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第3回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議

日時 平成23年12月20日（火） 17:01～19:01

場所 経済産業省本館17階第1～3共用会議室

1.開会

○片岡課長

では、定刻になりましたので、第3回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議を開催さ

せていただきます。本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

議事に入ります前に、枝野大臣よりごあいさつをお願いいたします。

○枝野大臣

本日もお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。過去2回、大変踏み込ん

だご議論をいただいて、ある程度の方向性を出しながら議論を進めてきていただいているかと思

っております。

特に電気料金はかかる費用をすべて回収するのではなく、適正な費用のみを回収すべきものな

のだと。また、自社の供給力確保に依存した安定供給確保から、他社供給力や需要側の取り込み

も活用した安定供給確保へという転換が今、求められているのだと思っております。今回こうし

た観点から、適正な事業リスクを踏まえた事業報酬、それから、供給側において電気事業者以外

のものをどのように活用するか、需要の抑制をどのように効率的に行っていくのかといった点な

ど、残されたテーマについてご議論いただければと思っております。

今日、場合によっては、ちょっと後ろの方、次の予定との絡みで途中で私自身は退席させてい

ただくかもしれませんが、そこのところはあらかじめご容赦いただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○片岡課長

ありがとうございました。それでは、カメラ撮りはここまでといたします。カメラマンの方は

ご退席をお願いします。プレスの方の傍聴は引き続き可能ですので、よろしくお願いします。

では、以後、安念座長に進行をお願いいたします。

○安念座長

どうもありがとうございました。それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。ま

ず本日のテーマである電気料金算定上の各論点について、事務局からご説明をお願いいたします
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が、営業費の残った費目について積み残しがございますので、本日は大変に盛りだくさんなメニ

ューとなっておりまして、どうぞよろしくお願いいたします。では、片岡さんお願いします。

2.電気料金算定上の各論点について

○片岡課長

はい、では、よろしくお願いします。大変資料が大部になっておりますので、ちょっとはしょ

りながらになりますが、よろしくお願いします。

最初にまず1ページ、目次でして、今回の議論の論点ですが、前回の積み残しの営業費、それ

から、事業報酬、それから、供給計画とそれを踏まえまして新しい火力入札、それから、デマン

ドレスポンス料金等です。

2 ページ、今回の議論の対象となる論点ですが、今ご説明したとおりですので簡単に説明しま

す。3 ページですが、全体の料金の流れでして、前回、真ん中の赤で囲んだ営業費のあたりをや

りました。今回ですが、左側の前提計画、それから、真ん中の下の紫でくくっていますが、事業

報酬、このあたりをご議論いただきたいと思っています。

4ページです。前回の積み残しです。5ページで前回のご議論を簡単にまとめさせていただいて

おります。前回は原価として認めるべき費用、それから、経営効率化努力の織り込み方、二つの

論点をご議論させていただきました。

（1）の原価として認めるべき費用ですが、一番上の議論、これは一つの大きなコンセンサスだ

ったと思いますが、規制部門での広告宣伝費、寄付金は原則認めず、例外的に特別な許可を得て

実施すべきといったご議論がございました。それから、真ん中あたり、安全性等の公益的な周知

とか、ピークカットのようなものは入れるべき。それから、下から二つ目でありますが、研究開

発のどんぶり的なもの、あるいは、寄付金、団体費は認めるべきでないという議論がございまし

た。

6 ページですが、経営効率化努力の織り込み方でありまして、人件費としましては、上場企業

だから上場企業平均というのはおかしいのではないかという議論もあれば、人材確保の観点から、

大企業平均という考え方もあるのではないかと、こういうご議論がありました。それから、燃料

費につきましては、共同調達の対応。購入電力料につきましてはIPPからの入札、これは今回の

ご議論ですが、そういう議論がございました。修繕費につきましても入札の活用でありますとか、

減価償却、廃棄物につきましても入札を実施すべきといったようなご議論があったかと思います。

7ページですが、これは前回の資料と同じですが、全体51項目のうち効率化の対象となります
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左側の色付きのところ、このうちの消耗品費、ここまでご議論したという認識です。

8 ページ以降、補償費以下ですが、前回ご説明しておりますので、ここにつきましては説明を

省略いたします。

9ページは委託費、賃借料、10ページは普及開発関係費、11ページに養成費と研究費、12ペー

ジで諸費、それから、13ページ、固定資産除却費、以上です。

続きまして、事業報酬につきましてです。15ページ、まず趣旨を書いてございます。総括原価

方式における事業報酬といいますものは、資金調達コストとして支払利息および株主への配当金

に充てるための費用と考えられております。これにつきましては、現在事業の資産の価値に対し

まして一定の報酬率を乗じて計算されております。非常に古い過去ですが、実際に見込まれる支

払いリクス、配当金を積み上げるという積み上げ方式を採用しておりましたが、各社ごとの原価

の水準に差が出るといった問題でありますとか、経営効率化努力を促す余地に乏しいといった点

がありまして、1960 年に現在のレートベース方式を採用しています。採用したときの理由は 15

ページの下の方でちょっと小さい字で書いてありますが、基本的には線を引っ張ったところ、電

力会社は要は与えられた報酬額の枠内で経営の効率化を行って資本費の軽減に努めるというイン

センティブがあるということで採用されてございます。

16 ページ、実際に具体的な算定の方法につきまして、算定規則は省令に規定されております。

まず算定のベースとなります資産ですが、1 の①から⑥までありまして、大半は特定固定資産、

これは電気事業の資産ですが、それが8割から9割を占めています。東電であれば10兆円ぐらい

ありますが、そのうちの8兆円以上をここで占めてございます。それに加えまして建設中の資産

でありますとか、核燃料の資産、それから、研究開発、資源開発棟の特定投資、それから、運転

資本、こうしたものをレートベースに算入しております。

報酬率でありますが、自己資本の報酬率と他人資本の報酬率を3対7で加重平均するとなって

いまして、次の17ページにもう少し具体的に書いてございます。自己資本報酬率に自己資本を掛

ける。それから、他人資本報酬率に他人資本を掛けるという計算式になっていまして、では、自

己資本の報酬率はどうやって出すのかということがありますが、これは公社債の利回りの実績値

と全産業の自己資本利益率、これをβ値という値で按分するという形になっています。考え方と

しましては、β値というのが※で書いていますが、電気事業の事業リスクとしてどのぐらい全産

業のリスクに近いのか、あるいは公社債の方に近いのか、そうしたものを示す値でして、これで

もってして按分をしているということです。要は事業のリスクをここで反映していると思ってい

ただければいいかと思います。他人資本の報酬率につきましては、これは実績値としての有利子

負債利子率、これを採用してございます。
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下の方に報酬率の過去の実績が書いてございますが、平成8年、10年、認可時におきまして当

然自己資本報酬率なり、他人資本報酬率、これは実績に応じて年々変動するものですが、β値も

同様に過去の実績から認可のときにおきましては数字を作ってございます。これは※で詳しく書

いていますが、β値につきましては、8年から14年、14年はもう値下げの届出制に入っています

が、14年までは 5年から 10 年の実績値を取りましてβ値を作成しております。以降、数字の信

頼性が低くなってきたこと等々ありまして、16年の届出以降、0.7という数字で固定していると

いうことになっています。届出ですので、役所としては認可と違ってそういう意味では受け取っ

ているということです。

18ページです。では、3対7という自己資本比率がどうかということにつきまして、現状、電

力会社の自己資本比率は、若干、東京電力、東北電力におきましては震災により低下しておりま

すが、全体としては3割弱というか、22％の自己資本比率になっています。実はこれは過去、一

番最初この制度を入れたときには5対5で自己資本比率を算定したのですが、平成7年に実態に

合わせるということで、四角囲いの左の下の方に書いていますが、他の類似の公益事業の自己資

本比率を参考としまして30％とするとなっていまして、以後7対3になっています。このときの

計算式を現在に当てはめますと右側になるのですが、そのときの計算とほぼ実質上は同じになっ

ていまして、適正な報酬率として、自己資本比率として3割ということになっています。

19ページ、β値が過去と現在どうなっているかということを試みに当省の方で試算しておりま

す。10年の改訂の認可の際には、一番左側ですが、平成2年から8年の平均を取りまして、β値

は9社平均で0.64です。この実績を基にしまして実際の認可時には0.6という数字をβ値で採用

しております。他方で、仮に現在直近の年度のデータで取ってみると、7 年平均ということにな

りまして、これは現在ではβ値は0.44 です。それから、本当の直近、12月 15日まで17年から

取ってみると0.46です。それから、当然その事業のリスクを示しておりますので、震災後どうい

う数字になっているかということを計算してみますと、若干サンプル数が当然日数が減るので減

ってきますが、3.11 から 12月 15日まで取ってみると0.86 と、はね上がっているということで

す。他方で、これもサンプル数が少ないので若干相関係数が落ちていますが、ステップ1収束後

で計算しますと0.32まで落ちているということで、いっとき上がって落ちてきているということ

が言えるかと思います。

20ページはご参考までに、他の事業の報酬率の考え方を示していまして、ガスにつきましては

基本的には電気と同じ考え方を採用しています。鉄道につきましては、β値は使っておりません

で、自己資本報酬率のところですが、公社債利回り、全産業の ROE、配当所要率の 3 指標を単純

平均しているといったような考え方です。それから、水道につきましては積み上げ方式を採用し
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ているということです。

次の21ページ、東電経営・財務調査委員会におきましては、二つの点が指摘されております。

一つは、レートベースの対象となる資産ということでして、全体の資産のうち大宗を占める特定

資産であります電気料の資産につきまして、右側はちょっと字か細かくて恐縮ですが、2行目、3

行目、廃止直前の長期計画停止火力の資産等が入っていることについてどう思うか等々について

いわれております。

それから、下の方ですが、届出時の報酬額と実際かかった費用というものの比較がありまして、

真ん中のあたりで「特に」とありますが、自己資本報酬分の事業報酬額と配当実績との差額が大

きくなっているということで、直近11年で9800億円程度の乖離が生じているということです。

ただし、その一部を内部留保とすることは正当な経営活動といえるのではないかということが言

われてございます。

こうした点を踏まえまして、22ページ、今回のご議論いただきたい検討課題です。まず一つ目

の対象となる資産ですが、供給の設備につきましては、後ほどまた出てきますが、デマンドレス

ポンス等踏まえまして、需要見通しを前提にした設備に限定してはどうかといったような論点。

それから、長期停止発電設備、これはタスクフォースでも、当然財務調査委員会でも指摘されて

いますが、こういうものにつきましては緊急時の即時対応性でありますとか、将来の稼働の確実

性、そうしたものを判断基準にしてはどうかということです。それから、（c）稼働設備であって

も、正当な理由なく著しく低い稼働率になっているといったものはレートベースから除外するべ

きではないか。こうした点をご議論いただければと思っています。

事業報酬につきましては、先ほど実態をご覧いただきましたが、震災後の状況を勘案しながら、

特に先ほど大きな乖離があると調査委員会でも報告されています自己資本の報酬率、これにつき

まして認可時においては過大な報酬にならないように適正な事業リスクを見極めた上で設定すべ

きではないかという論点を掲げさせていただいております。

23ページ、ちょっと話が変わりまして、供給計画です。料金の前提になります供給の計画であ

ります。

24 ページに制度の概要がありますが、電気事業法におきましては、今後 10 年間の需要の見通

しおよび供給の計画を供給計画として毎年度届け出ることを一般電気事業者に義務付けておりま

す。

下の方に幾つかそれが細分化されていますが、ピンクの最大電力と電力量の供給計画、これが

最も基本的なものになるかと思います。

それをどうやって作っていくかということにつきまして、次の25ページにございます。まずは
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当然想定されるのは需要を想定する、見込むということでありますが、電力量（kWh）、量として

