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第4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24年1月20日（金）17:01～18:53

場所 経済産業省本館17階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、ただ今より第4回の電気料金制度・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。本日は山内先生が出張のためご欠席されております。あと、枝野大臣ですが遅れて見

えられるということですので、ご了承いただければと思います。

まず、議事に入ります前に安念座長よりごあいさつをお願いします。

○安念座長

遅まきながら皆さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたし

ます。傍聴の方々もお忙しいところ、また、お足元の悪い中をお出ましをいただきまして、本当

にありがとうございます。

大臣がいらっしゃらないので、とにかくあいさつ要員が必要だということでごあいさつをさせ

ていただきますが、今日はいよいよレートメークという、ディープな世界に入ってまいります。

この辺りはとりわけ山内先生がお得意中のお得意だろうと思うので、私はスカイプか何かで参加

していただければ良かったかと思うのですが、何かコメントをお寄せいただいているそうですの

で、それを後ほど事務局から紹介をしていただきたいと思います。あと3回と聞いておりますが、

とにかくまとめなければいけないという話でございますので、先生方の一層のご尽力、ご協力を

どうぞよろしくお願いいたします。

○片岡課長

はい、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にしたいと思います。カメラ

マンの方はご退席をお願いいたします。では以後、安念先生に議事の方をお願いします。

2.電気料金算定上の各論点について

○安念座長
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はい。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いただきます。では、片岡課長お願いいたし

ます。

○片岡課長

はい。お手元の電気料金算定上の各論点についてということでありまして、資料3をご覧いた

だければと思います。1 枚めくっていただきますと、今回の目次ですが、今回の検討課題、原価

算定期間の在り方、それから個別原価計算・レートメークの在り方、事後評価の在り方、その三

つでございます。3 ページは、今回の検討課題ということでありまして、いつもの表があります

が、前回までは左側の半分、総原価、営業費用および事業報酬およびその算定の前提となる供給

計画の適正性についてご議論をいただきました。今回は、一つは原価を見積もるための算定期間、

それから二つ目に緑の部分でありますが、個別原価計算・レートメーク、さらには事後評価とい

ったところにご議論いただければと思います。

まず一つ目の原価算定期間ですが、4ページ以降でございます。5ページをご覧ください。原価

算定期間ですが、料金の算定に当たりまして、事業の合理的な見通しが可能な期間を設定しまし

て、当該期間における原価を算定しております。過去、なお書きでありますが内規の時代におき

ましては原価算定期間は原則3年。ただし、原価要素の変動状況に応じて1年から3年も構わな

いというふうになっておりました。他方で、平成11年の電気事業審議会におきまして、合理的な

将来予測ができる期間を自主設定するということで、現行制度上、これは省令になっていますが、

1年を単位とした合理的な期間という形になっております。

実際どうかということですが、6 ページですが、過去各電力会社の設定した原価算定期間、昭

和40年以降を取っていますが、いわゆるオイルショック辺りまで2年とか3年が多ございました

が、55 年以降はみんな 1 年程度になっています。ちなみに他の産業でありますが、ガス、鉄道、

水道の例を挙げておりまして、鉄道、水道におきましては3年、もしくは3～5年になっていると

いうことでございます。

7 ページですが、東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告におきましては、二つ、次の

ページと合わせて見ていただけるといいかと思いますが、届け出時の原価と実績の乖離を分析し

ております。これを見ますと、7 ページですが、固定費および燃料費以外の可変費、こうした費

用については届け出後の時間の経過とともに乖離の幅が大きくなっていっています。これはある

意味で経営効率化も進んで乖離が大きくなっていると見込まれるのではないかということです。

一方で次のページですが、燃料費については、例えば平成15年の原発の全号機停止であります

とか、平成19年の新潟中越沖地震における原発の停止、こういった場合には原価が大きく跳ね上
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がるという状況になっております。

9 ページですが、経営・財務調査委員会における指摘ですが、細かいところをはしょって線の

引いたところだけご説明しますが、3.営業費用の算定に当たっては、原価算定期間を1年間とせ

ず、例えば3～7年とした上で、中長期に実施が期待される合理化努力、合理化措置を織り込んだ

上で、企業の努力部分を明確化すべき。それから7.ですが、原子力発電所の停止等による燃料費

の影響について、料金に適切に反映できるような配慮した制度設計とすべきといったことが提言

されております。

それを受けまして、10 ページの今回の検討課題ですが、一つは原価算定期間につきまして 1.

過去、値下げの届け出制の導入以降、電力会社の料金改定はおおむね2年ごとに実施されてきた。

それから一般的な企業の中長期経営計画が3年であることを踏まえますと、事業者の十分な経営

効率化努力を織り込む観点から、認可時における原価算定期間は複数年、例えば3年とすべきで

はないか。他方で、狂乱物価状況下など、原価の見通しが困難な社会的、経済的特段の事情があ

る場合には、単年度の原価算定期間とすることも認めるべきではないか。なお、届け出の場合に

つきましては、自主的な経営効率化努力を迅速に反映するという観点から、算定期間をより柔軟

に設定しても良いのではないかということをご提言させていただいております。

（2）ですが、電源構成の変動への対応ですが、先ほど見ましたとおり、原価算定期間が複数年

化すれば、その間における当初想定した電源構成が何らかの事情、原発の稼働状況等により大き

く変動するといった場合に、その原価の適正性は維持できないと考えられます。他方で、燃料費

調整制度というのがございまして、原料の輸入燃料価格の変動を自動的に料金に反映するという

制度がありますが、それと異なって、どの電源を稼働させるかはひとえに電力会社の経営判断そ

のものではないかということで、自動的に行ってしまうと恣意的なことになってしまう可能性が

あるということです。このために、まず前提条件としまして、原価の適正性をあらかじめ行政が

確認している値上げの認可を経ているといったことを条件にしまして、その原価算定期間におけ

る電源構成の変動があった場合に、すべての原価を洗い替えることなく当該部分、燃料費の部分

の原価の変動のみを料金に反映させるといった改定を認めるべきではないか。その際値上げにな

る場合には、やはり行政がきちんと確認するという観点で認可を行うべきではないかということ

です。この場合、認可を経るとしても総原価を洗い替える必要がないことから、査定プロセスが

簡略化されますので、より短期間での料金改定が可能となるのではないかということです。

続きまして3.で、個別原価計算・レートメークの在り方です。12ページに、先ほどのページを

より詳しくした模式図が書いてあります。一番左側、想定された総原価を最終的には小売りの料

金、しかも小売りの料金も規制部門の料金と自由部門の料金、それから託送料金という形に最終
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的には料金の形で設定していくことになりますが、この算定プロセスについては算定規則という

形で省令に規定されております。これは、それまでは内規だったものを平成11年の部分自由化に

伴いまして、託送制度を設けたものですから、その時に透明性の確保の観点から省令化しており

ます。

具体的には一番下の方にピンクで書いていますが、まず総原価を水力、火力、原子力等々の 9

部門に整理をします。それから、一般管理費、例えば社長の給与であるとか本社の費用であると

か、そうした費用については水力、火力それぞれに配分できないものですから、それについて発

生原因に基づいて残りの部門、水力、火力、原子力等々に整理していく。これをABC会計手法と

いうものでやっております。次、少し飛びます。13ページに、一番上のところで「ABC会計手法

（Activity Based Costing）」とありますが、複数の部門に共通、関連する一般管理費を3段階に

分けて各部門に整理していくものです。それで直課というのは直接発生原因に応じて費用を整理

する。それから直課できないものについては、帰属という形で適切な基準を設定して、それで配

分する。最後に配賦という形で、それもできない場合に何らかの代理的な比率を用いて配分をす

る。直課の比率が多いほど、確からしいということになるわけですが、そういう形で算定する手

法です。このやり方については省令で定められておりますが、事業者が個別にそれに代えて独自

の基準を設定することも可能となっていまして、その場合にはそれを公表するということになっ

ております。

戻りまして12ページですが、8部門に整理した料金の原価でありますが、それを次に託送関連

と非託送関連といいますか、送電関連と非送電関連に分けてまいります。これは、託送料金とい

う形で独立した料金を作る観点から、そこに余分な費用が載っていないことを確認するためにこ

ういう制度を設けております。それで、色で言いますとブルーの送電非関連とオレンジの送電関

連費にそれぞれの費用を分けていくということでありまして、例えば水力、火力であれば、一見

送電とは関係ないように見えますが、新規参入者の発電機が需要とギャップがある場合に、それ

を埋めることをアンシラリー（ancillary）と呼んでいますが、そのために電力会社の発電機を焚

き増したりする場合の費用としてアンシラリーサービスというのは託送料金に乗ってきますので、

そうしたものを水力、火力から切り出してきます。

それから送電費は当然全体を託送費に行きますが、例えば配電とか販売であれば、これは自由

化対象の需要家とそうでない需要家に分かれますので、低圧、自由化ではない部分、それから高

圧の部分のところで分けていくことで、送電関連と非送電関連に分けます。その上でその費用を

最終的には需要の種別、これは大きい方から特定規模需要、この中に特高・高圧とありますが、

特定規模需要と低圧（規制部門）に分けていくということになっていまして、このときに固定費
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の配分方法として、上の方に四角でありますが2：1：1法とか2：1法という手法を用いています。

