ネットワーク部門のうち送電・系統運用は EDF の

子会社 1 社が担っており，配電市場は EDF 子会社が

約95％独占し，残りは約170に上る地方自治体関連の

配電会社が運営している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） ドイツの電力システム体制（図表15） 

1998年までは垂直統合型の民間企業8社が国内の大

部分を電力供給していた。第1次 EU電力指令により

電力市場の規制が撤廃され，発電および小売市場の競

争激化により合併の動きが強まり，現在は大手4社に

よる寡占状態となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：4大電力グループ：独 E.ON，独RWE，ｽｳｪｰﾃﾞﾝ Vattenfall, 
独 EnBW（前 EDF子会社) 

出所：各種資料より筆者作成 

 

図表 15 ドイツの電力システム体制 

図表 13 メータリング・小売業務の実施者 
 

メータリング・小売 

・配電業務 

英国 

(下線は 

最終保障者) 

ドイツ フランス 

メータ本体の所有 
配電/小売 

/独立系 
配電 配電(注) 

メータの設置・ 

保守・管理 

配電/小売 

/独立系 
配電 配電 メータ 

リング 
検針 

（データ処理を 

含む） 

配電/小売 

/独立系 
配電 配電 

契約 小売 小売 小売 

請求 小売 小売 小売 

故障対応 配電 配電 配電 
 
注：検針メータは地方自治体が所有しており，配電会社は 

ライセンスを受けて使用 
出所：各種資料より筆者作 

 

図表 14 フランスの電力システム体制 

出所：各種資料より筆者作成 
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６． 欧州が直面している課題 

（１） 電気料金の上昇（図表16） 

電力システム改革→競争促進→料金低下→消費者

の利益との流れが期待されたわけだが，1990年代後半

に欧州で電力システム改革が開始され，一時的に電気

料金は低下した。しかし，2003年以降の燃料価格高騰

や環境コストの転嫁，再生可能エネルギー買取費用の

負担により英国およびドイツでは電気料金は 1997 年

の約1.6倍に上昇した（図表16）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは，英国では，発電自由化に伴って，北海ガス

田からの安価なガスを燃料にしたガス火力発電の比率

が増加していったため，燃料価格の高騰の影響を受け

やすい発電構成になった一方，フランスでは国の政策

として原子力主体の電源構成を進めていった結果，燃

料価格高騰の影響を受けにくい発電構成となったため

である（図表17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 供給予備率の低下 

更に，英国では発電部門の競争激化により，供給予

備力の低下が問題となっている。停電させないために

は，一瞬たりとも消費に対して発電を不足させる事態

は回避しなければならない。そのため，発電所の故障

に備えたバックアップ用の発電設備をあらかじめ確保

しておく必要がある。このような予備として確保され

た発電設備を供給予備力という。供給予備力はバック

アップ用の設備なので通常は，あまり発電をおこなっ

ていない。つまり，電気を売っていないため収入が少

ない設備である。発電自由化を進めてきた国や地域で

は，発電部門の競争激化により収入を生まない発電設

備の削減が進んでおり，将来，適正な供給予備力が不

足するという課題を抱えている（図表18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 17 発電構成の推移 

出所：IEA｢Energy Balances of OECD Countries｣ 

 （ａ）英国 （ｂ）フランス

図表 18 英国の供給予備率の推移 

 
出所：英国電力・ガス規制機関「Electricity Capacity  

Assessment」 

図表 16 一般家庭用電気料金の推移 

 

出所：日本エネルギー経済研究所， 

IEA「Energy Prices and Taxes」，Bloomberg 
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（３） 地球環境問題への対応 

一方で，低炭素化社会へ向けて風力発電などの再生

可能エネルギー（以下，再生エネ）導入も進める必要

があり，日本より前にドイツでは再生エネによる発電

電力を電力会社が一定の価格で買い取る義務が法制化

された。買い取りに要するコストは，賦課金として電

気料金に上乗せされ，近年その負担額が問題になって

いる（図表19）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同時に，賦課金を通じて補助を受けた大量の再生エ

ネによる発電が電力取引市場に流れ込み，既設の大型

発電所（ガス火力発電）が余剰となり，結果として利

用率が低下し採算性が悪化し，これらの発電所が閉鎖

に追い込まれる状況になっている（図表20）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス火力は消費変動に合わせて発電調整が容易な

発電所でもあったが，閉鎖により発電調整力の不足が

顕在化している。欧州では政策的に再生エネの導入が

進められているが，再生エネは発電量が不安定なため

増加に伴い，発電調整力が更に必要となっている状況

にある。こういった状況にも関わらず，逆の事態とな

っている。再生エネ賦課金負担に加え更に発電調整力

確保のためのコストが必要となっている状況である。

なお，これらのコストは電力システム改革とは無関係

であり，政策的に決定される。規制緩和の流れの中で

電力システム改革が進められてきたが，地球環境問題

へ対応するために新たな規制が必要となってきている。 

 