どれで使うかということにつきましては、これは経済指標と密接に関連しているということで、

中長期の試算等を勘案してマクロ的に計算するということで行われております。

それを踏まえまして、最大電力という形でピーク時のkWを出していくわけですが、これは過去

の負荷率等を勘案しまして、割り戻して見込みを作るということになっています。そのときに一

番下の黄色いところで書いていますが、例えば計画調整契約のように、あらかじめ休日をずらす

といったことが見込まれるものについては、これは需要想定にその分を織り込んでいるというこ

とがありますが、供給不足の際に需要をカットするといったような随時調整契約でありますとか、

今後の課題でありますが、料金に応じて需要が変わるというデマンドレスポンス、こうしたもの

が需要見通しに反映されていないという状況です。

26ページ、それを踏まえまして供給力を張り付けていくということですが、重要な観点としま

して供給予備力をどう作るかということです。これにつきましては予測し得ない異常事態の発生

があっても、安定した供給を行うことを目的とするということでありまして、通常 8％以上の供

給予備力を持つということでなってございます。仮に、括弧でちょっと書いてありますが、広域

的運営による総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときには変更を勧告すると

いう規定が電事法には設けられてございます。

27ページにこの点についての検討課題ですが、先ほどの繰り返すになりますが、随時調整契約、

それから、デマンドレスポンス、こうしたものはこれまで需要想定に入っていなかったというこ

とですが、東日本大震災以降、一定の需要抑制効果があるということ、それから、効率的な設備

形成が確保されるということですので、こうしたものにつきましても供給計画の中で一定の評価

を行ってはどうかということです。

それから、次の論点と関連いたしますが、自社ですべて供給力確保をするということではなく

て、IPP 事業等の他社の入札を積極的に活用してはどうかということです。これは前回ご議論い

ただいたことを書いてございます。

実際に、ではどういう火力入札にしていくべきかということにつきまして、28ページ以降に書

かせていただいております。

29ページです。これも経営・財務調査委員会におきまして、東京電力の例で、右下の方に過去

平成8年から11年で実際に行った入札におきまして、どのぐらい想定されるコストから落札価格

が下がっているかということも踏まえまして、供給力を確保していく上ではこの入札制度を復活

させたらどうかということが提言されてございます。これにつきまして、電気事業全体の問題と

して検討していただいたらどうかということです。
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過去の経緯が30ページにございます。火力入札の制度、平成7年、最初の電力自由化といわれ

る際に導入されております。この際には線を引いていますが、7 年以内の比較的短期の開発につ

きまして入札制度が導入されてございます。

その後、平成12年の第2次制度改革におきまして、長期のものについても対象とする。すなわ

ち電力会社自身も入札に参加するといった形で、電力会社自身が勝手に作るというと変ですが、

入札を経ずに作るのではなくて、入札の結果それに勝ったら作ってもいいという制度になってい

ます。

他方で、3番ですが、平成15年の第三次改革の際に、17年から取引所ができるということもご

ざいまして、IPP の売り先につきましても取引所があるではないかということで、全面入札制度

につきましては廃止されているということになっています。

31ページです。過去、入札制度を実施したときに、結論としましては電力会社自身の応札を行

う入札ではなくて、他社からの入札しかなかったわけですが、募集に対して4～5倍の応札があり

ました。それから、この右下の方にもありますが、1 割から 3 割程度低い価格で落札が行われた

ということです。一番最後、4.ですが、全面入札制度の廃止以降、制度的には自主的に電力会社

が入札を行うということができるわけですが、14年を最後に入札は実施されていないという実態

になっています。

32ページです。では、取引所ができまして競争環境がどうなったのかということですが、引き

続き一般電気事業者の発電用量シェアが7割以上を占めているということです。それから、取引

所のシェアも円グラフがありますが、全体の0.6％、PPSのシェアも右下ですが、3％強となって

いる状況です。

33ページ、当省の方におきまして事業者に対してヒアリングを実施してございます。その結果

としまして2.で線を引いておりますが、約2000万kW弱のIPPの発電ポテンシャルがあるという

ことです。ただし、建設期間としては6～8年かかるということでして、こうした期間をかければ

ポテンシャルとしては十分あるということが今回分かったということです。

他方で、34ページ、併せて一般電気事業者にもヒアリングを行っております。その際には懸念

される事項としまして、供給計画に計上されている案件のうち、入札対象になった場合に地域と

の関係とか、あるいはアセスとの関係とかいうことで、若干手戻りがあるというか、そういった

問題の考慮が必要ではないかという声が聞かれてございます。

以上を勘案しまして、35ページ、総括をいたしますと、1.でありますが、火力入札の廃止、全

面入札制度を15年に廃止しておりますが、そのとき想定した競争環境というのはなかなか十分に

はそこまで至っていないのではないかということが1.です。
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そうしたことを考えますと、36ページにちょっと飛びますが、合理的な経営効率化努力を織り

込んだ適正な原価を形成する、今回のこの有識者会議の趣旨ですが、それを確保するためには今

後一般電気事業者が火力電源を自社で新設、増設、リプレースする場合には、既に建設プロセス

が進んでいるために間に合わないといった案件を除きまして、原則すべての火力電源について

IPPの入札を実施することを求めるべきではないかということです。

具体的には、料金の算定プロセスにおきまして、入札を経たものは落札価格を適正な原価とみ

なし、入札を経ないものは何らかの基準に基づいて査定を行うということでなかろうかというこ

とです。

3.につきましては、実質的な競争があるような入札でなければ、それは趣旨から外れるわけで

すので、実質的な競争があるような入札となるよう配慮すべきではないかということです。

さらには4.で競争環境だけなくて、環境面、安定供給等の観点も十分に踏まえる必要があるの

ではないかと、そういうことです。

37ページです。デマンドレスポンス料金とスマートメーターの導入についてです。

38ページです。諸外国、特に欧米を中心に負荷が高いとき、混雑しているときには高い料金を

設定し、低いときには割安な料金を設定するということによりまして、ピーク電力の削減とか、

あるいはピークのシフトを促すような議論が盛んに行われております。これはデマンドレスポン

ス料金と呼んでいます。例えばアメリカでありますれば、昼間の料金と夜の料金を異ならせると

いう、TOU（Time of Use）と呼んでいますが、時間帯別料金でありますとか、さらにそのピーク

時を高くするピーク料金、それから、それを組み合わせたもの等々が議論されています。さらに

よりそれを進化させまして、前日に決まるのではなくて、時々刻々と料金が変動するというリア

ルタイムプライシングについても議論されていると承知しています。

わが国におきましても選択約款、これは季節料金の供給約款に替えて選択できるものとして、

選択約款として季節別時間帯別料金がありまして、一定の効果があったのではないか。さらには、

現在、スマートメーターの実証実験において需要抑制の効果を検証中です。

39ページです。その選択約款の例が書いてございます。東京電力の例ですが、一番左側の供給

約款（従量電灯 B）というのが、これが一般に適用される供給約款の料金でありまして、これは

基本料金、それから、従量料金ともに一律になっております。選択約款におきましては、基本料

金は値段が上がりますが、変わらないのです。従量料金につきまして、時間帯、昼間、夜間で料

金の格差を設けています。夜の8時間型と10時間型、さらには季節別時間帯別ということで、そ

れにさらに加えまして、夏季にはさらに高くするといった形で、季節別、時間帯別であれば夏季

のピーク、昼間の時間帯、この下に書いていますが、7月1日から9月30日の10時から5時、
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ちょっと広いですが、単価として33円、他方で夜間につきましては9.17円という形で格差を付

けるという選択約款が既に設けられているところです。

それから、スマートメーターを導入して、さらに値段をより細かに変えていくという実証実験

を40ページに記載していますように、経産省においてやっていまして、これによりますと今の電

気の使用量を単に見える化することに加えまして、料金を変えればさらにその需要の削減が見込

まれるということであります。一番下の赤いところにちょっと書いていますが、ピークの時間帯、

13時半から16時半の期間には料金を通常の2倍にするとか、さらに逼迫するときには3倍にす

るといったことをやりますと、右側に赤い字で書いていますが、12.4％でありますとか、あるい

は15.5％のピーク時の削減効果があったということが今、これは数字を精査していますが、実証

実験で分かってきてございます。

そう考えますと、41ページですが、スマートメーターの導入が非常に重要になってくるという

ことです。これにつきましては、まずスマートメーターとは何かといったような基本要件の取り

まとめ、これを今年の2月にスマートメーター制度検討会を開催してまとめております。ここで

重要なことは、一番下にありますが、情報の提供先としてきちんと需要家に情報を出すというこ

とです。つまりこの情報はきちんと需要家が使えるといった形で整理をしたところです。

42ページです。さらにそれを踏まえまして、この7月に決定しました当面のエネルギー需給安

定策におきまして、今後5年で総需要の8割をスマートメーターでカバーするということを目標

として政府として設定しております。それに基づきまして11月にはHEMSといわれますが、家庭

内のエネルギー機器の制御をセットで行うわけですが、そこに出す情報とメーターとのインター

フェース、これの標準化を行うことになっていまして、今、今年度中の取りまとめを目指して鋭

意検討しているところです。

43ページです。東電経営・財務調査委員会におきましても本件につきましてご議論いただいて

いまして、線のところだけご説明しますが、3.でスマートメーターの投資につきましては、ピー

ク時を 5％削減できれば投資が賄えるといったこと。それから、4.で企画・仕様の統一化が非常

に重要だということ。それから、5.でそれのインセンティブというか、導入の担保措置としまし

て、一定の経過措置期間を設けながら、スマートメーターに限って先ほどのレートベースへの算

入を認めるといったことも考えられるのではないか。それから、その供給計画にスマートメータ

ーなどの需要抑制策をきちんと盛り込んでいくべきではないか。こうしたことが提言されてござ

います。

それを踏まえまして、今回ご議論いただきたい点として44ページに整理しております。1.は、

これまでありましたとおりデマンドレスポンス料金メニューというものは、供給側、需要側、双
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方にとってメリットがあるということでなかろうかということです。

他方で、これは大量の件数があるものですから、普及までに一定のリードタイムが必要という

ことでございますれば、それがなくとも各電力会社が対応可能な範囲としまして、需要家の受容

性を踏まえまして、時間帯別料金、先ほどのメニューの多様化、それから、3 段階料金、これも

先ほどの料金メニューの中で量を使うほど単価が増えていくとありましたが、その料金単価の見

直し、さらには季節別に料金を変えていくといったこと、こうしたことについて検討進めていく

ことが適当ではないかということです。

それから、スマートメーターの導入につきましては規格の標準化、こちらのとおりであります

が、さらにその効率的な調達の観点からオープンな形で実質的な競争がある入札を行うといった

ことを、これはIPPと同じですが、原則としまして、料金の算定プロセスにおきまして入札を経

たものは、その落札価格を適正な原価とみなすということです。他方で入札を経ない場合には、

入札をした場合に想定される価格を基準として査定を行うといったことが適当ではないかという

ことであります。

最後に、先ほど東電経営・財務調査委員会でも指摘されていましたが、スマートメーターのレ

ートベースへの算入の在り方、これはポジティブに上増しして料金に載せるという考え方もあれ

ば、そうではないものをカットするという、両方の考え方があるかと思いますが、そうしたもの

についてどう考えるかということもご議論いただければと思っております。

45ページ以降、先ほどの海外の事例、非常に多様なことをやっているということにつきまして、

説明資料を付けております。

お時間もありますので、説明をここまでにしたいと思います。大変長くなって、かつ駆け足で

大変申し訳ありませんが、一応事務局から説明は以上です。

3.自由討議

検討対象となる営業費（前回の積み残し）

○安念座長

どうもありがとうございました。それでは、ディスカッションに入りたいと思います。

本日のアジェンダの第1は、前回の積み残しでして、営業費の残りの費目についてどう考える

かということです。まず5ページをお開きいただきまして、前回、先生方からいただきましたご

議論で、一応まずまずのコンセンサスであったかと思いますのは、広告宣伝のたぐいについて、

規制部門では原則として認めるべきではなかろうと。ただし、安全確保のために必要であるとか、

ピークカット上有益であるといったような特別の正当化事由があるという場合はまた別の話かと
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いうご議論があったやに記憶しております。