これは非常に専門的なあれですが、13ページの真ん中より下の方に書いてありまして、固定費を

先ほどの特高、高圧、低圧という形で需要種別に配分していく方法としまして、2：1：1 法、要

すれば例えば発電関連の費用につきまして、ピークにどれだけその需要が寄与するというか、責

任を持っているかと。要は、設備の形成のためにはそのピークに応じて設備を作るものですから、

そのピーク時に電気を使っている部門の需要によりたくさん固定費を負担してもらおうという手

法でありまして、2：1：1 法。そういうことのない、需要家のピークと関連のない費用について

は2：1法ということで、これは配電の変電サービスとか高圧配電にありますが、ピークと関係な

くそういう形で配分するといった配分方法も省令で規定しております。

それで一応、それぞれ需要種別に配分される費用、特高には幾ら、高圧には幾ら、低圧に幾ら

と分かってくるわけですが、次の14ページですが、それぞれの需要種別に、ではどういう料金の

設定にするかというのがレートメークでありまして、このかぎで囲ってありますが、これは省令

上、整理された総費用、総固定費、総可変費および総需要家費の合計額が需要の料金収入に一致

すると、費用と収入は一致することだというのが規定されております。その収入の範囲内におい

て、選択約款という形で効率的な経営に資する場合には、新たなメニューを作ることも可能にな

っています。そうした上で、その需要種別に応じまして、電圧とか負荷形態とか電気の使用形態

に応じて料金が作られていくわけですが、真ん中にかぎがありますが、これは少し分かりづらい

表現になっていて、省令なので恐縮なのですが、販売電力量にかかわらず支払いを受けるべき料

金、つまり基本料金および、販売電力量に応じて支払いを受けるべき料金、つまり従量料金。基

本的には基本料金と従量料金を組み合わせて設定することを原則とすることが省令上規定されて

おります。これによりまして、電気料金がそれぞれの需要種別に設定されているということです。

15ページはその規定が載っているだけなので飛ばします。

16ページも前回お示ししたとおりでありますが、例えば東京電力であれば供給約款という一番

左上の「従量電灯 B」という基本的なメニューに加えまして、時間帯別等々の選択約款が用意さ

れているということです。

17ページですが、東京電力に関する経営・財務調査委員会における指摘事項ですが、特に先ほ

どの競争の基盤となる託送料金について、第三者が適正性・妥当性の確認が行えるよう、より情

報公開の度合いを進めるべきではないかということを指摘されています。具体的には、右側の方

に先ほどの図のところに吹き出し的に書いていますが、一つは先ほどの一般管理費等につきまし

て、ABC 会計手法を用いて費用を配分しているのですが、その具体的な配分の情報が明らかにな

っていないというのが一つ目の指摘です。二つ目の指摘については、これは例示だと思いますが、
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需要家費。例えば検針に係る費用であるとか集金に係る費用であるとか、そういう需要家の個別

の費用でありますが、それを先ほどの需要種別、特高、高圧、低圧に整理する際、これも省令で

手法が規定されていますが、それに代えて先ほど申し上げましたとおり、事業者ルールという独

自に算定する方法を用いることができます。ただ、それがやや不透明ではないかということが二

つ目の論点。それから三つ目でありますが、先ほどの新規参入者の需給の変動に応ずるアンシラ

リーサービス費用についての配分等の情報が非開示、公表されていないと。その三点ほどを指摘

されているところです。

18ページで検討課題ですが、一つ目の一般管理費等の配分基準でありますが、先ほどもおっし

ゃいましたとおり、配分のルールについては規則で既に明らかになっております。具体的には19

ページに省令をそのまま引っ張っているのですが、これはABC会計で一般管理費であれば、例え

ば役員給与であればその他の部門に部門の人員比で配分しなさいであるとか、あるいは修繕費で

あれば床面積の比で配分しなさいであるとか、そういう配分の比率の手法が明らかになっていま

す。ただ、それが実際には何対何かとか、割り振るべき費用が実際には幾らなのかという、諸元

も含めた具体的な数値というのが明らかになっていないと。あらかじめルールだけが明らかにさ

れているということですので、戻って18ページですが、今後については、例えばその費用を明ら

かにすることで、例えば取引先が分かってしまってそれによって幾らで契約したかなどというこ

とが分かってしまうといった悪影響があれば別ですが、そういう配慮をしながら、諸元の数字お

よび配分の数字をなるべく公表していくべきではないかということです。

それから二つ目ですが、繰り返しになりますが、算定規則で定められた方法に代えまして、事

業者が独自にルールを設けることが可能となっております。例えば今回、東電の財務調査委員会

で指摘されていますが、需要家費の落ちです。需要家設備関連費用、例えばメーターの費用であ

るとか、最後に需要家に引き込む線の費用であるとかそういう費用でありますが、省令上は口数、

つまり需要家の数の比率で配分すべきではないかということが規定されております。他方で、そ

れよりもより合理的でないかということで、例えば東京電力の場合であれば、設備の差異である

とか費用の発生の原因等を反映した値により整理するというようになっておりまして、20ページ

の上の方に「現状」とありますが、これは東京電力から提出されて公表しているものですが、2.

のような理由によりまして、先ほどの設備の差異とか費用の発生原因を反映した値によっていま

すというようには書かれています。これはこれで、ある意味合理的なことをされているというこ

とだと思いますが、では具体的に設備の差異であるとか費用の発生原因を反映した値というのは

何なのかということも分からないということですので、こういった事業者ルールの届け出に当た

っては、具体的な算定方法を分かるようにすべきではないかということです。
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それからアンシラリーサービスの算定ですが、これも省令上固定費の配分ということで、その

配賦基準をかぎで書いていますが、設備の最大出力に対する周波数変動是正のために増加する発

電出力というのが省令で書いてあるわけですが、ではその増加するのは何％かというような具体

的な算定方法は明らかになっていないわけでありまして、これについても、どういう理由で何％

なのだということを具体的に公表すべきではないかということです。以上、こういうふうに公表

していけば、その費用がどういう比率で配分されていったかということがトレースされていくと

いうことではないかということです。

21 ページですが、三つ目の課題、事後評価の在り方です。これまでの経緯ということで 22 ペ

ージにまとめていますが、平成7年の電気事業審議会の中間報告において、事業者が効率化努力

の定期的評価、それから収支状況および料金の妥当性の評価を行うこと、国はその検証を行うこ

とが提言されております。

それから平成11年の部分自由化を行い、かつ値下げの届け出制を導入した時でありますが、こ

の時に値下げの届け出制は従来から申し上げているとおり、原価を事前にはチェックしないとい

うことですので、自主的な経営判断が重要だと、説明責任が明確化されることが必要だという観

点から、情報公開ガイドラインを制定しております。この中で、事業者が経営効率化計画等にお

いて内部留保の内容とか目的、それから原価計算期間を超えても料金改定を行わない理由を需要

家に説明することとなっております。

それからさらに平成21年ですが、電気事業分科会の第2次報告において、4.ですが事業者は情

報公開ガイドラインの趣旨に則って、決算発表時に料金の妥当性に関する説明を行う。行政は、

仮に規制部門で赤字が生じている場合には、それが一時的な要因なのか構造的な要因なのかを検

証、評価を行い公表する。さらに、その一定期間、例えば3年以上にわたり料金改定を実施しな

い場合には、事業者の説明の合理性、ヒアリングの結果等を通じて、その評価結果を公表するこ

とになっております。

23ページは先ほどの電気事業審議会の書きぶりですので飛ばします。

24ページも下線の部分だけですが、先ほどの値下げの届け出制の導入によりまして、説明責任

の明確化の必要があるということでありまして、実際には情報公開ガイドライン、その下の方の

線を引いているところです。内部留保がいかに需要家の利益に資するものであるかということに

ついて説明をする。あるいはその下、原価算定期間設定の理由について説明する。さらには原価

算定期間を超えても料金改定を行わないときにはその理由を説明するといったことが定められて

おります。

それから次のページ、21年の電気事業分科会ですが、これも線のとおりでありまして、先ほど
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の情報公開ガイドラインの趣旨に則って十分に説明をしていく。それから長期、3 年とあります

が、改定を行わない場合には評価を行って結果を公表する。（4）、線を引いてありませんが、それ

でも一般電気事業者が申請を行わない場合には、電気事業法第23条ということで申請命令を出せ

ることになっておりまして、その下に条文を書いていますが、電気の料金その他の供給条件が社

会的経済的事情の変動により著しく不適当となって、公共の利益の増進に支障があると認めると

きには変更の認可を申請すべきことを命ずることができると。大臣が直接料金を変更するわけに

はいかないので、変更の申請をしなさいということを命ずることができるという条文が書かれて

います。

26ページ以降、そうしたものを受けまして、その現状についての東電の経営・財務調査委員会

における指摘でありますが、一つには四角の中にありますが、現状の経営効率化計画においては

内部留保のついての説明もなく、内部留保について適切に把握することが困難なことから、自主

的な経営努力を促す効果がないといったことであるとか、先ほどの件ですが、第三者が料金の適

正性の確認、妥当性の評価を行うことが不可能である。それから、その原価算定期間を超えても

料金改定を行わない理由についての直接的な言及がないということで、事業者としての説明責任

を果たしているとは言い難いと考えられると指摘されております。

27ページに、これは東京電力の場合ですが、実際の情報開示の例が図表という形で右上に載っ

ていますが、原価算定期間を超えて、例えば平成15年ですが特段の言及がないであるとか、それ

から平成19年以降、決算発表時に一応経営効率化計画を踏まえまして、決算発表時に料金の説明

をしますが、長期的な料金の低廉化、あるいは当面は料金を維持していきたいといった説明にと

どまっているということです。こうしたことを受けまして、28ページに今回の検討の課題ですが、

三つのフェーズというか段階に分けておりまして、料金の設定時における評価、それから（2）で

算定期間、これは複数年度であるという前提において、その期間の中における評価。それから29

ページ、算定期間終了後の評価と、3段階に分けております。

まず、料金設定時の評価ですが、料金の値上げ時においては認可プロセスで事前に適正性を確

保するという仕組みになっておりますが、値下げの場合には現行法上、届け出で改定が可能とな

っておりますので、事後評価による確保が求められるのではなかろうかと。それで、値下げ時に

は原価の査定を行わないという制度になっていますので、例えば今回ご議論をいただいていまし

て、認可時には原価算入を認めるべきではないといった費用がコンセンサスを得られてそうすべ

きだという結論をいただけば、そうしたものを仮に届け出時に原価に算入する場合には、事業者

による説明責任をより以上に果たしてもらうと。そうした観点から、より分かりやすくするため

にこうした費用が幾らなのかということを算定規則上分かるように、明らかにしてはどうかとい
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うことです。