（４） 新たな規制の導入 

ネットワーク部門の分離と発電・小売自由化を進め

ている欧州の一部の国では，競争により短期的視点に

たった経営をせざるを得なくなり，燃料価格変動の影

響を受けやすい発電構成となるとともに中長期的な発

電供給力の不足が懸念されている。また，地球環境問

題への対応に伴う再生エネの導入拡大に伴い，電気料

金の上昇に加え，発電調整力が不足するという安定供

給に影響を与える課題も顕在化してきている。 

これらの課題に対応するために，英国では次の電力

市場改革法案が示されている。 

ⅰ．CO2排出権価格の下限値の導入による課税強化 

ⅱ．差額決済型の再生エネ固定価格買取制度 

ⅲ．新設火力発電所の CO2排出性能基準の導入 

ⅳ．容量市場の導入 

今年度の法制化が予定されているが，その効果が確

認できるのは早くても2018年である。更に，英国では

経営戦略的に大手会社が垂直統合（発電と小売事業の

統合）を進めた結果，卸電力市場での取引量は低下し，

卸市場の活性化を促すための規制導入も検討されてい

る。 

また，ドイツでは，老朽火力の運転延長でバックア

ップ電源の減少を食い止める施策として，老朽火力を

閉鎖する場合には12カ月以上前の事前通告，供給力不

足が予想される場合の閉鎖の禁止，金銭的補填と引き

換えによる運転の継続を義務化する法律が施行される

など新たな規制が導入されている。また，ネットワー

ク部門と発電の分離が電力システム改革のポイントで

あったにもかかわらず，再生エネ電力の増加によって

採算が悪化したガス火力発電所を電力の安定供給のた

めにネットワーク部門が運営を引き継ぐ事態もドイツ

では起こっている。 

図表 19 一般家庭の再生エネ買取負担額の推移 
 

 
 

出所：海外電力2011年11月号 

図表 20 再生エネ補助金の影響 
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７． おわりに 

規模の経済性が成立するという理論のもと，電気事

業では垂直統合体制が長年にわたって各国で採用され

てきたが，電気事業の技術的，経済的な特徴が解明さ

れるに伴い，発電および小売は競争可能との見方が広

まってきた。経済成長率の低下とともに1970年代後半

から規制緩和が経済の基本的な潮流となり，1990年代

に入り世界的に進められてきたがいまだに進行中であ

り，電力分野の規制緩和は必ずしも容易でない面があ

ることを示しているともいえる。 

電力規制緩和の成果は，電気料金だけをみれば，英

国とフランスのように状況が異なっており，正確な評

価をすることはできない。しかしながら，英国では英

国病克服のため，英国以外の EU では欧州単一市場構

築のために改革が行われたわけで，この点から見れば

成果が出ているとも考えられる。改革先行国の状況を

鑑み，これから改革を進めるわが国では目的を明確に

して進める必要があると考える。 

更に，昨今の地球環境問題や新興国経済成長に伴う

エネルギー資源争奪競争も十分に勘案して改革を進め

る必要があると思われる。エネルギー資源確保にはバ

ーゲニングパワーが発揮できる企業規模が必要である

が，発電自由化による発電会社の乱立は果たしてグロ

ーバルなエネルギー資源獲得競争に勝って行けるであ

ろうか。 

電気は現代社会を支える貴重なエネルギーであり，

わが国の隅々まで張り巡らされた電力システムは，現

代では重要な社会インフラの1つとなっている。この

巨大な電力システムの変更には膨大な手間や費用が必

要であり，社会的影響も大きいため，慎重な検討が必

要である。改革着手から20年以上たった現在でも外国

では電力システム改革は完了していない。わが国の特

徴を踏まえた検討が望まれる。 

 

 

《参考文献》 

川田修二（1991）『英国電気事業の民営化に伴う規制緩

和の現状と課題』海外電力調査会 

矢島正之（1998）『電力改革』東洋経済新報社 

西村陽（2001）『電力改革の構図と戦略』電力新報社 

飯島昭彦（2001）『電力系統崩壊』エネルギーフォーラ

ム 

矢島正之ほか（2003.1）『欧州における電力市場の現状

と課題』電力中央研究所報告書，Y02501 

清水紀史（2006.6）『5つの視点から見た英国電力市場』

海外電力 

奈良長寿（2007.12）『英国のインバランス決済制度』

海外電力 

奈良長寿ほか（2011.9）『英国政府，低炭素化に向け電

力市場の改革に着手』海外電力 

伊勢公人（2011.11）『ドイツの再生可能エネルギー政

策』海外電力 

大西健一（2012.1）『欧米諸国における発送電分離の動

向と評価』海外電力 

熊谷芳浩（2012.6）『電力市場の統合・自由化に向けた

EU の政策，及び欧州主要国の対応と業界動

向』国際協力銀行パリ事務所 

小畑徳彦（2012）『EU電力市場の自由化と EU競争法』

流通科学大学論集，第20巻第2号 

 

 

フィナンシャルテクノロジー担当 大江 隆二 