それから、研究費のたぐいも、ただどんぶりで出すというのではなくて、研究開発はそれはそ

れで必要なわけですが、その場合にもどのような研究に対してどれだけお金を付けて、どのよう

な成果があったかといったような研究の管理をしっかりとしていただこうという、そういうよう

な方向性であったかと思います。

さらに、各費目横断的なご議論も相当いただいたわけですが、とりわけ共通した問題といたし

まして、外部からの調達が可能であって、これは燃料なんかの場合は売手の方が強いのでどうに

も仕方がないのですが、調達先が多数あって、選択できる場合には入札を原則としようというこ

とです。それで、一番安いのは、買っていただいたのはそれでよろしいのだが、そうでない場合

にはなぜ入札しなかったのかとか、そういった正当化理由を立証というか、説明をしていただか

なければなるまいということです。

こういうのが大体においての先生方のご意見であったやに私は記憶しております。もし違って

いたらまたご指摘をいただきたいと思います。本日の残りの費目についても基本的にはそのよう

な考え方でよろしいのかと思いますので、その確認の意味でまたご発言をいただければと思いま

す。

あとの費目は、一つ一つ議論するということもなかろうかと存じますので、補償費から諸費に

至るまで、そして、固定資産除却費に至るまで一括して議論をしていただきたいと存じます。た

だ、何と言いましてもB/Sが非常に大きゅうございますので、小さいといっても、例えば委託費

とか賃貸料とかはそれぞれ1000億円のオーダーというもので、普通の企業からすればもう十分大

きいのですが、兆の単位ではないという意味でそんなに大きくないという程度のことです。

では、どうぞご議論いただきたいと存じます。どうぞ、松村先生。

○松村委員

最初に前回までの議論を今おまとめになったところで、１点確認したいのですが。

○安念座長

どうぞお願いします。

○松村委員

5 ページのところで出ている「需要家の安全性等の公益的な周知、ピークカットのような効率

化に向かうものは総括原価に算入されるべき」に関してです。私は前回安全性もピークカットも

両方例を挙げて同じカテゴリーとして言ったつもりなのです。しかし、先生のまとめは、若干ニ

ュアンスが違うのですが。

○安念座長
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そうですか。申し訳ありません。

○松村委員

「電気を大切にね、○○電力」という限りなくイメージ広告に近いようなものも、これだって

やれピークカットだ、省エネだ、公益的な目的だ、だから原価参入しても良いなどと拡大解釈さ

れたら困る。原価に入れられるものがあるとすればと、かなり限定的に例を挙げて言ったつもり

でした。全般的な広告ではなく、特別な事情の下で行う限定的なもの以外は認めるべきでない、

口実が付けられれば何でもオーケーだという意味ではなかったということ、入れられるものは例

外的なものであるという点を確認させてください。

○安念座長

すみません、私が不用意なことを申しまして、そのようなご趣旨であった、なるほどそのとお

りでしょう。ほかは、大西委員、どうぞ。

○大西委員

前回のところで、ページ数で言いますと6ページなのですが、ちょっと人件費のところの議論

で、ここでは確か大企業平均なのか、それとも全産業なのかというのは、必ずしもここではコン

センサスというか、結論は出ていなかったというのが一つございます。

それから、ちょっと私はあのときに言い忘れたのですが、ここでもう一つ勘定科目、もしくは

その中身として問題になり得るのは福利厚生のところで、例えばこれは委員会の東電の報告の中

にも54ページに書かれていますので、申し上げられるのです。例えばカフェテリアプランだとか、

財形貯蓄だとか、要するに他社、他の産業から見ても例えば過剰な福利厚生のものというのは、

これは多分性質上落とすべきではないかという議論も論点としてはあるのかと思います。そんな

大きな額のお話ではないのですが、一応そこだけちょっと申し述べさせていただきます。

○安念座長

どういたしましょうか。前回、これも私の記憶だけですので、間違っていたらどうぞご指摘を

いただきたいと思うのですが、いろいろお考えを提示していただいたところで、最後、秋池委員

から全産業平均あたりでいかがなものかというお考えが示されて・・・。

○秋池委員

大企業です。

○安念座長

ごめんなさい。全産業ではない、大企業平均でいかがなものかと。それで格別、私が別に取り

まとめたわけでもございませんが、大きなご反対はなかったかと思っておったのですが、どんな

ものでしょうか。そもそもこの場で何かこうだというふうに考え方を一義的に示すのが良いのか
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どうかも含めて、ちょっとあらためてご議論をいただいたらいかがでしょうか。福利厚生の点も

私は書いておくなら書いておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。どなたか、どうぞ。大

西さん、どうぞ。

○大西委員

大企業平均という考え方も当然あると思うのですが、何故に電力会社は大企業を基準にするの

かというのは、必ずしもロジカルではないのかということです。例えば全産業平均、もしくは公

務員平均、例えば電力会社の場合は6割が自由化で4割が規制部分ということは、ある意味全産

業と公務員のすべての例えばそれを平均するとか、そんな基準もあり得るのかと思います。実際

にこれは調べてみると、高卒と大卒でまた、例えば全産業と公務員のレベルがちょっと違ったり

するものですから、ここもちょっと、もしその基準を取る場合にはならさないとなかなか基準と

しては難しいのかと思っております。

○安念座長

しかし、どういうふうにならしますか。どう考えたらよろしいのでしょうか。具体的な計算を

するというレベルになりますと。

○大西委員

例えば両方の単純に平均を足して2で割るというのが一番シンプルだと思いますし、平均値で

すから、例えばそういうのがあります。

○安念座長

はい、分かりました。これも従業員を規制部門と自由化部門というふうに分けられるのなら、

自由化部門の方はどういうふうに決めていただいたって構わないわけですが、そうするというこ

とはなかなか難しいのでしょう。どんなものでしょう。ちょっとほかの方々にもご議論いただけ

ればと思うのです。山内先生、どうですか。

○山内委員

基本的におっしゃるように自由化部門と規制部門はなかなか分けられないということはありま

す。

○安念座長

人間はね。

○山内委員

それで、もう一つは何でしょうかね。経営体なので、事業体なので、経営者がどう判断するか

とか、あるいは人材をどう育成していくかとか、どういう人材を引き付けるかという観点がある

と思うのです。ですから、それを一義的に何か全産業平均という形で必ずしも決めるのはどうか
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という感じはします。だから、大企業平均でいいのかということとも違うし、ちょっと座長がお

っしゃった形で言うと、われわれこういう議論をして、それで結論はこうだというところまでち

ょっと持っていけないような私は意見を持っているのです。

○安念座長

そうですか。ほかに、どうぞ、松村先生。

○松村委員

前回の繰り返しになるのですが、これは給料を幾らにすべきか、という議論をしているのでは

なく、幾らまで原価に算入するかという話なのです。自由化部門と規制部門の両方にまたがって

仕事をする人は当然いるわけですし、あるいは仮に分かれたとしても同じ会社の中で規制部門の

人はこれだけの賃金にしなさい、自由化部門の人は幾らでもいいですよと、そういうことを言っ

ているのではありません。給与は当然経営判断なり、労使交渉なりで決めていただければよく、

あくまで原価に入れるレベルとして何が適正かということを議論しているのだということです。

従って、やはり一定の結論を出さざるを得ないのだろうと思います。仮に全産業平均という考え

方を取るとすれば、そこで従業員何人以上というのを相当大きな値にすれば、限りなく大企業平

均に近づいてくるわけですし、そこを限りなく小さくすれば低い水準になるでしょう。50人が正

しいのか、100人が正しいのか、500人が正しいのかは、確かに決めるのは非常に難しいと思いま

すが、そういう考え方で一定の方向性を示す、全産業平均で大体何人以上というような形で目安

を示すことは意味があると思います。

○安念座長

なるほど、ちょっと一わたりご発言いただけませんでしょうか。永田委員、どうぞ。

○永田委員

今、松村先生がおっしゃられた、いわゆる原価に算入するかどうかという議論だというご提議

ですが、実際の事業をやる立場としては、当然料金原価として回収できない固定費をそのまま人

件費として払い続けることは現実的な事業としてあり得ないので、人件費についてもやはり原価

に算入できないものは、結局は払わないような方向性で調整していくのだろうと。そういう前提

で議論した方が、今後事業家、及び労使の方との間で議論する際にあるべき議論への収れんがで

きるのではないかと思います。

○安念座長

そうですね。それは理論と現実の経営との違いの話ですよね。そこはおっしゃるとおり、経営

者になれば回収できない給料は払わないだろうと思います。それは現実問題としてはです。現実

問題が大体そうだろうというだけの話であって、セオリーの問題ではないのだろうと思いますが、
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八田先生いかがですか。

○八田委員

基本的には松村さんがおっしゃったように、理屈の上ではあくまでこれは実際に払っているも

のではなくて、料金のために算定の基礎としてどれだけを認めるかだと思います。基本的には決

めの問題ですよね。料金が低く決められすぎて困るのならば、自由化部門をどんどん増やせばい

いのです。

○安念座長

そういうことなのですね。

○八田委員

本当に困れば。だけど、今は相当余裕があって、この規制部門を結構やってきているわけです

から、実際に払っている費用に引きずられる必要はないと思います。料金算定の基礎は合理的な

判断で決めればよいと思います。それで、決めの問題である以上、どこの委員会が最終的に、あ

るいは行政当局のどこか知りませんが、そこが・・・。

○安念座長

それは大臣ですよ。

○八田委員

もちろん大臣です。だけど、その決めるところに最終的にリコメンドするのはどこなのか分か

りませんが、もしここならば、それはもう決めてしまわないとまずいと思います。

○安念座長

分かりました。そうですね。秋池委員どうぞ。

○秋池委員

私は、やはり大企業平均がいいのではないかと思っています。これは、原価にどれだけ入れる

のかということではあります。先ほど永田委員もおっしゃいましたが、前回私も申し上げたので

すが、やはり回収できないものは支払わなくなるということで、だんだん給与の水準が何らかの

ところに落とされていくと思うのです。でも、一方で、また自由化部門で稼げばいいではないか

というお話もあるのですが、なぜ自由化をしたかというと、より安価な電力料金が国民に供給さ

れるようにということで自由化をしているわけで、より厳しい競争にさらされている中で、非常

に高い人件費を取るというのも難しい話ですし、それから、先ほど来お話もありますように、分

けて考えるというのは一つの事業体の中で非常に難しいと思っています。

なぜある程度の給与水準をと申し上げているかと言いますと、やはり人材市場で魅力のある給

与水準でないと、才能のある方が集まってこない。この先電力を安定供給する責任というのは今
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後も続いていくわけですし、それから、原発を今後どうしていくのかという問題もありますが、

やはり優秀な技能を持った方が集まってくるということも重要だと考えておりますので、それを

考えると大企業である電力会社が大企業平均であるというのは、人材市場の競争力上必要なので

はないかと考えている次第です。

○安念座長

では、松村先生、どうぞ。

○松村委員

自由化はより厳しい競争にさらされているので、お金が稼げない状況ですと言われると、では、

今の電力会社は基本的に規制部門で稼いでいて、負担は自由化されていない、事業者を選択でき

ない消費者に押し付けられているということでしょうか。競争が厳しくないから私たちは高い給

与を賄う高い電気料金を払わされているのか。非常に複雑な気持ちになります。私としては、確

かに事実かもしれないと思いますが、簡単に聞き逃すことのできない深刻な問題です。

それから、給料が低いから人材が集まらないということは、全く事実でないとは言いませんが、

にわかには納得しかねます。そういうことを言いだすなら、では、公務員の給料は安いから、公

務員は優秀な人が集まらない、重要な仕事を任せられる人が集まらないという議論に直結するよ

うな気がするのですが、私は事実ではないと思います。なぜ公務員には優秀な人が集まり、電力

会社は高い給与でないと優秀な人が集まらないのかは、間違っていると完全に否定するつもりな

いのですが、にわかに納得できる話ではありません。少なくとも私が学生の頃は、電力会社は、

給料は高くないが社会的に意義のある、やりがいのある立派な仕事であるとの認識で優秀な人が

集まっていたと思います。一体いつから高給でないと志の高い優秀な人が集まらない会社になっ

てしまったのでしょうか。

○安念座長

どうぞ。

○秋池委員

きっとそう言われるかと思いつつ、先ほど言い忘れてしまったのですが、自由化でより厳しい

競争にさらされるというのは、それが自由化の目的でもありますので当然だと思うのです。一方

で、今の現実を見ると、自由化をして以前よりも値上げをした事例というのはなくて、やはりほ

とんど全部値引きをしているわけです。結果的にどうなっているかというと、規制部門で利益が

出て、自由化部門は比較的それよりは小さな利益しか出せていないという現実がございます。こ

のままでいいのかというと、松村先生がおっしゃるとおり、規制で稼いで自由化で稼がないとい

うのはゆがんだ形だと思うのです。
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ここで二つのことを考えなければいけないと思っているのは、大企業平均だとしても今の電力