それから算定期間内における評価ですが、基本的には算定期間当初に行政との間できちんと原

価を見たということですが、毎年度事業者が決算発表時に決算の実績であるとか収支見通しを説

明すると。それから、利益の使途とか、あるいは当初計画した効率化の進捗状況について、より

分かりやすい形で説明することが重要ではないかということです。

それから、部門別収支という形で、規制部門、自由化部門の収支をそれぞれ計算することにな

っておりまして、情報公開ガイドライン上自由化部門が赤字であれば、要は、自由化部門をダン

ピングして規制部門でもうけているのではないかということが推定されるので、そういう場合に

は公表をする。つまり、自由化部門が赤字になったときに初めて公表することになっていますの

を、自由化部門、規制部門、それぞれが赤字でも黒字でも毎年必ず公表するというようにしては

どうかということです。

29ページ、原価算定期間終了後ですが、事業者が改定を行わない場合には、行政が引き続きそ

の料金が妥当かどうかをチェックするべきではないかということでして、一つには過去そうして

作った料金、原価が現在どうなっているのかという過去の振り返りのような適正な原価のチェッ

ク。それから将来に向けて、経営効率化が本当に進むのかどうか、それに効果があるのかどうか

といった観点で将来を見る。その両面から評価を実施してはどうかということです。

それで2.ですが、まず事業者が自らは部門ごとに原価と実績の比較をする。それで当初作った

料金の単価と現在の実績が異なっているのであれば、その差異についての説明。それから、利益

が出るのであればその利益についての説明も具体的に行うべきではないか。

それで3.で仮にその原価と実績が一致したとしても、仮にその料金の単価を維持した場合には、

どういう収支の見通しになるのかということが当然、翌年度に分かりますので、その収支におけ

る効率化の寄与分、自助努力の分、そうでない部分を明らかにする。あるいは、その利益の使途

についても具体的に説明するといったことを規制部門、自由化部門が分かるように説明してもら

うことにしてはどうか。

行政におきましては、事業者における先ほどの①②のような説明を評価し、事業者の経営効率

化インセンティブも考慮しながら、仮に経営状況に照らして必要以上に内部留保の積み増しとか

株主配当が確認されて、需要家の利益を阻害している恐れがある場合には、先ほどの認可申請命

令を発動する。他方で、逆に今後の収支見通しが悪化して現行の料金を維持することで、逆に電

気の安定供給に支障が生じる場合には値上げになるということだと思いますが、いずれの場合も

適正な原価をもう一度洗い替えて作るべきではないかという観点から、申請命令を発動すること

を検討すべきでないかということです。
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以上、大変細かい話でもあって恐縮ですが、説明は以上でございます。

それから資料4ですが、山内先生から今日ご欠席ということで紙を頂いておりますので、簡単

にご紹介したいと思います。

一つ目は、料金算定のさらなる公平性と・透明性の対応についてということでありまして、二

つ目のパラグラフの①②に書いてありますが、一般消費者にとって有用な情報公開および専門的

立場から検証、検討の目的に合致する情報公開の2種類があるということでありまして、最後の

パラグラフに書いていますが、上記①消費者にとっての情報公開だけでなくて、②専門的立場か

らの検証もできるといった観点からのルールの明確化のための情報公開が必要ではないかという

ことを言っておられます。

それから2.ですが、算定期間については複数年で行うことが望ましいと考えます。

それから3.ですが、事後評価についてはその必要性は認められますが、事後的な収支均衡を前

提とすれば、事業者側の費用削減インセンティブを削ぐ可能性があるので、制度化に当たっては

この点に十分注意すべきではないかといったご意見をいただいておりますのでご紹介させていた

だきました。

以上でございます。

3.自由討議

原価算定期間

○安念座長

どうもありがとうございます。それでは、今日の課題は三つでございまして、原価算定期間が

第1。第2、レートメーク。第3、事後評価ということです。そこで順次、ご議論をいただきたい

と存じます。

まず、第1の原価算定期間ですが、これについて、いつものとおりフリーディスカッションを

させていただきたいと存じます。現行の省令では、原価計算期間については絶対値で何年と決ま

っているわけではなくて、4月1日か10月1日を始めにしろということと、それと年を単位にし

ろという、だから2年半とかそういうのはないというそれだけの話であって、それが1年であろ

うが、10年ということはないでしょうが、何年であろうがそれ自体に合理性があれば良いという

ことになっております。それを今の実際に行われているものよりも長く、例えば3年にしてはい

かが、ひょっとすると7年というように、長期化する点についていかがかという、これが第1の

論題です。いかがでしょうか。どうぞ、永田委員。
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○永田委員

この原価算定期間ですが、こちらで事務局の方からご用意されている資料の中で一般の事業会

社の場合、中期計画が 3 年であるということで、一つ、3 年という目安を出されている。それで

実際、事業会社の場合は3年の中期計画を立てたとしても、需要であるとか売り上げであるとか、

その辺が大幅な経済変動の結果なかなか立てた計画が実効性が上がらない、もしくは当初の予定

と比べて乖離しているという状況があると思います。従いまして、その3年が妥当かどうかはそ

のあたりにポイントが一つあるかと思います。ただ電気事業の場合は、タスクフォースの報告書

の中では想定需要は高いのではないかというコメントがございましたが、そう想定需要がある程

度妥当な水準であって客観的であれば、比較的トップラインのところはそれほど変動しないだろ

うと。ということは、料金原価を見積もるときの特に営業費については、例えば修繕費を取って

みた場合、ある程度、初年度は同じ設備について大体500億円程度の修繕費が掛かるだろうと。

しかしながら2年度について見積もった場合、本来はやはり500億円程度は掛かるのだが、効率

化を見込んで、もしくはそういう努力をするということで400億円にしてとか、そういう3年間

にわたって効率化をある程度事業者の方が実施されるという、ある意味ではコミットメントもそ

こに入れ込むということで、私は個人的には3年というのが他事業会社に比べて、ある程度内需

型の産業である電気事業にあって、それほど変動がないということで、3 年が妥当ではないかと

考えます。

○安念座長

どうぞ、大西委員。

○大西委員

この期間については、これは私もなぜかというのが分からないのですが、皆さんはやはり、そ

ういう自主的にとは言いつつも1年にずっとしてきている。やはり、この理由が何かということ

がまず確認しなければいけない。恐らく、値上げをするということは直近の原価が上がっている

ということなので、多分この原価で1年間でやると、もそういう意味では最も値上げがしやすい

ところにある。長期で計画を作ると、これは悪い言い方をすると、やはりそこに効率化計画を織

り込まないといけないところもあるのかと。これは想像ですが、そういう意味では1年の方が作

りやすいという面があったのかと思います。

それで、私の意見は調査委員会でやりましたとおり、7年というのは長いにせよ、3年ないし5

年ぐらいの期間。これは通常の事業会社が3～5年、事業会社の計画でもそういうのがあるという

ことと、当然ながら、この電力業界においてはいわゆる需要予測と供給計画という、ある程度長

期の見通しに基づいて計画を作らなければいけないということからすると、3 年というのは必ず
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しも十分な期間とは言えない可能性もあるので、3年、5年、もしくは7年と、ここの部分をある

意味事業者に選択してもらう。これはある意味コミットなのでその間に、今度は見る側としては

そこにきちんとした効率化計画、最も高いところだけではなく、どのように効率化していくか、

ここまでコミットをしてもらった上で、それをその全体として見て認可する。そうすると今度は

逆に言えば、そこの効率化が適正であれば、それ以上の効率化は逆にインセンティブにもなるの

で、長いというのは必ずしも不利ということではなくて、インセンティブが働く余地が多いとい

うことからも、もしかしたら、やはりあるべき姿なのかなと思います。以上です。

○安念座長

なるほど。どうぞ、秋池委員。

○秋池委員

私は、大西委員がおっしゃることもそうだと思いながらも、やはり3年程度が現実的ではない

かと思っています。その理由というのは、この計画を出すときは恐らく需要予測や供給計画と同

様の数値をベースに出してくるのではないか。過去恐らく2年分ぐらいの計画が多かったのは、

確か2年ほどまではかなり精緻な数字を積み上げて計画を作っていて、その後は10年先を予想し

た中で、間の年度の線をつないでいくというやり方を取っていたがゆえに、その数字を合わせる

ために2年というのを取っていたのではないかと思われます。

あと、東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告書を拝見しましても、2 年目くらいまで

はあまり予想が外れないのですが、先に行くほど外れているという結果も出ていますので、幾ら

比較的競争環境が一般の業界に比べれば厳しくないとはいえ、あまりに外れるものを前提に長い

計画を出すというのはずれが大きくなって、結局無駄になるのではないかという気がしますので、

3年くらいがやはり妥当なのではないかと考えるところです。

3 年がいいのは、原価の削減努力を実現しようとしても、結局社内の業務フローを変えていく

であるとか、外部の調達先を選定するであるとかということにも時間がかかるというのがありま

すので、少しそれを許してやるという意味でも3年計画というのが一般的な企業が取り組む、効

果が出るまでの時間の一つの目安だろうと思っております。それから需要家側にとっていいのは、

もし効率化が3年でかなり進んでいるのであれば、さらにそこを踏まえて、その先の計画も見て

いくことができますので、そのくらいの時間軸が程よいのではないかと考えているところです。

○安念座長

なるほど。ほか、いかがでございますか。確かにあまり長いと、どのみち途中で変更しなけれ

ばならないことになるから、同じかということは確かにあるのでしょう。どうぞ、松村先生。

○松村委員



13

中身の議論の前に10ページの提案の内容を確認させてください。最終的な報告書になる時には

明確に書かれているはずだから問題はないとは思うのですが、この段階でどのような意図でこう

書かれているのかを教えて下さい。最初に書かれているのは、例えば原価算定期間は3年で出す

べし、というふうにルールに書くという意図なのか。一方2.を見ると、特段の事情があるときに

はそうではなくてもいいと書いてあるので、要するに経営者、事業会社が勝手に決めてもいい、

３年はあくまで目安、とも読めます。この1.で書かれていることは、どれぐらいリジッドに運用

するつもりで書いているのか。イメージとして3年とか4年とか、そういうふうに書こうと思っ

ているのか、原則として3年以上と書こうと思っているのかを教えてください。

更に「届出については」「柔軟に設定」と書いてあるということは、今指摘した箇所よりもさら

に柔軟にということですから、今までどおり事業者が勝手に選んでくれていいということでしょ

うか。3.がそう言っているのかを確認させてください。

○安念座長

ちょっと法令上のことですので、省令をどう変えるか変えないかという話になりますよね。

○片岡課長

すみません。書き方は最終的に、やはり皆さんのご議論を踏まえて、どう書くかということだ

と思いますので、一応こう書いた趣旨ということだと思うのでその上でご議論いただければとい

うことですが、1.で言っているのは、認可時においてはイメージとしてはやはり割と厳しめに原

則3年ですというイメージで書いております。他方で、2.もわざわざ狂乱物価状況下などという

例示を入れたのはそういうことでありまして、よほどの事情がなければ認可時には3年にすべき

ではないか。それは省令上どう表現できるかというのは立法技術上の問題があるのかもしれませ

んが、それは報告書で書いていくことでわれわれの方としてもそういう運用をするということで

あるとすれば、思いとしてはそういうことでございます。

届け出の方につきましては、最終的には最後の方の事後評価にもなりますので、つまり原価算

定期間がもし短ければ、事後評価も当然短い期間でやってくるということでありますので、それ

については場合によっては、1 年であれば、事後評価も 1 年後にやってくるということだとすれ

ば、それはそれで一つの事業者の自主性に任せてもいいのかなということです。経営効率化の努

力も秋池委員がおっしゃったように、将来に向かって進んでいくというのは当然そうなのですが、

それはある意味で認可における行政と事業者のコミットメント、他方で東電の場合には行政との

コミットメントというよりは自主的なことですので、それはむしろ早め早めに改定しても構わな

いのではないかという趣旨でございます。

○安念座長
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よろしいでしょうか。どうぞ。

○松村委員

3 番目のところですが、報告書ではもちろん値上げもターゲットには入っているのだと思うの

です。原価算定期間が 1 年で、1 年間でコストが大幅に下がったときに、これは経営努力で下が

りましたという説明はそれほど説得力があるとも思えない、費用が下がることは事前に十分に分

かっていて、単に水増しして費用を推計していただけではないかと疑われる。これが議論の出発

点だと思います。これがより長期間に、努力によって通常予想される合理化よりもさらに頑張り

ましたと説明するのはひょっとしたら説得力があるのかもしれない。この観点からは、原価算定

期間に関して、むしろ事前にきちんとチェックがされる認可の時よりも、それがない届け出制の

方が重要かもしれません。にもかかわらず届け出なら完全に自由でいいのかと、少し心配をして

いたのです。今のご説明だと、まさにそういう発想が入っていて、仮に自主的に原価算定期間を

1 年でいって、後から費用削減は企業努力だと説明してもほとんど説得力がないということを。

承知の上で原価算定期間を1年と出してきているのですね。後からそう主張するつもりならなら、

原価算定期間は3年の方が自然ではないでしょうかと、そういうつもりでこう書かれていると理

解すればいいということですね。

○片岡課長

最終的には事後評価はされるという前提だと思います。

○松村委員

分かりました。

○安念座長

よろしいでしょうか。これは最終的に報告書の形にどう書くかはもちろんこれからのご議論で

すが、先ほど片岡課長がおっしゃったのを私なりにパラフレーズすれば、今、原価算定期間につ

いて定めているのは省令の2条1項ですので、1項に原価算定期間は3年とすると決め打ちして

書いてしまう。ただし、これによりがたい特段の事情があるときにはこの限りでないというよう

な、そういう書きぶりをするというのは一つのイメージだろうと思うのです。届け出の方は値下

げですから、これはそういうリジッドな原価算定期間は置けるかどうかはまた別問題でしょうが、

とにかく値上げについて言えばそういう書き方になるというのが一つのイメージではないかと、

私個人としては思っています。ほかにいかがでございますか。どうぞ、松村先生。

○松村委員

3年というのは妥当な期間だと思いますが、3年以上だと予想があまり当たっていない、特に需

要予測が当たっていない、という指摘にはにわかには賛成しかねます。あの報告書には、確かに
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長期の予想はあまり当たっていない、しかも不正確だというだけではなくて偏って誤っている、

つまり、過大に見積もっていると書かれている。需要の不確実性が大きく、あるいは事業者の予

想能力の問題だというのなら、上にも下にも大きくばらついて、分散が大きいというのならそう

だと思うのですが、過大推計の方向に明らかなバイアスがあるわけですから、かなり意図的に過

大に見積もった可能性があると考えます。

悪く解釈すれば、これは過大に需要を見積もって過大に投資して、過大に報酬率に入れる資産

を増やすということなのかもしれない。あるいは誠実に、逆に不足するなどということになって

停電を起こしたら大変だという考え方でやったのかもしれない。いずれにせよ、あの報告書の引

用で長期の予想は難しいと解釈されると困ります。必ずしもそういう指摘をしたものではないと

思います。

ただ、７年後の需要予測はやはりそれなりに難しいだろうということは一般的にも予想できる

ことではあると思うので、その観点から3年との主張は妥当だとは思います。以上です。

○安念座長

なるほど。価格の算定期間だけの話ではなくて、もともと法令上、供給計画を作らなければい

けないことになっているわけですから、その作り方からして問題になり得る。それと恐らく問題

としてはリンクしているのでしょうね。そもそも需要種別の需要量というのは、供給計画等に基

づいて予測しろと書いてあるわけですから、供給計画がいろいろな意味での根っこになっている

ところがありますので、恐らくそれとの関連があるのでしょう。

ほか、いかがでございますか。一応、認可、つまり今の現行制度で言えば値上げということで

すが、それについては3年を原則とすると。ただし原則であって、それにより難い場合は、また

その柔軟であり得るというところまでは、大体そのようなものでよろしかろうという感じでよろ

しいでしょうか。どうぞ永田委員。

○永田委員

今の認可時の3年のことですが、一方で当初、初年度見積もり時に想定しえなかった技術革新

があって、想定以上の効率化が見込まれる場合、それを変更するのかどうか。この2.では基本的

に狂乱物価等で原価の見通しが困難な場合等について単年度という留保条件ですが、そうではな

い原価計算期間でそういう技術変化革新等があって下がるとかそういった場合に、この算定期間

について何らかの留保条件を付けるのかどうかというところについて、どういう法律の書きぶり、

もしくは検討をされるかということで、少し確認させていただければと思います。

○安念座長

そうですね。現段階で何かアイデアをお持ちですか。
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○片岡課長

いったん設定した原価算定期間内にそういう技術革新が起こったのであれば、それはまさに事

後評価の話になってくると思いますので、当面、今のところはわれわれこういう考え方でありま

すが、もし電気事業においてものすごい技術革新が進むような事態になれば、この省令自体も見

直していくということではないかなと思うのですが。現時点では、算定期間を決めれば、その後

の話はむしろ事後評価の話になってくるかと思います。

○安念座長

大西委員、いかがですか。

○大西委員

3 年では駄目とか、私は決してそういうことではないのです。ただ、もともとこれは 1 年で駄

目という理由が何かということと、では3年より長いと問題かという、ここが必ずしも議論され

ていないのかなと思います。ただ、それで原理的に3年が妥当かどうかと言われるとそれは3年

ぐらいであれば妥当だと思うのですが、仮に5年であっても、私はそれは妥当な範囲なのかなと

思います。ただ、ここはある意味あまり議論しても意味がないとところかと思っています。

ただ、もう一つのこの2番の「電源構成の変動への対応」もリンクしておりまして、これを入

れるのだとすると、どちらかというと期間が長い方になじむ規定なので、3 年で、しかも変動も

認めますというのは何となく、多少短いような気もしないでもないかなと思います。ただ、3 年

自体が短いということではないということです。

○安念座長

確かに、絶対値でこれが唯一正しいなどということはあり得ないわけですから、3 年説が大体

主流で、5年程度まであってもしかるべしという今の段階でのまとめになろうかと思います。

さてそれで、電源構成が変わってしまった場合というのは、結局今の状況を念頭に置いている

わけですが、この場合、値上げの認可をしてしまえばいいわけですが、その値上げの認可をする

ときには、とにかく原価を全部、総洗い替えをしなければならない。とにかく、電源構成が変わ

ったことだけが突出した要因である場合には、その変化した要因だけを見て認可ができるように

するということですよね。そういう何というか「部分洗い替え」とでもいうのか、そういうやり

方を、原価算定期間を長くすることと抱き合わせにしてはどうかという検討課題でありますが、

これについてはいかがでございますか。大西委員、どうぞ。

○大西委員

ここは特に東京電力の調査をやっている中で、新潟県の柏崎刈羽の事故以来、ここの部分の構

成の変化というのが吸収できなくて、逆ざやになっているという事象があったものですから、そ
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ういう意味では原価をきちんと見るという、そこの厳格性の反対として、やはりコストがやむを

得ないような場合には、この変動への対応を認めるべきだという、これは非常にフェアな規定な

のかなと思います。ただこれは、確か初回の時の議論にありました、ここの変動が、例えば何ら

かの経営上の課題によって生じてしまった場合にどうなのかというのは、恐らく認可をするかど

うかというところで見るということであれば、この対応の変化、特に簡易というかそこの部分だ

けを見るというのは非常に有益なのかなと思っております。

○安念座長

どうぞ、八田先生。

○八田委員

従来は値上げが認められるケースは２つしかありませんでした。第１は、燃料費が上昇した場

合には自動的に料金の値上げを認めるケースです。第２は、そのほかの要因で上げて欲しいとき

にはコストを全面的に見るというケースです。今回はその真ん中の第３のケースを認めて、電源

構成が変わるときには、電源に関する費用についてだけ精査して料金を引き上げるというもので

す。先程、大西委員がおっしゃったように、このケースは、きちんと精査する必要があるが、緊

急性もあるので全ての費目を見なおす時間はありません。だから今回の案は、非常に妥当な解決

策ではないかと思います。

○安念座長

ではこの電源構成については、このような考え方を抱き合わせにして原価算定期間を延ばすと

いう、一応の取りまとめということでよろしいでしょうか。大西委員がおっしゃるように、この

考え方を抱き合わせれば、原価算定期間は長い方であってもいいというフィロソフィーにはなる

だろうと思いますね。それはおっしゃるとおりなのだろうと思います。どうぞ。

○大西委員

あともう1点。これは皆さん、電源構成が変わってコストアップになった場合をイメージする

とこうなのですが、逆にこれが解消した場合に、この3項だと値下げ自体は届け出制なので、こ

こをどうするかというのは多分、手当をしないと必ずしもフェアではない規定になるのかと思い

ます。場合によっては一定の条件付きの値上げの認可とか、そういう制度があるのであれば、そ

ういうことも検討した方がいいのかと思います。

○安念座長

この点、いかがでしょうか。今、大西委員がおっしゃった事態は私は2～3年後には十分起こり

得る、ありていに言えば要するに、思いのほか原発が立ち直るということになれば、元の電源構

成に戻りますので、そのときには十分値下げの余力が出てくることになりますが、もしそういう
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事態が生じたという場合、どう考えたらよろしいでしょうね。つまり、電源構成がコストアップ