会社の報酬の水準よりも高いのか安いのかという事実の確認は必要だろうというのが一つです。

それからもう一つは、どうしても東京電力の事例が今回公開されているものですからそれを見て

しまうのですが、一般の企業が競争力を持つために適正な報酬水準にするということと、それか

ら、破綻の縁にまで、再生にまでなってしまった会社でどういう報酬水準にするかということは

分けて考えないと、ちょっとこの議論がゆがんでしまうのではないかと考えておるところです。

○安念座長

どうもいろいろ活発なご意見をいただいてありがとうございました。どうぞ、大西委員。

○大西委員

私は先ほど申し上げて、ちょっと違った観点で申し上げますと、要は優秀な人材を集めるため

に相当程度の給料が必要で、それを経営者が回収しなければいけないとあるのですが、それは原

価に入れて回収するのが筋なのか、それとも逆に言えば、それはよりいい人材を取るためにイン

センティブで、例えば効率化してもうけて高い給料を払うという意味での経営者の効率的な努力

によってもたらされるものなのか、ここの多分概念の問題なのかということです。そうすると、

私は後者なのではないかと思います。要は、多分現実的な妥当性としてどうかという議論があっ

て、そこは先ほど松村委員がおっしゃられたように、大企業平均というのをものすごく小さな企

業まで含めて考えるのかという、そこはやはりある程度の幅を持たせた妥当な選択というのはあ

り得るのかなと思います。ただ、何となく論理として電力会社は優秀な人材を集めなくてはいけ

ないから大企業平均を取るというロジックが、必ずしも受け入れられる論理なのかというのは、

ちょっと私は疑問を感じますので、何となくそういう違ったアプローチの方がいいのかと個人的

には思っております。

○安念座長

分かりました。それでは、暫定的にですが、この人件費の議論は既に再々強調していただきま

したように、何も労使交渉に介入しようなんていうことでは全然なくて、あくまでも自由な労使

交渉を前提とした上で、原価にどれだけ算入するかという話に過ぎないということです。それか

ら、また原価算入うんぬんの問題でさえ、自由化が進めば進むほど他からとやかく言われる筋合

いはなくなるという理論的な前提を確認した上で、しかし、当会議としては一応の指針を示す必

要はございますから、まずは大企業平均という考え方と全産業、この全産業は従業員を何人以上

にするかというのはまた一つの問題ですが、この全産業平均の2本を取りあえず案文として書い

ていただいて、最終的に調整できるなら調整するし、両論併記ならそれはそれまでということに

なるかもしれません。取りあえず事務局に案を書いていただこうと思いますが、それでよろしゅ



18

うございましょうか。だから、今はどちらかに決め打ちはしない、また、ゆっくり年明けに考え

るということでいかがでしょう。どうもありがとうございました。

さて、それでは積み残しは積み残しで宿題としてやらなければいけませんので、残りの費目に

ついていかがでしょうか。特にご指摘をいただく点がございましたらご意見をちょうだいしたい

と思いますが、いかがでしょう。どうぞ、永田委員。

○永田委員

各費目の中で委託費等々若干私のコメントをさせていただきます。

○安念座長

はい、お願いします。

○永田委員

データセンターとか、それなりに重要な機能を委託されている企業だと私は理解しておりまし

て、また、その会社も、その他の委託先もグループ会社であるところが多うございまして、やは

りここのグループ会社との関係会社間の取引の透明性と査定の厳格化、この辺はどうしてもメス

を入れざるを得ないのではないかと思っております。そういう意味で言うと、競争入札も含めた

より公平な取引関係の構築ということが大事であろうかと思います。

それと、実際外注先、委託費等支払っている、もしくは委託されている先について、その企業

がまた外注費等多額に計上している外注比率が多いというケースもあるかと思います。というこ

とは、その企業自体が介在することの合理的な意味付け、この辺もやはりある程度点検した上で

委託費等について取り決めをすべきではないかと考えております。

○安念座長

同様のことは、恐らく賃貸料のような場合は、この土地でなければならないというものについ

ては入札できないわけですが、選択肢がある場合については同じようなことがやはり言えるので

しょう。ほかいかがでしょうか。これは結構大きいのです。委託費だって1700億円あるのです。

ついでに申します。ご承知と思いますが、賃借料は1500億円ですので、やはり東電は大きいと思

います。

ほかにいかがでしょうか。それでは、時間のこともございますので、当面のまとめとして、要

するにグループ内で仲良くやらないでねと、あるいは、トンネルになった会社はありませんかと

いうことはよく点検していただいて、基本はやはり入札によって再安価なところから調達してい

ただくのが、もちろん入札にあまりコストがかかり過ぎても困りますが、適切な入札になじむと

ころについては入札という考え方がここでも妥当するという意味に取りあえずまとめてよろしい

でしょうか。どうもありがとうございます。
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事業報酬について

○安念座長

それでは、また戻っていただいてちっとも構いませんので、戻ること大いにありということで、

取りあえずは営業費のことはここまでにして、次に事業報酬です。これも頭の痛い問題ですが、

22ページをご覧いただけますでしょうか。先ほどご説明のあったところですが、まずはレートベ

ースの対象資産、これは何資産、何資産のどれを入れるかという問題よりも、デマンドレスポン

スを踏まえた需要見通しを前提にした設備にすべきかどうかという問題です。それを中心とした

問題と、それから、また報酬率のまさにレートそれ自体の問題と両方ございます。どうしましょ

うか。では、まずはレートベースの対象資産の問題からご議論いただきましょうか。いかがでし

ょう。これはやはり山内先生から口火を切っていただかざるを得ません。

○山内委員

対象資産なのですが、対象資産はここまでという議論と、それから、対象資産をどういうふう

に価値付けるというか、それをどういうふうに計算するかという二つの議論です。もともとこれ

は公益事業の料金をいろいろなところで決めてきて、特にアメリカについてはかなり訴訟があっ

て、多分これについての考え方が示されています。最大の論点は、要するに資産の価格というか、

会計上の価値でやるのか、あるいは事業上の価値でやるのかということです。コストか価値かと

言ってもいいと思うのです。今の電気事業法はコストでやって、先ほど説明されましたように帳

簿価格の平均でやっていますので、完全に簿価でやっているのです。もともとあった考え方は、

簿価というのはそもそも資産としての価値を表しているのかという議論があります。例えば施設

自体が陳腐化してくれば、当然簿価とは違ってくるわけだし、あるいは稼働停止になれば価値を

生まないのだから、それは資産価値がないということになります。それはどちらでやるかという

のは、これは訴訟問題です。

アメリカでも揺れ動いてきたのです。価値でやるのか、簿価でやるのか。一番特徴的なのは、

インフレがあったりデフレになったりすると結果が全く違ってしまって、規制当局も消費者側に

振れたり、生産者側に振れたりするので、そのたびに訴訟になってきたというのは事実なのです。

結論で言うと、1944 年にホープナチュラルガスのケースがあるのですが、それで言われたのは、

フェアバリューというのは、完全に決め付けられないというのです。その事態、その状況に応じ

て決めるしかないのではないかというもので、最終結果主義と呼ばれます。ある意味で結論が出

なかったのです。ただ、現状で会計自体が時価主義というか、例えば減損会計みたいなものが入

ってきているということになってきているので、多分帳簿価格だけでやっているコスト主義とい
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うのもそろそろ限界なのかという感じもします。

今回の 22 ページの 1.の（b）とか（c）とかいうのは古典的な議論で、要するにバリューで見

れば、止まった施設は価値がないということだし、稼働率というのも当然その資産の価値に影響

することになります。もちろんそのほか陳腐化とかいろいろな要素があります。だから、これに

ついて価値で見るということになれば、レートベースから除くということになりますが、ただ、

価値というのはどこまでということがあって、それが事務局が用意したペーパーの中でも、供給

予備率みたいなことを考えておくと、止まっていても突然動かさなければならないときがくると

かあるわけです。だから、そこのところはうまく見据えた上で、レートベースの対象を外すのか

と思います。

この議論をするときに、昔よく言われたのは、もしそれをやろうとすると、施設それぞれにつ

いて棚卸しみたいなことを全部しないといけないので、大変な規制コストがかかるという議論が

あります。ですから、それについてはちょっと腐心しなければいけなくて、ここでも同種の施設

で比較してということもあるので、こういう考え方も一案かと思います。ただ、これは先ほど申

し上げたようにコスト主義から価値主義というか、大転換するので、結構料金規制上は大きな転

換になることは申し上げておかなければいけないかと思います。

それから、もう一つは、この（a）のところなのです。これはもう一つ別の議論だと思います。

要するに資産をどこまで取るかというときに、先ほどのはその資産を生み出す価値なのか、帳簿

価格かという議論なのですが、これはそれとは別に政策にそこを反映させるかという、そういう

ものが入ってくる議論だと思います。後の方でスマートメーターうんぬんの議論があるのですが、

そこのところに具体的な例ではお話しします。考え方としてはレートベースに政策的な意味を反

映させるというものもあると思いますが、こういう方向性を取ること自体は今までのやり方と随

分違うので、それは意識すべきです。私は一応経済学者なので、デマンドレスポンスみたいなこ

とというのは、基本的にマーケットを使うわけですから非常に重要だし、電力のような即時財に

ついては、特にプライスによるデマンドサイドのマネジメントが重要だと思っているのでこれは

いいと思うのです。ただ、これをレートベースみたいな手段でやるのかどうかという議論があり

ます。

結論的に言うと、私はその辺も踏ん切りの問題で、こういう形で進むのだということであれば

それはそれでいいのかと思います。ただ、この次の入札の話とか、スマートメーターの話とかと

いうのは、今の電力事業の事業体制を前提として議論するのか、その次にどうするのかというこ

とによって変わってくるので、ここのところでレートベースをこうするという話は、多分電力事

業の体制は、これは八田先生の非常な関心事であり、ご主張のところですが、そういうところに



21

かなり関係してくるので、それとの関係で議論しなければいけないと思っています。

1.のところについては以上ですが、2.についてはまた後で。

○安念座長

そうですか。ではまた。簿価主義の一番いいところは簡単だということですよね。

○山内委員

というか、簿価主義のポイントは安定的に投資が回収できるということだと思います。でも、

これはある局面では非常に重要でした。需要がどんどん伸びていくときに、施設拡大するときに

は、それは重要な面を持っていたのです。だから、これも先ほど申し上げたように、事業形態を

どう変えるかによって在り方の論議というのは変わってくるのだと思います。

○安念座長

どうぞ、永田委員。

○永田委員

山内委員の簿価か、まさしく公正価値かという。会計の世界でもIFRSというある意味で言えば

時価、公正価値をベースにして資産評価、負債評価をしようという流れがございまして、そうい

う流れの中で非常にこういった原価を料金に反映させるという局面は、あまりIFRSの導入の中で

まだ議論はされていない状況でして、ちょっと考えなければいけないのは、公正価値にした場合、

要は将来その事業が獲得するキャッシュで資産を時価評価しますということです。そうなると、

投資した簿価以上回収できるという評価が公正な価値だと評価した場合、投資額以上のキャッシ

ュを料金原価で回収するというロジックになる可能性もあるということです。

○安念座長

そうです。それは論理的な話です。

○永田委員

それはちょっと今後の議論を待たなくてはいけませんですが、そういうことを前提として慎重

な議論が必要ではないかと思います。

○安念座長

では、どうぞ山内先生。

○山内委員

そのことについてちょっと、おっしゃるとおりだと思います。だから、正確に要するに収益還

元で、フェアバリューをやろうとすると非常にいろいろな問題が出てくると思います。ただ、大

きな方針変換をここでするかしないか、そういうことだと思います。

○安念座長
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法令上は帳簿価格。帳簿価格は何たるものかは法令にも定義はされていないけれども、とにか