の方に変わったのならそのときの面倒を見るというルールを入れるのなら、逆になったときのル

ールも入れないとおかしいのではないかということですよね。いかがなものでしょうか。どうぞ、

八田先生。

○八田委員

これを認める以上、電源構成の変化をもたらした要因の状況を料金改定後も、毎年あるいは半

期ごとに報告してもらい、状況が戻れば料金も元に戻すということではないのでしょうか。そも

そも燃料費の場合には、値上げと値下げの場合に関して自動的に対称的にやっているわけですよ

ね。電源構成の変化をもたらした要因の変化に関しても対称的にきちんと見ますということであ

るべきだと思いますが。

○安念座長

そういうシンメトリカルなルールである必要があるということですね。はい、分かりました。

どうもありがとうございます。どうぞ。

○松村委員

私も対称的なルールであるべきだと思います。値上げだけ簡単にできて値下げについてはほっ

かむりできるルールでは困ります。ただそれをどうやって作るのでしょうか。これは、値下げ届

け出制の世界なわけですよね。例えばある事業者が、いったんこれくらいの原発が動いていると

いうので届け出を出し、その後事態が急展開して動かせるようになったという、まさにそういう

事態を議論されているのだと思います。この時に、原価算定期間3年で出したのですが、それを

1年の段階でもう1回届け出をせよと命令するのでしょうか。

○八田委員

それは法律的な作りの問題だと思います。許可する時点で、こういう条件が続いている期間は

値上げしてもいいが、その条件がなくなったときには今回の値上げは取り消すということで許可

できるのではないかと思います。それは言葉の問題で、いったん引き上げてから改めて引き下げ

るのと、条件が変われば引き下げることまで全部含めた上で値上げを認めるとの違いではないか

と思いますが。

○安念座長

どうぞ、はい。

○片岡課長

法律的には松村先生のおっしゃるとおりでありまして、値上げも値下げも、いずれも事業者の

申請がなければ起こらないわけです。認可の申請があればそれは審査しますし、届け出も出てく
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ればということになっているのは確かでございます。おっしゃるとおり、一つは八田先生のお話

にもありましたが、電源構成が変われば、これは毎年供給計画には反映されるので、それで将来

の見通しというのは当初作ったときの供給計画と、1 年たてばその翌年度の供給計画が分かりま

すので、それについては、将来については反映する余地はありまして、そこをもってして事後評

価と併せてどう考えるかということは十分にあろうかと思います。ただ、電気料金制度は事後調

整制度ではないものですから、予想よりも外れたからといって過去の分を返したり、取り戻した

りという制度にはなっていないものですから、そこは留意する必要があります。あと、大西委員

が非常に示唆に富むことをおっしゃっていただいたと思うのですが、やはり認可の時に、こうい

う前提条件を作っているので、それがずれた場合にどう考えるかということを、なかなか法律上、

条件付き認可というのはこの場合多分後で取り消せないのでできないとは思うのですが、ある程

度そういうコンセンサスを得ておくというのは十分あるとは思います。

○安念座長

ありがとうございます。これは条文の作りの問題になってくるでしょうね。ほか、いかがでご

ざいますか。どうぞ、大西委員。

○大西委員

条文自体を変えなくても、これはある意味そういう条件が変わった場合には値下げを届け出し

ますという文章を入れていただいて認めるとか、そういう何らかのことというのはできないので

しょうか。いずれにせよ、多分洗い替えるといっても、これの何が変わったかというと、実はこ

れは実務的には結構難しいような気がしますが、やはりここの要件をきちんとクリアにして、そ

こが変わったときに、どういう場合にどうするかというのを決めていって、そういう場合には値

下げの届け出を何らかの文章なりに義務付けるというのは、法律上はあり得ると思うのです。届

け出行為自体は実際にやらないと値下げの届け出はできないと思うのですが。

○安念座長

そういうのは、行政処分にそういう付款を付けることはできるとお考えになりますか。弁護士

としての大西委員に伺いますが。少し研究してみましょうか。

○大西委員

すみません、ちょっとそこはまだ十分に検討しておりません。

○安念座長

少し行政法の教科書を見て勉強してみましょう。それは制度の作りの問題ですから、それはそ

れで結構だと思います。
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個別原価計算・レートメークの在り方

○安念座長

では、時間の関係もありますから、また、いつものとおり、戻っていただいても全く構いませ

んので、個別原価計算・レートメークの在り方について、進めていきたいと思います。これはレ

ートメークの基本的な仕組みというのか、これは超複雑なものですので、それについて逐一検討

することはできませんので、ここで検討課題とされているのは要するに算定の根拠が不明確な部

分があるのではないかという問題であろうと思います。これについて、いかがでございますか。

どうぞ、松村先生。

○松村委員

今言われた、根拠を明らかにするだとか、情報だとかというそちらに重点を置くという話はそ

のとおりだと思います。しかしその前に一つ質問と意見があります。この2：1：1法と2：1法の

ところの、注記の2：1：1法の（2）のところを少し教えて下さい。「夏期および冬期の尖頭時に

おける各需要種別の需要電力の百分率に」というのは、これは冬や夏の需要でやっているのか、

それとも文字どおり夏季のピーク、冬季のピーク、具体的には夏なら昼間のピンポイントの部分、

冬なら昼の比較的長い時間。その時間帯における需要という意味で言っているのですか。

○安念座長

尖頭時だから、そうでしょうね。

○松村委員

そうですよね。それでは小口の尖頭時の需要はどうやって測っているのですか。

○片岡課長

メーターが全部付いているわけではないので、細かく積み上げてはできないと思うのですが、

例えば変電所なり配電のレベルで、どのくらいの需要がぶらさがっているのでこのくらいなので

はないかということを推定して、計算していると理解しております。

○松村委員

推計しているのですね。

○片岡課長

はい。実績値は多分、確実には取れないと思いますので。

○松村委員

質問と意見が1件なのですが、ここの部分は非常に複雑なので、短期でやるのにふさわしいも

のだとは思わないので、この場で議論する必要はないとは思うのですが、私はそれでも問題はあ



21

ると思っています。まず今、推計でということをおっしゃったのですが、この夏の家庭用のピー

ク時における節電の推計を一般電気事業者さんがやったときに、その推計のいいかげんさという

とちょっと言い過ぎなのですが、その粗雑さがかなり問題になったと私は認識しています。正確

な推計が求められた時でもその状況ですから、いままで相当いいかげんなことをしていると少し

疑っています。本当にそれでいいのか長期的に考える必要があると思います。もっともスマート

メーターがすぐ入るのだから、長期的にはどのみち正確にわかるので関係ないということならそ

れはそれでいいのですが、ここは少し問題意識を今持っています。

それよりももっと重要な点は、この2：1法でも2：1：1法でも、それぞれのピークが各需要家

の契約電力になっている点です。つまり、各需要家がそれぞれ最大で使う量となっているのです

が、例えば極端なことを言うと、現実にはあり得ないと思うのですが、深夜に最大の電力を使う

人だったら、その深夜の使用量をベースに費用配賦されるわけです。それで、本当に文字どおり

夏のピーク時にそれだけ使うという人もそのウエートで出てくるわけです。この割り振りだと、

もしピークで自分が最大に使う使用量が深夜に使う量が1万でも、夏のピークに使う量が1万で

も、この割り振りだと2：1：1法の（2）を除くと同じになってしまうのですが、これは本当に合

理的かは、きちんと考えてみる必要があると思います。

特に家庭用の消費のピークは、夏でも、系統全体のピーク時には大して使っていないわけです。

この夏でも家庭用のピーク時の節電効果は大して出てこなかったと推計されたのは、もともとそ

のピーク時に家庭はあまり電気を使っていないからです。そういう事実があるということがずっ

と知られていながら、これがずっと放置されてきたというのは問題ではないかと思います。従っ

て、非常に複雑だから手が付けられないというのは確かにそのとおりなのですが、しかし問題が

ないとは思っていない。以上です。

○安念座長

ありがとうございます。その場合、松村先生のご意見だと、どういうふうに改めるというか、

別に算式をということではありませんが、考え方としてはどういうふうにすればよいということ

になりますか。

○松村委員

本当に一番重要なのは、契約時の電力量ではなくて、まさに2：1：1法の（2）で出てきている

電力量の扱いの合理化です。

○安念座長

実績というか。

○松村委員
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はい。というか、系統全体のピーク時にその需要家がどれだけ使うのかということが、固定費

には一番利いているのではないかと思っています。

○安念座長

それはそうでしょうね。それはしかし、実測可能なものなのですか。今はできないということ

ですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。重要な問題提起をいただいたと思いま

す。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○八田委員

まず、特定変電所の下の全需要家の使用電気量のすべてを時間ごとに測定し、次にリアルタイ

ムメーターを持ってる大口需要家の全使用量を悉皆的に測定して、残余で見れば・・・。

○安念座長

大口の場合をおっしゃっているのですよね。

○八田委員

ええ、それを見れば、残りは一応メーターを持っていない小口の人たちの需要量がわかるので

はないでしょうか。今、東電の供給区域の大口需要家はすべてリアルタイムメーター持っている

わけでしょう。ほかの電力会社の供給区域ではそういうことに必ずしもないかもしれないから、

そのような供給区域ではすべての大口にリアルタイムメーターを設置しない限り、松村さんがお

っしゃった問題が起きると思いますが。

○安念座長

なるほど、分かりました、はい。今でもある程度は、実測値に近いものが出るということです

ね。

○八田委員

電力会社によってはそれは出ると思います。

○安念座長

そうですね、分かりました。ありがとうございます。ほか、いかがでございますか。ああ、ど

うぞ、大西委員。

○大西委員

ここの部分は非常に難しい部分ではあるのですが、一つはアンシラリーサービス費の算定の具

体的な過程も含めて、諸外国の、例えばイギリスなのか分からないですがそういうところでの開

示のレベルと、日本でのレベルがどうなのか。これは私は十分把握して言っているわけではなく

て、その辺の比較の観点からどうなのかという感じが一つございます。それからもう一つは、こ
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この特に託送料金の部分についてはIPP等のそういう事業者が新たに参入するときに、やはりこ

の納得性というかそういう部分で非常に大切なので、そういう意味でこの山内先生が書かれてい

る②の専門的立場から検証という目的でも、情報開示は非常に重要なのかと思います。以上です。

○安念座長

それはそうですよね。託送料金とは要するに競争条件そのものですから。当然、全くそのとお

りであると思います。ほか、いかがでございますか。

○八田委員

今回の地震のときのように、電力の応援を緊急に必要になる場合に備えて、給電司令所として

は、従来から需給調整契約をしていました。しかしこれは、時間ごとの入札ではない、例えば100

円/kWhとか200円/kWhとかを払ってでも需要家にやってもらうというものとは性質が違うので、

ピーク時の手当用としては、大幅に不足しました。

一方、新規参入者からの発電応援は今回でも役に立ったわけですが、お願いベースの応援で契

約に基づくものではありませんでした。元来なら契約によって、いざとなったら大きな代価を払

うことを代償に助けてくれる制度の方が大量の応援を期待できる。すなわち、新規参入者による

応援を時間ごとに入札する制度が必要です。しかしそのような制度をつくると、落札した時間に

発電してもらうことに対して発電料を払うのは当然として、待機してもらうこと自体に対しても

費用を払わないといけない。この待機料は、元来ならば託送料金で賄うべきなのですが、新規参

入者に入札をやってもらう場合には、託送料金の原価積み上げのところに、その待機料金を入れ

るところがないのです。予備電力を緊急時のために待機させています。緊急発電のための限界費

用はもちろんその電力を最終的にはどこかの需要家が買うわけですから、固定費は元来なら託送

料で払うべきではないかと思うのです。しかし、現在は、電力会社が待機させている予備力のた

め償却費は託送料で払われていません。

それがきちんと払われていれば、新規参入に対してもそういう料金を払うことができる。それ

が入っていないがために、今、予備電力の待機料を実質的には電力会社のお客さんが負担してい

ることになって、その意味では電力会社にとって不利なのですが、その一方で給電指令と営業と

の役割分担をぼかすのに役に立っていると思うのです。それはちょっと今回の仕組みで変えるこ

とはできないのかもしれませんが、私は会計的に明確にして託送料金に入れてもいいからそこの

ところをはっきりさせる方向の方が元来は望ましいと思います。

○安念座長

その待機のコストというのは今、費目としてはどこにもないわけですか。

○八田委員
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電力会社のお客さんが払っております。

○安念座長

それはしかし、どこかの営業費に紛れ込んでいるということなのですか。コストをお客さんが

払うということは、何十かあるところのどこかには入っているはずですが。

○八田委員

アンシラリーサービスという項目がありますが、これは自動的に電力調整するための機械の固

定費です。予備電力の固定費はアンシラリーサービスの項目ではなく、こちらの「送電等非関連

コスト」の方に分類されていますね。

○安念座長

ああ、そうですか。はい、分かりました。何か、ありますか。

○片岡課長

おっしゃるとおり、それは多分託送制度の仕組みの問題で、誰がどういう形で予備力を持って、

どういう形で誰が回収するかという、そういう意味では自由化の制度設計といいますか、多分電

力使用の制度設計そのもののお話になってくるかと思ってはいます。それはそうなれば、恐らく

この会計上料金上もそういうふうに担保するということにはなると思います。大西先生がおっし

ゃったのも全くそのとおりでありまして、これも結局こういう形で一貫体制でやっている形でこ

うなっているのですが、外国でもそういうところもあればそうでないところも他方でありますの

で、それも含めて制度設計をよく考えていくということだと思います。

○安念座長

はい。ほか、いかがでございますか。

○八田委員

片岡課長がおっしゃたことに、念のために付言すれば、日本の電力システムは、発送電一貫体

制ですが、発電と送電の会計分離だけは、きちんとしたはずなのですよね。それならば、予備電

力の償却費は元来は託送の方に会計分離されるべきだったのに、そうされていなかったわけです。

現状は分離さえなされていないということです。

○安念座長

はい、分かりました。はい、ありがとうございました。ほかはいかがでございますか。どうぞ、

松村先生。

○松村委員

規制料金というときに、今まで小口の料金というところに焦点が当たっていたのですが、ここ

では託送にも大きく光が当たっています。それで託送のことを考えるときと小口の料金を考える
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ときと、少し頭の整理を変えていただきたい。例えば小口の規制を考えるときには、その中に託

送費に当たるものも、発電費も入っています。発電費のようなものに関して、振り分けるやり方

は当然開示するとしても、開示の仕方を一つ間違うと、コスト構造が全部分かることになってし

まう。そうすると、発電市場では部分的な競争があるので、この情報開示により競争上不利にな

る可能性があります。PPS（特定規模電気事業者）と自由化市場で争っているのだからという口実

で、なかなか情報が出てこないということがあるのかもしれない。このような口実を安易に認め

てはいけない、今までこれを口実に情報が隠蔽されてきたのではと少し疑っています。しかし理

屈としては競争上の理由で開示できない情報もあり得ます。しかし、託送に関しては基本的に完

全に独占の部門なので、同じ理屈で、経営情報という理由で情報が出てこないということは本来

あってはならない。系統関連の情報については経営情報という口実は原則としては認めてはいけ

ないという点を認識すべきだと思います。

これは、山内さんの提出のものだと「①一般消費者にとって」とある部分に関連します。託送

に関しては、直接使消費者はライバルの事業者ですので、このライバルの事業者がきちんと自分

で情報にアクセスでき、託送料が本当に妥当かどうかを十分に知ることができるレベルまではっ

きりしていないと、納得感を得るのは難しいと思います。

それは経営情報だからライバルには見せられないが、第三者に、第三者の典型的なのは行政で、

行政に言われればお見せしますが、ライバルには見せませんという格好にすると、行政のマンパ

ワーからして、いちいちチェックするのは極めて難しいわけですから、どの程度実効性があるか

疑問です。一体どの情報にニーズがあるのか、どこの不透明感が高いのかということも、一番よ

く分かっているのはそれを使っている人だと思うので、この使っている人がきちんとチェックで

きるレベルの公開性をぜひ整備していただきたきたい。それでもなおかつ、どうしても駄目だと、

例えばテロ対策だとかのためにどうしても出せないものに関しては、本当に第三者が見ても納得

できるほどにきちんとこの情報は駄目だということを特定化し、その情報を第３者にしか出さな

いという決定が妥当かどうかを第三者がきちんと確認することが必要だと思います。長くなりま

したが、託送のところに関しては安直に、経営情報だから出さないということを認めてはいけな

いと思います。以上です。

○安念座長

ありがとうございます。それはそうでしょうね。制度は最終的に出来上がりで託送の部分が出

てくるというだけの話であって、最初は生原価がだーっと出して、これをいろいろな操作によっ

て最後は二つに分かれるという仕組みですものね。はい。ほかにいかがでございますか。

18ページの検討課題そのものについてはいかがでございますか。あまり駄目だという話にはな
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らないのではないかという気がするのですが。とりわけ託送は 1.も 2.もみんなかかわり、特に

3.などは託送に直にかかわってくることですので、ここをしっかり情報公開してくれというのは、

それはそれで当然といえば当然のことかという気もするのですが、いかがでしょうか。

現在は2.の事業者ルールについて言えば、幾つかの項目について省令とは違う事業者独自のル

ールを作っていいということになっていますね。それを経済産業大臣が公表するということにな

っていますが、それは定性的に省令のここの部分をこういうルールに変えますという程度のこと

しか公表されていないわけですか。

○片岡課長

それがまさに20ページの、例が書いていますが、まさにこれは公表されているわけでありまし

て、一応理由と何を設定したかと書いていますが、例えば数字そのものはないということが不十

分ではないかということだと思います。

○安念座長

分かりました。ありがとうございます。ほかにいかがでございますか。では18ページの検討課

題については、今後このようにすべきではないかというのを一応、こんなところだろうという方

向性でよろしいでしょうか。ありがとうございました。

事後評価の在り方

○安念座長

それではまた戻っていただくことありとして、4.の事後評価の在り方でございまして、これは

なかなか難しくございますね。あまり事後評価をリジッドにやると、今度は事業者のインセンテ

ィブを削いでしまうということもあり得ないではないでしょうから。どういうふうにやると実効

的な事後評価になるのか、今でも効率化計画は作らなければいけなくて、情報公開ガイドライン

においていろいろな情報を公開することになっているわけだから、事後評価がないということで

はないのだろうと思うのですが、今よりももっと充実しなければいけないということになるかと

いうことでしょう。いかがでございますか。どうぞ、永田委員。

○永田委員

効率化計画について、情報公開ガイドラインで確かに経営効率化計画等について対外的に各電

力会社の方々で開始されているわけですが、その内容自体を一応、確認させていただいたのです

が、やはりどうしても内容自体が定性的なのです。要は努力しますとか、実績の数字は出ている

が、それが定量的にどういう努力をするのか、もしくは過去の数字に比べてどういう実績だった
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のか。それから予定に対して実績がどうだったのかとか、その辺の反映が必ずしも十分ではない

という感じはしております。

あと、項目的に見てみますと、設備投資の運用の効率化であるとか、業務運営の効率化である

とか、その中で要員だとか燃料費だとかの各費目の効率化の状況、それから負荷、平準化の推進

だとかそういう項目は各社とも一応あります。ただ、中身については書いている会社さんも書い

ていない会社さんもあってばらつきがある。それからページ数も、少ないところは1ページとか

2ページとかです。比較的内容についてばらつきと資料の状況もかなりレベル差があります。

従って何をルールにして内容のレベルを高めるのか。それを各社様の自主性に任せていくのか、

一定のある程度の内容について項目ごとの開示ルール、様式等を決めるのか。その開示ルールと

開示様式をベースにして各社の工夫をしてより分かりやすく、また視覚的に見て分かりやすいも

のを消費者の方、利用者の方にメッセージを入れてきちんとした形で公表することが必要でない

かと思います。

○安念座長

とにかく事後評価をするには、その基礎となる情報公開がないといけないわけですね。例えば、

今、法令上の義務ではないが実際には各社さんが作ってらっしゃる経営効率化計画というものを

例に取るとして、例えばこの費目についてはこれくらいに抑えますとか、そのような努力目標を

掲げられる。それについて、例えば1期終わればどのくらい達成できたかということを、もう数

字の形で決め打ちして詳細に出していただくというイメージなのでしょうか。

○永田委員

タスクフォースの方たちが比較されて、例えば修繕費でしたら当初の想定に比べてこうでした

とか、あれは非常に見やすい内容ではないかと思いますし、そういったことを参考にしていただ

く。確かに企業の立場からするなら、なるべく細かい情報は出したくないとか、そういう気持ち

はあるかもしれませんが、逆に議論を活発にするためには一定のレベルの定量的な情報を出して、

なおかつそれを比較検討するとか、そういうことによってある意味では情報公開、もしくは情報

のレベルを上げるためには一定の競争原理を働かせる必要があるのではないかと思います。

○安念座長

競争原理とおっしゃるのは、差し当たって9電力間で例えばどこがトップランナーか分かると

か、そのようなことをイメージしていらっしゃるのですか。

○永田委員

そうですね、はい。

○安念座長
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はい。なるほど、分かりました。ほかはいかがでございましょう。どうぞ、大西委員。