く省令上は帳簿価格というのが決まっています。松村先生、どうぞ。

○松村委員

とりあえず誤解を除く必要があると思います。時価でやる方がより正確だがやりにくいから簿

価が採用されているのではなく、理論的に考えても時価が正しいかどうかは疑問です。例えばイ

ンフレが起こっているとすると、通常それに対応して名目金利が上がります。そうすると、今の

制度からすれば報酬率が上がる。さらに、インフレによって名目価値が上がってくると、レート

ベースが膨らんで、そちらでも儲かることになります。高い名目金利を回収した上でなおかつイ

ンフレの部分も回収できることになります。これは理論的に考えても過大な回収となる可能性が

あります。もちろん今の局面でインフレのことを心配したって仕方がないのですが、理論的には

時価が必ず正しいというわけではありません。

今回の提案は、時価にしようという発想に基づいているのではなく、全く使わないようなたぐ

いのものもただ持っているというだけで入れてもいいのかということです。そういう意味で全く

価値がないとまで言うとかなり極論なのですが、需要想定を完全に間違えて、全く不必要なもの

を積み上げてしまった資産をレートベースに入れてもいいのかという問題です。あるいは、もっ

と合理的な経営をしていればはるかに投資を抑えられたはずなのに、それを怠って投資を積み上

げてしまった。これもコストで回収してもいいのかという問題意識なのだと思います。従って、

取りあえず時価にする転換はここの議論には入っていないのではないか。この問題はもし必要だ

としても長期的に考えればいいことなのではないかと私は思います。資産を再評価するという話

ではなくて、本当に電気事業の供給に意味があるような資産、あるいは仮に間違ってしまったと

しても合理的に作ったものなのかどうかを判定する。こういう意識で書かれているのだと理解し

ています。仮に売却すればそれなりの価格で売れる資産であっても、保有して使わないのであれ

ば無意味です。いずれにせよ、本筋と何の関係もない時価評価の話を持ち出して話を混乱させる

必要はないと思います。

○山内委員

私の言い方だと、松村さんがそう言ったものは、要するにフェアバリューはないというのが価

値主義なのです。

○安念座長

全く不稼働のものはそうですね。

○山内委員

不稼働のものもそうだし、それから、技術的にも陳腐化してしまったとかいうもの内容的には
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等しいわけです。

松村さんが前半言ったことは全く同じ考えです。正しいと思います。デフレ、インフレによって

時価主義は全く大きく変わってしまうので、その問題があるから先ほど言った訴訟が起こってく

るのです。

それで、今おっしゃった後半の部分についてですが、それを価値がないというのは、われわれ

の言葉では価値主義です。国際会計基準の話というのは、またちょっと別の次元ではあり、ます

が、社会的に見れば時価会計が趨勢にあるということはちょっと申し上げましたが、だからそう

すべきだと言っているのではないということです。

○安念座長

どうぞ、松村先生。

○松村委員

（a）に出てきているデマンドレスポンスに関してです。この後スマートメーターの議論が出て

きて、さらにそこでもデマンドレスポンスが出てくるので、この２つを同一視されると困ります。

家庭用のスマートメーターで行うデマンドレスポンスはもちろん非常に重要です。しかし、家庭

用のデマンドレスポンスだけを念頭に置くと、家庭用のスマートメーターが普及するのはだいぶ

先の話ですから、ここの議論はだいぶ先の話と理解されると困ります。デマンドレスポンスはも

ちろん大口の方でもできます。大口の方はもちろん規制料金と関係ない話なのですが、そこで需

要をうまくコントロールして設備が効率化できるはずだという議論は、間接的には家庭用料金に

も関連してきます。特別高圧の需要家の多くには、ある種のスマートメーターが既に入っており、

時間帯別に計量できるようになっています。工夫すればさらなるデマンドレスポンスができるよ

うになっていると言う視点は落とさないでいただきたい。家庭用に入るスマートメーターの話だ

けではないというのは、当然の前提として確認させていただきました。

○安念座長

それはおっしゃるとおりだと思います。

○山内委員

ただ、按分すれば特別高圧も抜けるわけだから、大口はね。ここで言っているのは規制部門だ

けだから、電灯料金には付くということです。

○安念座長

マイクをお付けいただけますか、すみません。

○松村委員

もう一回言いますが、大口でデマンドレスポンスをすることによって、設備投資が抑えられれ
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ばその費用は按分され、家庭用の電気料金にも影響します。そうすると、大口の需要を適切に管

理する、結果的に全体の需要を上手にコントロールしていれば要らなかった設備費用を安易に家

庭用の料金に乗せないようにすべきということを言っただけです。

○山内委員

そこは値段の話ではないですね。

○安念座長

どうぞ、いいですか。デマンドレスポンスはスマートメーターが究極の姿ではあろうけれども、

今だって季節別とか、時間帯、夜間割引料金とかあるわけですから、そういうのをもうちょっと

洗練させて、今の技術体系でももう少しできないかという話は当然出てくるということだと思う

のです。

○松村委員

なぜ価格、値段の話ではないのか理解に苦しみますがもうやめます。別の点です。大口は時間

帯ごとに測れるようになっているのは事実だが、大口の価格メカニズムを使った需要管理はもう

既に十分やっていると、もし反論する方がいらっしゃるなら、データを見せていただきたいので

す。大口の料金の体系はどうなっているのかというデータです。大口は既に30分ごとにでも測れ

るようになっているので、家庭用のように 2 値だとか、4 値だとか、こういう雑ぱくなものでは

なく、もっとちゃんとした料金体系を作ろうと思えば作れます。オフピークとピークの料金は 2

値ないし4値でしかはかれない家庭用だと9円、30円という料金になっているとして、大口なら

本当のピークのところにピンポイントを絞ってコントロールできるので、少なくとも家庭用より

はずっときめ細かくピーク課金、オフピーク割引やれるはずですから、家庭用よりも大きな価格

差がついているはずです。そういうものの典型的な料金体系がこの家庭用の9円と30円の比ぐら

いの大きなもの、あるいはそれを超えるようなものになっているのかどうかとを見せていただか

ないと、大口では十分やっていますというのは、本当に説得力のある議論なのかどうか判定でき

ません。データなしに、それは十分やっていますという安易な議論は受け入れられません。

○安念座長

なるほど。

○松村委員

ただ、これは自由市場の話で、私契約の話なので、私たちは契約を直接見ることはできません。

だから、その契約を顕名で全部見せろと言っているわけではなくて、典型的な契約で今言ったよ

うな状況になっていることを教えていただければ十分です。つまり需要家の了解が取れなければ

匿名でもかまわない。
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○安念座長

個別の具体的な契約というよりも、むしろいわばモデル契約のごときものを見せてもらえるな

ら見せてもらいたいということですね。分かりました。ちょっとそれは事務局にお願いをしてお

きます。

ほかいかがでしょうか。どうぞ、大西委員。

○大西委員

22ページの（b）と（c）についてなのですが、委員会の報告の中で長期停止発電設備の点を指

摘させていただいたのですが、ここの部分につきまして、実際いわゆる供給予備率で 8％ありま

す。それは最大電力と供給能力の差だと思うのです。これはその外にあって、実際有事のときに

はこれを速やかに稼働して対応できるというものなのです。ただ、これがどの程度が適正なのか

というところが、多分全くある意味では規制の対象にもなっていないので、そこが無制限に入れ

ていいのか、それともその外のものでも一定の有事の対応のために残していいのか、ここは多分

必要性および妥当性の問題なので、そこに一定の限界はあるのかという議論なのかと思っていま

す。

それから、（c）のところの議論というのは、これはむしろ供給予備率が8％を超えて例えば20％

になった場合に、これも全部設備の分も入れていいのかどうか、こういう議論で、これはある意

味稼働率の低いものを外すというのは、逆に言えば作り過ぎないように供給計画をコントロール

するという、逆の意味でのインセンティブに働くので、これも今の時世においては合理的なのか

と思っています。

○安念座長

ありがとうございます。今のところ数字としてあるのは 8％以上という話だったですよね。だ

から、8％は持ちましょうというだけの話で、シーリングがどうなっているのかはよく分からない

ということです。

ほかはいかがでしょうか。どうぞ、秋池委員。

○秋池委員

（c）のところなのですが、予備率は、私の理解では、日常的な変動に対応しなければいけない、

急に電力の需要が増えてしまったとか、そういったようなものがあり、もう一方で長期停止発電

設備というのは、何だか事故が起こって、それこそ今回の福島のように大きなものが止まってし

まったとか、そういったものへの対応というのもありますので、予備率の議論とはまた違う側面

もあるのかと理解しております。正当な理由なく著しく低い稼働率というのは、止めているもの

について、年に何回か立ち上げて動くかどうかの試運転をしてみるというようなことで、稼働率
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が本当に数％とか、そんなようなものもあると聞いております。正当な理由なくというところを

丁寧に解釈をして、本当に必要で持っているものと、それから、必要がないのだけれども、持つ

ために稼働を年に何回かさせているものという、この適正さというのは、やはり全電力の比較を

しながら、上手に運用している会社の水準にまで近づけていくことが必要なのではないかと考え

ています。

○安念座長

なるほど。ありがとうございます。八田先生。

○八田委員

私は基本的にここに書いてある22ページの（a）（b）（c）は賛成なのです。それで、例えば完

全に自由化されたときの在り方としては、予備率というものは緊急のために用意するのだから、

これは要するに給電指令所の電力調整のために取っておくべきものであって、電気をお客さんに

売るための発電機ではないと元来は思います。緊急のときのためなのだから、給電指令所から命

令が来て、メリットオーダで発電します。今は電力会社が圧倒的だから、何か予備率を緊急のた

めにやるのが自分のところにやって見えるけれども、元来なら、外部の発電所にもともとの入札

した価格で発電してもらうのが筋だと思うのです。今そういう仕組みになっていません。元来な

らば、予備率のための電源は・・・。

○安念座長

アウトソーシングしますね。

○八田委員

予備率のための発電は、給電指令による電力調整のために売るもので、商売用の電力とは全然

別な価格体系にするのが元来の筋だと思うのです。それが今計画値同時同量制度でないために、

混在しているから一緒になってしまっています。

実はこれとは別のもう一つの問題があります。余分な発電機を作ってしまった場合です。これ

はそういう予備電力の市場があったとしてもとてもではないけど使い物にならない、そんなよう

なものを持っているという責任をどうするかという話があると思います。従って、規制料金であ

る以上、これはそこに無制限にコストを認めるということはあり得なくて、余計に作ったものは

自由化部門で吸収してちょうだいというのが基本的な考え方であっていいと思います。

○安念座長

ありがとうございます。どうぞ、松村先生。

○松村委員

私はずっと言っているのですが、（c）はちょっと恐れています。基本的には（a）を突き詰めた
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結果として（c）に対応するようなことが実現するのが望ましいと思います。真夏のピークのほん