○大西委員

まず、28ページ、29ページの（1）、（2）、（3）の評価ですが、このそれぞれの段階での評価を

するということなのですが、これはやはり大前提として、こういう言い方をしたら少し厳しいの

かもしれませんが、行政の側の評価の体制がどうなのか。かつての認可の時も、例えば9電力に

対して数人の方でご対応されていたようなことも聞いたことがあります。何というか、そもそも

やはりこれだけの大きな原価をきちんと見るときに、それにふさわしい体制、これは内部のリソ

ースだけでは難しいのであれば、ある意味外部リソースも使うなりしてやらないと、まずこの評

価自体ができない。特に最初の認可のところは、やはりそういうきちんとした体制でやることが

必要なのかなと思います。多分この大前提があるかなと思います。

それから二つ目は原価算定期間内もしくは事後においても、特にこの29ページの4に書かれて

いるような、例えば一定の需要家利益を阻害する恐れがある場合、もしくは今後の収支見通しが

悪化し、現行の料金水準を維持することで電気の安定供給に支障が生じる恐れがある場合、こう

いう当初の前提と乖離が生じた場合に、確か電気事業法は一定の調査権限があったかと思うので

すが、やはりこれをきちんと使った上で、この23条の料金認可申請命令とか、もしくはこの認可

申請命令ですと、これは値上げの場合だけですか。

○安念座長

変更の申請ですから、両方あるでしょう。23条のことですよね。

○大西委員

すみません。そうすると、値上げも値下げも変更ということからすると、ただこれはその前提

として、やはりそこでの何らかの調査がないと実効性がないのかと。ここをやはり、今までは実

務的にあまり使われていなかったとお聞きしているのですが、ここもやはり先ほどの体制ともリ

ンクするのですが、きちんとやることが前提になるのではないかと思っております。

○安念座長

どうなのですか、その評価の体制は。

○片岡課長

何と申し上げていいか分からないです、すみません。おっしゃるとおりでありまして、電気事

業法上、報告聴取でありますとか、毎年の定時監査をすることになっていますので、それを当然

やるということと同時に、当然認可も含めて体制をどう強化していったらいいのかは、また考え

ていきたいと思います。

○枝野大臣
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ちょっと聞いていいですか。

○安念座長

どうぞ。

○枝野大臣

私が聞くと変な話ですが、制度上、アウトソーシング、つまり外部の監査の法人等を部分的に

使っても、調査についてはお願いをして、評価は行政がやらないといけないのでしょうが、そう

いうことが制度的に可能なのかどうか。逆に、そういったことを委託されれば、それができるの

かどうかというのはどうなのですか。

○片岡課長

制度上の方につきましては、最終的には認可の権限は大臣の権限でございますが、その前提条

件としての調査活動は、これは一般的に可能だと思います。能力の方はちょっと・・・。

○安念座長

でもアウトソーシングは、・・・。

○永田委員

いや、アウトソーシングという話ではなくて調査ですが、例えば買収のときにデューデリジェ

ンスという、要は事実確認をします。まず、事実を確認するレベルの調査の他にバリュエーショ

ン（価値評価）をします。価値を評価、算定します。そこはある意味では意思が入って、事実を

越えてある程度主観的に評価をする。それから次の調査のレベルとして、フェアネスオピニオン

みたいな、これが妥当かどうかお墨付きを意思表明する。このような調査には段階的なレベルが

あると思っておりまして、今まではどちらかというと、監査もそうでしょうが、まず事実を十分

確認して、財務諸表は妥当であると意見表明をする。

一方で今回の場合はもう少し踏み込んだ、事実だけを確認するのではなくて、計算ロジックが

正しいのか、妥当なのかどうかというところまで一歩踏み込んで確認をしないと、期待に応える

ことができないのではないか。その場合のどういった透明性と客観性とを持つ専門家がいるのか

というのはやり方を考えないと、やはりどうしてもそこが、透明性が担保できないような立場の

専門家もしくは手続きであるとやはり問題があると思います。ここはきちんとした議論をした上

で体制を組む必要があると思っています。

○安念座長

確かに、その体制はもう早急に組まなければなりませんでしょうね。喫緊の課題になりそうで

すので。ほか、いかがでございましょう。どうぞ、秋池委員。

○秋池委員



30

一つ前の論点も含めまして、全体に開示の度合いであるとか、それから具体性をより高めてい

こうということがあって、それ自体は私も賛成するところでありますが、今の行政側の体制であ

るとか、それから当然コストも増すわけです。それから、それを申請なり届け出なり、認可を受

けに行く電力事業者側の管理コストも当然一定量増えていくわけです。つまりどの程度の度合い

が適度なのか慎重に考えて、ただ詳細なデータを出すために、またそれの平仄を見るために、過

大なコストを使わなくて済むようにということは重要だと思っています。

それからもう一つは、事業者にとってのインセンティブに考慮しながらということが、29ペー

ジの4番のところに書いてあるわけですが、この効率化インセンティブの考慮というのがなかな

か、今表現されているだけだと難しいようにも思っております。というのは、最終的な文章の作

りの中で表現されていくことかと思うのですが、今のところは効率化が行われたらそれを明らか

にして、その分は少なくも規制部門は値引きにしましょうということになっているわけです。企

業経営というのは収益が上がれば、それは株主と、それからもちろん利用者なりお客さま、それ

からほかのステークホルダー、そして最後に事業者が分けるということになっているわけですが、

その辺りの設計を上手にしないと、幾ら開示をしても、あまりインセンティブの働かない制度に

なりかねないとも思っていまして、その工夫はまだ議論を深める必要があろうかと思っています。

それからもう一つは、これは規制部門、総括原価を前提としておりますので規制部門ではある

のですが、相当程度開示を進めますと、やはり自由化部門でもある程度、競争相手から見れば、

原価構造が推測できるようなことにはなろうかと思いますので、その辺りの適切な競争の前提も

配慮する必要があろうかとは思っております。

○安念座長

はい、どうもありがとうございます。特にインセンティブをどう付与するのかは非常に重要な

気がするのですが、具体的にはいかがなものでしょう。つまり、例えば認可なり届け出なりから

仮に1年ごとに事後評価をするといたしますね。今でもそれに似たことはやっているわけですが。

その度ごとに利益が思ったよりも出たので、内部留保に回しましたというようなことを書いてあ

ると、その度ごとに料金を下げろという圧力が高まる。そういうふうに料金値下げのプレッシャ

ーばかりが強くなるような仕組みにされたのではたまらないと、事業者ならそう言うだろうと思

うのです。もしそうだとすると、それはもう分かった、そういう圧力があるのなら、始めから緩

い効率化計画にしておいて、幾らでも達成できるようにしておこうというインセンティブになっ

てしまうと思うのですが、この点はどうやって避けたらよろしいのでしょうかね。これも難しい

課題と。どうぞ大西委員。

○大西委員
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これは一つ、先ほどの最初の議論として、結局最初の認可時の評価と事後評価があるとすると、

原価算定期間が長ければ、事業者としてインセンティブはあるのかなという気がします。

○安念座長

ああ、期間についてはそうですね。

○大西委員

一つのですね。それが妥当かどうかは別としてですね。それ以外の理由で、長すぎるという議

論も多分あると思うのですが。

○安念座長

どうぞ、秋池委員。

○秋池委員

私も答えが固まっているわけではないのですが、業界の平均値でありますとか、トップランナ

ーの数値を明らかにさせて、例えばそことの乖離の度合いに応じた議論はもしかしたらインセン

ティブになり得るのかもしれないと思います。

○安念座長

しかし、私は別に経営者ではないですが、なぜこれだけ内部留保を積んだのだという理由を説

明しろと言われても、これはなかなか難しいですよね。いつ何が起きるか分かりません、雇用を

維持するためにどうしても必要ですと、まあ、日本の経営者ならそういうふうにご説明になると

いう気がするのですが、どのようなものでございましょうか。インセンティブの点を含めまして

どうぞ。残りの時間、ご自由にご議論いただきたいと思います。八田先生どうぞ。

○八田委員

インセンティブのメカニズムはいろいろなことが考えられるし、それをどうデザインするかで

生涯を使っている経済学者もいっぱいいるので、やはりそういう方達が考えだした工夫を取り入

れていくべきだと思います。先ほどのトップランナー方式もその例の一つですね。

しかし、今の日本がどういう状況かというと、インセンティブ付けのためにいろいろな工夫を

する以前の状況だろうと思うのです。とにかくすべてぼんやりして、どんどん内部留保に入れて

いくというふうになっています。だから、情報開示するとか、3 年でやるとかというところでま

ずスタートして、今おっしゃったようなトップランナーと比較するとか行った改革は、その後で、

じっくりこれから取り組んでいくべきではないかと思います。

数年前にアメリカの規制当局からヒアリングしたときに、ガスのパイプラインの料金を10年以

上変えていない。したがって経営革新による費用の削減は全て利潤の増大をもたらすということ

でしたが、それも確かにものすごい効率化インセンティブを与えます。15～16年前にノルウェー
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の地方の配電会社に行った時に、プライスキャップ制で好きなだけ努力しろと言われているが、