の数時間しか動かないような施設を持っておくのが効率的なのか、それは需要側で対応した方が

効率的なのかという話を突き詰めていくと、結果的には極端に稼働率の低い資産は入らなくなる

という方が社会的には望ましいと思います。例えば形式的に稼働率何％以下のものは認めないと

か、稼働何時間以下のものは認めないとルールを決めると、効率的なガスコンバインドを止めて、

つまり1日定期点検の期間を延ばして、その1日に非効率的な電源を動かして帳尻を合わせて基

準をクリアするなどという行動をされたら、誰の利益にもなりません。

○安念座長

それはそうですね。

○松村委員

だから、形式的にどれだけ以上動いていないものは駄目というような乱暴なやり方で、このピ

ーク対応で持っている電源は一律に駄目、あるいはいいとならないように、（a）を突き詰める結

果として出てくるという方が望ましいのではないかと思います。

それから、ちょっとこれは完全に不規則発言で脱線なのですが、東京電力に関する経営・財務

調査委員会で、長期の需要見通しというものに関して精度が非常に低かった、予想が当たってい

なかったという批判が書かれていています。これは（a）と関連しているのだと思うのです。この

点については、電力会社を批判すると同時に、行政も反省しなければいけないと受け取るべきで

す。供給計画というレベルのところでも同様の問題があった、とりあえず高めの需要予測をして

責任を回避しようと考えたのではないかという批判です。この点についてデマンドサイドマネー

ジメントという発想もあまりにもなさ過ぎたのではないか。あるいは電力不足ということになっ

たら批判を受けるだろうから、わざと高めにして、それで誘導する等という発想だったのではな

いかとの批判もあり得ます。だから、行政、特に電力基盤整備課の問題でもあったということを

認識すべきです。震災後にデマンドサイドマネージメントという考え方を、電力会社だけではな

く電力基盤整備課も十分考えていくことが必要だというメッセージを読み取るべきだと思います。

この点電力基盤整備課は、他人事のように考えていて、震災後も、報告書公表後も、一向に体質

が改まっていないのではないかと懸念しています。この場で発言するようなことではなかったの

ですが、私は（a）と密接に関連していると思ったのであえて申し上げました。以上です。

○安念座長

マクロの正確な数字を提供するのは政府の役割であることは私も確かだと思いますね。八田先

生、どうぞ。

○八田委員
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整備に関して補足ですが、緊急のときのために用意するというのは、元来ならば電力のパワー

のところの料金で吸収すべきではなくて、託送料金で面倒を見るべきです。そのためには大体ど

のくらいの余裕を付けるべきだというものを公的にきちんとあらかじめ決めて、そして、そのた

めの待機コストは託送部門で面倒見るというのが元来の筋ではないかと思います。

○安念座長

ほかいかがでしょうか。どうぞ、永田委員。

○永田委員

（b）のところですが、長期休止ということで、会計的な概念で言うと再利用が客観的に見込ま

れていて、維持、メンテナンスのためのコストを負担しているということの整理になるかと思い

ます。それで、将来稼働の確実性という、ここの判断が非常に難しいところです。ただ、挙証責

任と申しますか、事業者として例えば必ずこれについては事業計画上こうこうこういう理由で、

このタイミングで再稼働を見込んでいるとか、そういったものについてディスクローズをきちん

として、その責任を経営者の方が明らかにして、それで、投資家を含めて国民の皆さまがそれと

きちんとウオッチして、監視していくとか、そういう牽制を働かすことも一方で大事ではないか

と思っております。以上です。

○安念座長

ありがとうございました。どうぞ、大西委員。

○大西委員

私はこの（a）が具体的にどういうふうにやられるかという意味がちょっと不明なところがござ

いまして、それをいえば（c）ですと過去の稼働率ということで外すかどうかという判断があると

思うのですが、（a）は需要見通しということです。これは料金の認可で言うと、今後例えば3年

で計算しましょうというときは、3年間の需要見通しを、デマンドレスポンスを踏まえてやると、

こういうことだと思うのです。実際例えば稼働率は今現在は十分なのだけれども、将来デマンド

レスポンスで見通しが下がるので、それは今外そうという判断をするということなのですか。そ

ういうことを（a）という意味はおっしゃっているのですか。ちょっとそこが、具体的にそんなこ

とができるのかどうか、ちょっとよく分からなかったものですから。

○安念座長

どうですか。

○片岡課長

ちょっと補足しますと、次の多分供給計画なり供給予備率に関連する概念として、デマンドレ

スポンスなどを反映した供給予備率、それを前提とした供給計画があって、そういう資産に限定
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していったらいいのではないかということです。先ほどの予備率が8がいいのか、あるいはもっ

と多くていいのかというところについての一定の限界があるのではないか、そういうことを言っ

ています。

（c）については、基本的にはこれはややバスケットクローズ的なところもありますが、あえて

言葉を選ばずに言えば、経営の失敗と言いますか、何らかの事情で全く動かない施設があったと

か、あるいは、何らかの事情で全く使っていないというのがあるとすれば、それは結局作ったも

のをすべて回収するという仕組みではなくて、そうしたものは当然排除するのだと、そういうこ

とを言っていることになります。

○安念座長

はい、どうもありがとうございました。どうぞ、山内先生。

○山内委員

2の方の事業報酬について何も議論がないので、一応コメントだけしておきます。

○安念座長

いや、これからやるのです。これからやります。

○山内委員

結論的に言うと、議論しなくてもいいのかもしれないのですが、今、事務局で整理をされたや

り方でこれからもやるしかないのではないかと思っています。まず、レートベース方式を採用し

ているということなので、レートベースの対象資産のうんぬんもあるのですが、その結果は額で

言うと結構限界的です。だから、それは重要ではあるけれども、もっと重要なのは事業報酬率で、

これは 1％変わると報酬額が大きく変わってしまうということなのです。ただ、これについても

自分がこういう研究をしてきたのに情けないと言えばそうなのですが、結論的なものというのは

あまりないのです。

それで、ここに書いてあるように、前々回、私が最初にお話をさせていただいたときのように、

リスク対応、あるいはリスク相応主義というのが基本です。それでしかないと思うのです。その

リスク対応というのは、要するにやはり事業体でゴーイングコンサーンなので、ちゃんと資金調

達できなければいけないということです。報酬率が低すぎれば資金を調達できず、それがあまり

に高過ぎると不公平ということになります。それから、ある意味では投資家にとっての公平性と

いう視点が本当はあるわけで、投資家の視点を勘案しろということが昔の教科書によく書いてあ

りました。

では、具体的にどうやるのかということですが、現在採用されているようにリスク・フリー・

レートとリスク・プレミアムの部分を分けて、そのどれくらいプレミアムを乗せるのかという議
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論しかないのです。ここではＣＡＰＭのβを使ってやっていますが、ほかにもやり方がないわけ

ではないです。しかし、、多分これが今言われているところで一番いいのかということです。です

から、この方式でやっていくしかないのではないかと思っています。

先ほどのβ値の計算が19ページに載っています。私も計算をしたことがありますが、かなり振

れるので、こういう事業規制みたいなことをやるときには、ある程度長期的なデータを取らない

といけないのと、震災をどう考えるかというのが一つあると思います。震災が起こったことでも

のすごく大きいイベントリスクが出たわけですが、それをどう織り込むかという話なのです。基

本的には長期的に見て、長い間でそれを織り込んだような長期的なデータでβを測って、それで

そのリスク分を乗せてやるというやり方が一番いいのではないかと思っています。ですから、先

ほど議論する必要もないと言ったのは、結論的に言うとここで言われているようなことがいいの

かと私は思っているということです。

○安念座長

ありがとうございます。

○山内委員

ただ1点だけ付け加えます。これも余計なことなのですが、ＣＡＰＭのβというのは株価を使

っている。一方で、株価というのは実は料金をどういうふうに規制するかによって動くのです。

だから、株価を使って料金規制をするということは実は循環論なのです。

○安念座長

そうですね。

○山内委員

だから、このような方式を使うのがいいのかどうかという議論はもともとあります。

○安念座長

自己実現的にそのとおりですね。ありがとうございます。

○山内委員

以上です。

○安念座長

すみません、これからレートの話になるのですが、22ページについては、つまりレートベース

対象資産については、（a）（b）（c）、大まかな方法としては大体よろしかろうかというご議論であ

ったかと思います。ただ、（c）についてはあまりに稼働率何％以下は全部ちょん切るぞと、そん

な話ではなかろうということです。（a）が実現して究極の姿になるとこうなるだろうというよう

なことだというご指摘もいただきましたので、私もそれはそのとおりで、基本的には経営の失敗
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作は除きましょうというようなことであろうと思います。

それから、8％の裕度というのですか、余裕ですが、これは八田先生ご指摘のようにもともとパ

ワーの話ではなくて給電指令の話だろうという、これは今すぐどうということではないと思いま

すが、その点の注釈も付けておく必要がありましょう。

それから、デマンドレスポンスについてはスマートメーターのことだけの話ではないというご

指摘もいただきましたので、その点も加えた上で（a）（b）（c）については大筋よろしかろうとい

うまとめになろうかと存じます。よろしいでしょうか。

それでは、事業報酬です。βで行くしかないということなのですね。私は生徒として伺います

が。

○山内委員

そういう限界を納得した上でやっていくしかないのですね。

○安念座長

だから、要するにリスクフリー資産と、それからプレミアムをどうやって配分するかというや

り方しか現実的には今のところないということですかね。

○山内委員

と思います。

○安念座長

そうすると、β値をどう取るかという問題だけが残るということですよね。

○山内委員

はい。

○安念座長

今のところ足元は0.7だということです。とにかくこれは大きくなればなるほど電力会社にと

っては有利なのですよね。一方、他人資本の部分は借金の利息だから、せいぜい安い金を調達し

てねということは言えても、これはどうにも仕方がないところですよね。そうすると、結局β値

なのですが、先生ご自身は0.7というのはどう評価されますか。つまり、まさに先生がご指摘に

なったように、常識として考えれば、震災後はリスクは高まったはずなのだから、もし0.7が正

しいのであれば、0.85とかになるのではないかというのが素人のレスポンスとしてはありそうな

ものなのですが、それは違いますか。

○山内委員

それは19ページのβ値の試算で、例えば左からいって7年平均で0.4幾つですか、9社平均で

0.44ですか。今おっしゃった震災後で言うと、二つ右側の列ですが、0.86です。こういう考え方
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だと思うのです。ただ、今、震災があったので0.86上がりました。それで0.86付けるというの

がいいのかどうかというと、先ほど申し上げたようにもう少し長期的なトレンドの中でプレミア

ムを見た方がいいのではないかということです。繰り返しますが、β値はどんどん変化するので、

短期で取ってもそんなに安定性もないということです。料金の安定性というのも一つの料金設定

のときの重要な目標なのです。それを考えると長期的に見た方がいいのではないかとは思います。

そういうことです。

○安念座長

はい、分かりました。では、永田委員、その次に松村先生、どうぞ。

○永田委員

事業報酬率のところは、β値のところと資本比率ですね。

○安念座長

3：7のところですね。

○永田委員

二つが重要なポイントであるかと思っております。

もう一方の切り口として、今までの議論は料金原価と、ある意味ではPL（損益計算書）の議論

で、あと事業資産のベースレートの借方の資産の議論です。一方で、この事業報酬は資産ではな

くて貸方の調達の議論でして、それで、特にこれが電力債の格付けの問題にもつながっていくと

いうことです。それで、実際電力債の格付けが今まで維持されてきたのは、いわゆる総括原価、

わけてもこのレートベースの制度的な担保があったというのが実態ですので、ここをいじくるこ

とによって、今の格付けも相当影響があるでしょう。これはあるべき論の話とは全く違う、ちょ

っとその話をしたら松村先生に怒られるかもしれませんが、実態としてそういうものがあるとい

うことを踏まえた上でこの議論はしなくてはならないと思っています。まさしく実態に合わせた

過大な報酬とならないような公正報酬というあるべき論は理解できるものの、今の状況の中でそ

こをどのタイミングであるべき報酬にすぐ持っていくのかというのは、議論が必要ではないかと、

具体的に言うと慎重にすべきだと私個人は思っています。

○安念座長

はい、ありがとうございます。松村先生。

○松村委員

一つは山内先生に質問なのですが、ここは7年でやっていますが、先生の感覚からすると7年

ぐらいというのは妥当な長さなのでしょうか。もう少し長くした方がいいとか、5 年ぐらいがい

いとか、もしそういうお考えがあれば具体的な数字を教えてください。
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○安念座長

いかがですか。

○山内委員

これは7年というのはどういう意味でしたか。

○片岡課長

現在の審査要領では7年と書いています。

○山内委員

昔、社会的割引率というのをどういうふうに決めようかという議論をしたのです。そのときに、

戦後の日本の金融の約定金利の実質で取ると大体4％ぐらいというのが出てくるのです。それで、

社会的割引率 4％というのをいろいろな分野の費用便益分析なんかで使っているのです。長く取

ればそういうことになるのではないかと思います。何年が最適か分からないですが。だから、7

年がいいのか、もっと長いのがいいのかはもう少し計算してみないと分からないですが、収れん

するのではないかと思っています。

それから、今、永田先生がおっしゃった話はまさそうで、先ほど私が言ったことを別な言い方

をするとそうなのです。これでリスクを大きくすれば、当然調達金利が上がるので、βが今度上

がってきますので、それをどういうふうにするかという問題です。もともとの原則は、基本は資

金を調達できないと企業は回っていきませんので、これは先ほどのお話のように、例えば社債を

どれだけ出しているかというのも考慮しなければいけないということだと思っています。

○安念座長

よろしいですか。

○松村委員

今やるタイミングかどうかは別として、3割7割のことで一点申し上げます。この3割 7割で

固定すると、つまり今とルールを変えないと自己資本を充実させるインセンティブがあるという

のはやはりおかしい。現状では他人資本よりも自己資本の収益率の方が高いわけですから、実際

には他人資本の割合を大きくして、自己資本を薄くして実際の自己資本比率を3割未満として、3

割分は高いレートで報酬率を計算する方がより儲かることになります。しかしこのような誘因を

与える制度は歪な制度と言わざるを得ません。ただ、この局面で3割ではなく現実の自己資本に

合わせることをすると、突発的な事情で自己資本が急激に減った会社が2社ある中で、いまそれ

をやるのがいいかどうかは考える余地があります。いずれにせよ、問題があることは認識すべき

です。以上です。

○安念座長
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3：7もかつては現実に即した数字だったわけでしょう。単に抽象的に考えてそうなったという

話ではないはずですよね。ほかいかがでしょうか。この報酬率そのものの議論ですが。どうぞ、

永田委員。

○永田委員

あと他業種ですね。ガスについては自己資本比率が実態として4割ぐらいあるのではないかと

思いますが、非常に今は事業報酬率は確か 35％ですか。7：3 ではなくて、35：65 ですか。しか

しながら、ガス各社はかなり高い自己資本比率をもう既に達成しているということで、そういう

意味で言うとやはり競争環境の中で、これは弱い、今、電力をサポートする必要はないのでしょ

うが、ただ実態としてやはり自己資本を充実させていって、それから有利な調達、電力債も含め

た調達をすることで財務基盤を安定させる。そうすることが今の状況では、ある意味で結果とし

て電力料金を安定的に制度として維持させるためには重要なポイントではないかと思います。

○安念座長

どうぞ、大西委員。

○大西委員

私は、この部分は先ほど松村委員がおっしゃって、これも論理的には自己資本比率というのが

17ページでしたが、現実と違うこれをこれで置いてというよりは、むしろリスクプレミアムとか、

そちらで調整して、結果において妥当だという方が論理なのです。結局現実として松村委員がお

っしゃるように、今この段階で、こういう非常に不安定な状況のプレミアムで、ここで調整すべ

きかというと、それはこのままなのかなと思います。ただ、論理的には多分違ったものを、資本

比率は全然違うものを置いておくというよりは、むしろプレミアムとか、そこにはもうちょっと

妥当なものを置いて、結果的な報酬率は変わらないというような考えはあるわけです。要するに

どこで置くかという議論だと思います。そういうことだと思います。

○安念座長

ここは理論として議論すればいろいろなことが言えそうですが、では、当面は算式も、それか

ら、β値の0.7も大きくは動かさない話だというふうに承りましたが、大体のまとめとしてはそ

んな感じでよろしいですか。いかがでしょう。

○松村委員

β値のことをおっしゃったのでしょうか。

○安念座長

ご意見があればどんどん言っていただきたい。

○松村委員
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7年とか、10年とかを取って、その平均値でやるということを座長がおっしゃったのでしょう

か。そうであれば支持します。

○安念座長

0.7 という絶対値が正しいという意味ではなくて、もちろんそういう意味です。特に大きく問

題があるわけではないということです。分かりました。では、そういう方向でまとめさせていた

だきます。

大臣がご退席ですので、ちょっと一言ごあいさつです。

○枝野大臣

すみません、今日も熱心にご議論いただいて、途中で退席して大変申し訳ありませんが、引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

供給計画

○安念座長

では、事業報酬率のことはそのくらいにいたしまして、次に供給計画です。これはこれでまた

大変です。検討課題、27ページですが、これについてはいかがでしょう。2の方はちょっとまた

火力入札の話も含まれておりますので、主として1の方をご議論いただけるとありがたいのです。

いかがでしょうか。こういうふうに書かれればそうだなということになりますか。確かに随時調

整契約の工夫によってピークカット、その他の効果があるだろうと、それは当たり前といっては

当たり前です。

○八田委員

これを料金にどう反映させるという話なのですか。ちょっとそこのところ分からないのです。

○安念座長

どうぞ。

○片岡課長

すみません、繰り返しで先ほどと絡んでいるということだと思いますが、結局電気料金で算入

すべき費用としての前提になる設備がどういう形で算定されるかという際に、結局供給予備力を

持った形で供給力を算定するわけですが、この前に書いていますように、その際に需要想定が当

然あるわけです。その需要想定の作り方として、これまでは割と非常に固めといってはあれです

が、デマンドサイド、需要サイドの取り組みというのを割と抑制的に織り込んできたということ

で、若干そういう意味では大きめに設備が造られる原因というか、要因になっていたのではない

かということです。今後、スマートメーターも入っていくこともかんがみれば、もう少しデマン
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ドサイドの取り組みを反映すれば、その供給力ももう少し抑えられる形で電気料金に反映できる

のではないかと、そういうことです。

○八田委員

そうなのですが、その筋から言ったら、そういう例えばリアルタイムのいろいろな調整ができ

るようになったらば、自由化部門もひっくるめて供給力を抑えるようになるだろうということで

す。そちらの方が安くて新規参入者との競争条件が良くなるということです。それがこの価格に

も、規制料金の方にも反映するということだろうと思うので、これはおっしゃるとおりだと思う

けれども、特に料金の算定に特別に考慮するよりは、むしろこういうことができるように、リア

ルタイムの生産のメカニズムを作れば下がるだろうというくらいのことではないかと思うのです。

○安念座長

そうですね。とにかくやれという、そういうことですよね。分かりました。それでは、1.はと

にかくやってくださいというまとめにいたしましょう。

新しい火力入札について

○安念座長

2.は、次の火力入札の問題です。この点については、これはなかなか難しい問題と存じますの

で、ご議論いただきたいと思います。検討課題は36ページです。これは今までの先生方のご議論

の中でも、できるだけ入札でいきましょうというのですから、方向性としては、私はこの方向だ

と思うのです。問題は、いつごろからどういう火力について入札を始めて、かつその入札の方法

です。やってみると1社入札になりましたなんて、そういうものではあまり意味がないので、本

当に実効的な入札というのができるかどうかというのも一つの論点なのかという気がいたします。

どうぞご議論いただきたいと存じます。いかがでしょう。どうぞ、山内先生。

○山内委員

先ほどちょっと申し上げたことなのですが、やはり電気事業の事業体制をどうするかというこ

とにかなりこれは依存していて、今おっしゃったことは、ですから、参入はどれだけあるかとい

うことは、参入しやすい環境ができているかということなので、基本的にはそういう方向にもし

も動かすということであって、そして、こういう入札というのが、それが整合的な議論だと思い

ます。だから、この議論は料金でやるというのが一つですが、一方では、実際に事業体をどうす

るのかということと並行しないと意味がないということだと思います。具体的には八田先生が提

案されると思います。

○安念座長
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それはそうです。参入してくれないことにはどうにも仕方がないですからね。ほかいかがでし

ょうか。全くまさしくお説ごもっともと存じますが、秋池委員、どうぞ。

○秋池委員

入札をするのは、前の方にもいろいろ書いてあるのですが、環境アセスメントをする前に入札

をきっと行うのでしょうね。

○安念座長

まあそうですね。

○秋池委員

その落札した事業者が環境アセスメントに通らなかったらどうするのかといったようなところ

は、何らか配慮をしないと、6～7年後に電力が不足してしまう、もしかしたらそのときにデマン

ドレスポンスがまさに必要になるのかもしれないのですが、そういう配慮は必要なのかというこ

とです。ですので、私も入札をするというのは、やってみたらいいのではないかと思っているの

です。安定供給を守るために配慮しなければいけない部分とか、あと、あるいは落札して実際に

電力の供給を始めた事業者が、供給責任は恐らく配電をしている会社側にあるのだと思われます

ので、実際にうまい運営できなかったときの責任を誰が取るのかということに配慮した入札制度

になるべきだろうと思います。恐らく海外が全く同じ制度があるわけではありませんが、発電を

やっている側が必ずしもそこを守らなかったためにうまくいかない事例とかもあろうかと思いま

すので、うまい制度設計に、入札の仕組みにできるようにと思っております。

○安念座長

うまい制度設計というのは何ですか。私も全く秋池委員のご指摘のとおりだと思うのです。こ

れは民民の契約だとすると、おっしゃったように供給義務は一般電気事業者が負うのだと思うの

です。だから、買ってくるだけです。とすると、一般電気事業者とIPPとの間は民民の契約しか

ないと思うのです。立法措置を取れば別ですが、今のところではそれしかないとなると、もし途

中でダウンしてしまうと、一般電気事業者としては単に契約の不履行という民事上の責任が問え

るわけですが、しかし、電気をくれなくなったのに金をもらったって仕方がないですよね。どう

いうふうにすればよろしいのですか。

○秋池委員

そうなったときに供給責任を持っている側が、そうなったときのために、系統安定化のための

余分な設備を持つようになったら何の意味もないわけですよね。カリフォルニアだったか、発電

側が供給を抑制することによって価格を上げようとしたりというようなことで、小売会社側が破

綻をしてしまった事例が、すみません、うろ覚えで恐縮なのですが、あります。そういったとこ
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ろを上手にビジネスというのもあれなのですが、安定供給を守られるような、かつ責任を負う側

が過剰に負荷を負わないような仕組みにしないと、始めた後に回らなくなるのではないかと考え

ます。

○安念座長

なるほど、その点を含めましていかがでしょうか。ほかに何かご意見は。松村先生、どうぞ。

○松村委員

実際かつては行われていたわけですから、それをちゃんと調べてどういう対応をしているのか

を見ればいい。かつての契約で問題が起こっていたことが明らかになれば秋池委員の懸念がもっ

ともだと言うことになるでしょうし、そうでなければためにする議論にすぎないのかもしれない。

また、現在でも一般電気事業者さんは相対契約で他社の電源とかを買ってきているわけですよね。

原子力発電所の電気を一定量引き取りますという契約もあるわけです。その契約を見せていただ

ければ、どのような対処が必要かわかると思います。民民の契約だから私には見せてもらえない

とは思うのですが、行政当局の方で調べてみれば分かると思います。

まさか自分たちの仲間で原子力発電でやっているものについては止まっても違約金は取らない

けれども、IPP でやるときには高額の違約金を取りますなんていうそんな契約はきっとやってこ

ないと思います。それでもちゃんと今の相対契約でもうまく回っているということを前提として、

新規参入者の方はそんな簡単に電源を止めてしまうのだけれども、そうでないところは安心です

などという発想になぜなるのかというのは分かりません。今でもちゃんとよく回っている、制度、

契約条項を参考にして、入札設計すればいいと思います。

○安念座長

粛々とやればいいということです。なるほどね。ほかいかがでしょうか。

それでは、この点については、基本入札という点については大きなご異論はなかったやに思い

ますので、環境アセスの問題、それから、安定供給の問題は現に今までのところどういう工夫が

あるのかということを調べられるものなら調べていただいて、当面の結論とするということでい

かがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。これを後から蒸し返していただいてもち

っとも構わないです。

デマンドレスポンス料金とスマートメーターの導入について

○安念座長

それと、スマートメーターですが、さて、これはまたいろいろご意見がおありなのではないで

しょうか。国策として一斉にやれというご見解もあれば、それはもう民間の話でしょう、マーケ
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ットに任せればいいのではないですかというご見解までいろいろあろうかと思うのです。この点

についていかがでしょう。結論を今日どうしても出さなければならないということはないと思い

ますが、検討課題44ページですが、いかがでしょうか。松村先生、どうぞ。

○松村委員

まず国策として一挙に普及させるべきなのかどうかという、その議論はここの委員会のマター

ではないと思います。

○安念座長

それはもちろんないです。

○松村委員

それはエネルギー・環境会議で決めることであって、これは仮に国策でやるといことになった

としたらどう料金に入れるかということ、それだけ議論すればいいのですよね。

○安念座長

そうです。もちろんおっしゃるとおりです。ただ、エネ・環の目標はあります。では、一応エ

ネルギー・環境会議の目標がありますので、それを前提とするとすればという議論をそれではい

たしましょうか。山内先生。

○山内委員

44ページの4.ですが、スマートメーターのレートベース算入の在り方というのは、例えばほっ

といてというか、今のやり方で電力会社がスマートメーターを入れた場合は、それは事業資産に

なるのでしょうか。

○片岡課長

はい。

○山内委員

そうですよね。それをどういうふうにして促進策にするのでしたか。

○片岡課長

ここはちょっとすみません、そういう意味ではご議論いただきたいという趣旨もあって、ちょ

っと中立的に書いているのですが、二つあります。一つはちょっと1枚戻っていただきますと、

43ページの一番最後に東電経営・財務調査委員会で指摘されていますが、5.で中長期的には算定

に当たって、コスト削減効果を踏まえたメーターに限って計上を認めるということです。逆に言

うと旧来型のメーターについてはレートベースから外すといったことを考えたらどうかというこ

とが一つ提言されています。他方で、もう一つ関連する制度として、連系線なりFCにつきまして

は、これも第4次制度改革におきましてレートベースの算入を簿価の1.5倍に割り増すと、それ
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によって作るインセンティブを与えるという制度が導入されていまして、そういう意味ではいわ

ゆるアメとムチなのです。そうしたものについてそれぞれどのように考えるかということをご議

論いただければと思った次第であります。

○山内委員

なるほど。今のメーター、先ほどの松村さんの話で、特別高圧なんかのメーターは時間帯にな

っていて、通常のメーターでも30分値とかいうメーターも確かあったりするので、どこまでスマ

ートメーターで何を目的にするのかというのをちょっと明確にしないといけないかと思います。

それも合意が必要なのかと思います。

○片岡課長

すみません、一応議論の前提としまして、スマートメーターの定義につきましては、この前の

また41ページにありますが、こういう形で30分ごとにちゃんとデータが取れるとか、それから、

ここに書いていますような使用量とか、逆流、潮流情報とか、時刻情報が取れるという、こうい

うものを一応スマートメーターと思っていただければいいかと思います。

○山内委員

私は、やはりこれはやり方一つ、それもあるかとは思うのですが、ただ、先ほどのお話で、こ

こまで普及させるという仕方は、電力会社に全部任せるというだけでいいのかという疑問を持っ

ています。やはりスマートメーターとか、あるいはもうちょっと広く言うとスマートグリッドと

いうか、スマートコミュニティというか、エネルギーというか、そういうものはものすごく多様

な技術が出てきているし、それをある意味では競わせるというか、あるいは適材適所というか、

それを当てはめていけるようなそういう制度というのは必要なので、インセンティブはこれでい

いかも分からないけれども、それを導入できるもうちょっと自由な環境というものを作ってあげ

なければいけないのではないかということです。それは先ほどの松村さんの話ではないけれども、

ここでやる議論ではないか分かりませんが、料金だけではちょっと限界があるので、そういうも

のを考えておかなければいけないかと思っています。

○安念座長

はい、ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。料金論なのですが、料金論の先にや

はりある種のイメージがあるのですよね。いかがでしょうか。どうぞ、大西委員。

○大西委員

スマートメーターの導入については、コスト削減効果、これは例えばよく言う検針員の問題等

もあります。そういう問題もあるのと、需要抑制によってピークのカットができて、それによっ

て効率が上がるというところだと思うのです。ここの部分について、電気事業資産の計上を認め
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るということもあるのですが、実際は多分全家庭に一気に普及はしないで逐次あると。これがあ

る意味、でも料金は全需要家に一気にかかっていくという、この辺の整合性というのはやむを得

ないのかと思いつつも、ただ一方で、スマートメーターだけであれば多分これは負担でしかない

のですが、スマートグリッドなり、もしくはいろいろな通信事業者なり、家電の事業者とタイア

ップして、ユーザーにとっても非常にメリットのあるものを導入していくとすると、ここの分の

負担というのを場合によっては当該需要家から何らかの形で回収するなりという方法もなきにし

もあらずなのかという気もしないでもないです。

○安念座長

なるほど。当該需要家というのは、スマートメーターについてはスマートメーターを設置した

需要家という、そういうご趣旨ですか。

○大西委員

そうです。

○安念座長

それはスマートメーターによる受益がその人にあるからという、そういうことですか。

○大西委員

そういうようなパッケージができるのであればという意味です。単純にメーターを付けました

というだけでは無理だと思うのです。

○安念座長

それはもちろんです。ええ、なるほど、はい、分かりました。八田先生。

○八田委員

スマートメーターは目的が二つあると思うのです。一つは需要家が付けて、価格の変化に応じ

て需要シフトをして、電気代を節約しようという目的で付けるものです。これは別に電力調整と

は全く関係がないやり方のことです。それはそれぞれのお客さんごとにそれを付けて、そして、

その代わり結果的に安い料金でやればいいでしょうという話だろうと思うのです。規模の経済が

ある場合にはまた別な話です。

それから、今度別途例えば大きな工場や何かでスマートメーターを付けて、電力不足の際に給

電司令所が、電力調整のために電力を下げるという特別な契約をしておく。そして、下げたらば

その分お金も払うし、もともとそういう待機してもらうためにお金も払っておくということです。

これは先ほどおっしゃったように全需要家に裨益することだと思うのです。それならば、それは

一種の託送料金のアンシラリー（ancillary）のところでチャージすべき値段です。だから、同じ

スマートメーターでもちょっと性格が違います。技術的に規模の経済がどれだけあって、イタリ
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アみたいに一発でやった方がいいのか、個別でできるのか、その辺は分かりませんが、個別にで

きるとしたら個々の需要家だと思います。

○安念座長

はい、なるほど。ほかにいかがでしょうか。何かご意見は。八田先生がおっしゃったなかで前

者はいわゆる見える化と称するやつで、見えると自分で節約しようという気になるだろうという、

それは節電型の家電を自分で買うのと同じことだということですよね。それはそれで節電したい

人は買ってくださいということです。

○八田委員

そのためにはちゃんとリアルタイムの市場を作っていてくれなければ話にならないのです。

○安念座長

それはそうですね。ほかにいかがでしょうか。松村先生、どうぞ。

○松村委員

メーターを付けた人の負担とするのは、すごく抵抗があります。それも一つの整理の仕方で、

メーターは誰のものかということを考え、メーターも家電製品と同じように消費者が自分でどの

メーカーを選んで、自分の所有物としてつけるという、ここまで自由化することを考えるなら、

まだ考える余地はあるとは思います。しかし、電力会社の資産として付けて、付けたそのお客さ

んのところだけ料金を上げるというのはすごく抵抗があります。第1に現在の制度と大きく違い

ます。現在の制度でも電子式の 2 値メーター、4 値メーターはあるわけで、時間帯別の料金をや

るためにはメーターを替えます。メーターを替えますが、このためのコストは一般負担で、付け

た人に負担させていないという事実があるのに、スマートメーターになったら急にそうなるのか

というのは、すごく違和感があります。

第２に、デマンド・サイド・マネージメントを進めて、これでピークを抑制し、全体として効

率的なものにし、さらに、最終的にはほぼ全戸に置き、これをベースにしていろいろなビジネス

に参入する社会基盤を作るのだと理解しています。個々にばらばらに設置するのではなく、全体

として、面としてメーターが普及しているというのが非常に重要なのだということも考えれば、

私は一般負担が極めて自然だと思います。

○八田委員

それは、一つは規模の経済があるかどうかに依存すると思うのです。

○安念座長

そうですね。あるいは外部性の問題でしょう。

○八田委員
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それから、もう一つは、私は電力調整の方は、給電指令所がきちんとやらなければいけないこ

とだけれども、需要家がリアルタイムのいろいろな価格に対して、どの程度反応するかしないか、

それはやはり需要家に元来任せられるべきです。ただし、おっしゃるように、今の仕組みの中で

メーターを電力会社が持つということならば、メーターを設置した人に対してはメーターの設置

料をカバーする。電力料金にその人に対してかけるということで、間接的にはコストが吸収され

るということだろうと思います。

○安念座長

なるほど、分かりました。5.の点はいかがでしょうか。スマートメーターに限ってレートベー

スに含めるという考え方、これは一気にできるものでは多分ないでしょうが、やがて行く末はそ

うなるということだろうと思うのです。これについてはこういう考え方でよろしいものでしょう

か。山内先生、これでよろしゅうございますか。

○山内委員

技術的に見て今のメーターの資産部分というのは除却してしまうわけですか。

○片岡課長

その場合にはそうです。

○松村委員

例えば一つのやり方としては、スマートメーターは検満の時期に合わせて、つまり、取り替え

る時期に合わせて付けていくというストラテジーを仮に取ったとすると、ある一定時期以降は、

新たに古いメーターを取り付けるのであれば、それはレートベースには認めないというやり方も

あると思います。

○山内委員

そしたら、こういうやり方をしないで・・・、税法上の問題は減価償却の期間を短くして、そ

れで古いやつを除却してやればいいのですね。いろいろやり方があるかも分からないですね。

○安念座長

古いやつを捨てさせるのにということですね。それはあるでしょうね。除却するわけだから、

除却損の処理の仕方によってインセンティブを与えることもできるでしょうね。

いろいろ論点がありますので、今のいただいたご発言をもとにしてちょっと整理をしていただ

いて、もう一回提示いたしましょう。スマートメーターの問題はどうも先生方からのご発言があ

りましたように、ちょっと料金の枠組みの中ではなかなか扱いかねるというか、ちょっとはみ出

すところもあると思いますので、その点も含めて再整理を事務局にしていただこうかと存じます。

それでは、一応今日のところはこういうところにいたしましょうか。
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また、あと3回ほど日程が組まれておりますようですので、その期日においてでもいいし、途

中でもいいし、もう一回考えてみるとこういうところを言い逃したということがあればもうどん

どん言っていただくという、蒸し返しいくらでもありという、そういう議論の仕方をしたいと存

じますので、よろしくお願いをいたします。

実は、こう申せば先生方に笑われるかもしれませんが、いろいろ座長はやったつもりなのです

が、今回ばかりは率直にいって前の日は予習と緊張でなかなか眠れないのです。これは正直にそ

うです。ただ、先生方の多大なご協力によりまして、なかなか充実した議論をさせていただくこ

とができました。本当にありがとうございます。それで、妙な言い方ですが、委員の先生方、そ

れから、事務局の各位、それから、また、熱心に傍聴いただきましたフロアの皆さま方にも心か

ら御礼を申し上げまして、型どおりでございますが、よいお年をお迎えくださいますように、心

からお祈りをいたしております。本当にありがとうございました。では、事務局からお願いしま

す。

○片岡課長

ありがとうございます。終わりではないのですか。

○安念座長

終わりではないのです。

4.事務連絡

○片岡課長

次回日程につきましては、1 月下旬を予定しておりますが、追って事務局からご連絡いたしま

す。

5.閉会

○片岡課長

それでは、これをもちまして第3回の電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議を終わり

とします。どうもありがとうございました。

○安念座長

どうもありがとうございました。

○片岡課長
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退席の方法ですが、皆さんにお伝えいたします。大勢の方が一度に退席されますと混雑します

ので、恐れ入りますが、事務局の者がおりますので、指示に従ってもらえますようお願いいたし

ます。では、どうもありがとうございました。

―― 了 ――