そのプライスキャップのプライス自体が毎年下ろされていく。それで、費用削減の努力していか

ないといけないというから、「こんな配電会社が技術革新なんてできるのですか。そんな下ろされ

て、耐えられるのですか」と言ったら、そこの社長が言うには「見てくださいよ。もううちなん

て無駄だらけでしょう。無駄をなくしていけば幾らでも費用は下げられますよ」といわれました。

本当に技術を革新したり節約したりしたところはもう十分利益を上げてもらったらいいです。そ

ういう制度改革は、次にこれの後いろいろ議論すべきことではないかと思います。

しかし、日本における現時点での問題は、初期における費用算定が本当に正しかったのかとい

ったことです。需要予測が、間違っていれた予測より利益が上がってしまった場合等については、

これは少しおかしいですねと言って直すべきではないかと思います。今日本が問題になっている

のは、このレベルのことではないかと思いますので、急いで手を打つべきだと思います。

○安念座長

ほか、いかがでございますか。どうぞ、松村先生。

○松村委員

ちょっと話を戻してしまって申し訳ないのですが、事後評価の私のイメージが正しいかどうか

を確認したいのです。例えば値下げ届け出制で届け出たとして、それで原価算定期間3年で届け

出たとすると、この場合の事後評価というのは 3 年終わった後の事後評価という意味ですか。3

年間の途中で1年終わったところでその前年の評価をするということですか。

○安念座長

どうぞ。

○片岡課長

29ページの終了期間後の評価と、28ページの間の評価も当然あり得まして、間の評価は終わっ

た後の評価に比べると簡易なものになっていますが、その過程において収支であるとか先ほど大

西先生がおっしゃった調査であるとか、そういうものでやるというのはあると思います。

○安念座長

どうぞ。

○松村委員

大西委員がおっしゃったとおり、原価算定期間を長期にするもともとの意図は経営効率化のイ

ンセンティブを与えることだったのだと思います。インセンティブを逆に損なう可能性を考えれ

ば、7 ページの乖離というものだけを見る中間評価というのが一番やってはいけないことだと思

います。この乖離だけを見るとすると、中間評価で非難されないようにするために予算を消化す
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るという無意味な状況になってしまい、経営効率化の誘因を損なう。ここだけを見るようなこと

は決してしないということをコミットメントすることが重要です。「損なわないように」というの

は、この点を明確に言ったのだろうと理解しています。

もしこの乖離を見るなら、今回の東京電力に関する経営・財務委員会がやったように、ほかの

コスト構造が水膨れしていないかどうかをきちんとチェックすることと合わせてやらないと、ひ

どいことになると思います。原価算定期間が終了し例えば3年間を振り返ってみて、まだ水膨れ

が残っているのかということを、外部資源も使ってチェックするのかどうかが、大きな選択肢だ

と思います。理論的には、このようなことせず、ある種のプライスキャップのように運用し、い

ったん料金を決めたとすれば、その後コストが下がったとしてもそれは内部留保に回してもいい

ですということをやればインセンティブを与えられると思います。しかし割り切れない気持ちが

残るのは、最初の段階で、ものすごくコストの水膨れがある、あるいは本来なら認められないよ

うなコストがじゃぶじゃぶと原価の中に入っている中で、これを削った利益が全部内部留保と言

ってもいいのかどうか。

本来なら、まずいったんきちんと徹底的に調べた上でコスト構造を明らかにし、徹底的に調べ

られた適正な原価から出発し、そこから経営効率化によって下げる分は内部留保としても取って

も良い、とやるのが本来の姿だと思います。しかしこの制度を設計しようとすると、今の値下げ

届け出制というルールを根本的に変えないとできないことで、この委員会のミッションからはそ

こまで踏み込むのは極めて難しいと思うのですが、長期的には選択肢の一つとして考えてみる価

値のあるものです。毎年毎年徹底的に調べるというようなことが効率的かどうかは別として、一

度全一般電気事業者の原価を洗い出してみたらどうかというのは、長期的には考えてみる価値が

ある発想だと思います。以上です。

○安念座長

ありがとうございます。とにかく徹底した査定は30年やっていないわけですから、どこかでは

やらなければいけないということなのでしょうが。確かにインセンティブを与えるにせよ、やは

り出発点の数字がいいかげんでは何をやっても仕方がないということなのでしょう。どうぞ、大

西委員。

○大西委員

今日の話題に直接出ていない話題なのですが、東京電力の経営・財務調査のレポートであった

中で、自由化部門と規制部門の損益が、自由化部門が1割で、規制部門は9割とありました。た

だ、これは今まで開示されたことのない情報だと聞いていまして、ただこれは通常、特に規制部

門と自由化部門は本来は経営の考え方とかもしくは公共性というのが全然違うのだとすると、本
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当はここの開示の必要性というのはどうなのかという気がしております。ただ一方で、先ほど松

村委員がおっしゃったように、競業者との経営情報について開示することになるので開示しにく

い要素もあるのかもしれませんが、ただそうは言っても規制部門の損益は、規制部門を開示する

と残りの方も分かってしまうということなのですが、何かそこの部門の開示がないというのは何

となく、感想としてどうなのかと思います。

○片岡課長

すみません。少し説明が足りなかったかもしれません。28ページの（2）の2.は、それこそま

さに先生がおっしゃったことを言っていまして、これまでは自由化部門が赤字の場合のみ、要は

ダンピングしているのではないかという観点から公表してきたのですが、これはおっしゃるとお

り、規制も自由も赤でも黒でも毎年常時公表することにしたらどうかというのが今回ご提言して

いることなので、これでよろしければおっしゃったように常に開示することになります。

○安念座長

いかがですか。私もこの（2）の 2.はまさに今、大西委員がご指摘になり、片岡課長からご説

明をいただいたところですが、結構、重要な点ではないかという気がするのです。全体としては、

この方向でよろしいでしょうか。確かに自由化部門については競争なのだから経営情報を知られ

るのは困るということそれ自体は誠に正論なのですが、こう言っては何ですが、今のところまだ

それほど有力なコンペティターが育っているともなかなか言いかねる状態かなという気もちらと

しなくもございません。

はい。それではもう大体時間になりましたので、何か最後にコメントをいただくことがありま

したらどうぞ。どうぞ、八田先生。

○八田委員

これはみんなが思っていることだと思いますが、こういうものの規則をやるということは、基

本的には政策官庁でなかなかしにくいことです。やはり規制に特化した役所があって、電力会社

に戻らないOBのような実務家を大量に雇って規制する必要があると思います。私はジョージアの

規制当局の局長さんと話をして、これからどういう自由化の方針ですかと言ったら、「何を言うの

ですか。私たちは州議会で決めた規制をそのまま実行するだけです。うちがそんなポリシーなん

か決めません。粛々とやることがうちの任務です」ということを言いまして、それが非常に印象

的だったのですが、日本はそういうのがこの分野についてはあまりないですから、そういうこと

が必要なのだろうと思います。

○安念座長

そうですね。レギュレーターはレギュレーターに徹するべき、プランナーはプランナーに徹す
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るべきということですね。よくアメリカ人で、「日本の行政というのはアンパイアとチアリーダー

が一緒になっているのではないか」という言い方をする人がいて、極端な言い方ですが、今まで

の業者行政はそれに近いところはありました。今でもそうだと申し上げているわけではないです。

はい、どうもありがとうございました。また機会がございますので、今日の議論は大体これぐ

らいにいたしまして、原価算定期間の点を含めまして、ご提案についてはほぼ、方向性としては

それでよろしいかというご意見をちょうだいしたと思います。特に全論点について、事業者のイ

ンセンティブを確保するという制度設計の重要さを共通してご指摘をいただきましたし、さらに

当局としての体制を外部のリソースも含めて作っていかなければいけないというのも共通してご

指摘をいただきまして、いずれにせよ大変重要な論点をご指摘いただいたと存じます。

それでは最後になりましたが、大臣から一言お願いいたします。

4.大臣挨拶

○枝野大臣

今日も先生方、お忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。今日は残念ながらちょ

っと前段の方を直接伺えませんでした。失礼いたしましたが、後半だけでも大変示唆に富んだお

話を伺いましてありがとうございます。最後の八田先生からのご指摘は非常に本質的問題であり、

あえて言うと私は昔、野党時代は憲法調査会をやっておりまして、そこにもつながるような大々

的なテーマでありまして、なかなか悩ましいなと思いながら伺いました。

この4回の議論で一通り、各論点について先生方のご意見をいただきましたので、いよいよ取

りまとめの方向に進んでいきたいと思っております。これまでの4回の議論を踏まえた上で、国

民目線で素案を作りまして、それをさらに先生方にたたいていただこうと思っております。若干

素案の段階で先生方にお示しをして伝えていただく前に、私も目を通して意見を言うか、それと

もたたいていただいた上でやるか少し考えたいと思いますが、いずれにせよ、大変有意義かつ建

設的なご議論をいただいておりますので、素案を作るのがそれほど難しくないかと思いながらも、

ただ、論点そのものについて幾つかの悩ましい論点が残っているかと思っておりますので、引き

続き先生方に建設的かつ積極的なご議論を今後もお願いしたいということを最後に申し上げて、

あいさつとさせていただきます。今日もありがとうございます。

○安念座長

大臣、どうもありがとうございました。ただ今の大臣のお言葉、それから今日いただいたご議

論を踏まえまして、事務局で論点を整理し、また、まさにもうそろそろ報告書の執筆も始めなけ
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ればいけませんので、その方向で作業をしていただきたいと思います。

それではこれをもちまして、第4回の有識者会議を閉会いたします。今日は終始ご熱心にご議

論いただきまして誠にありがとうございました。次回以降の日程等につきまして、事務局からご

連絡をいただきます。

5.事務連絡

○片岡課長

次回については2月の上旬を予定しておりますが、追って事務局よりご連絡いたします。それ

ではどうもありがとうございました。

6.閉会

○片岡課長

また、退席の方法ですが、まず大臣が退席いたしますので、少々退席についてはお待ちくださ

い。

○枝野大臣

どうもありがとうございました。

○片岡課長

では次に、混雑しますのでまずプレスの方にご退席いただきたいと思います。

それでは以上をもちまして、第4回の有識者会議を終わりにしたいと思います。本日はどうも

ありがとうございました。傍聴の方々は一度に下りられますと大変混雑いたしますので事務方の

誘導に従って退席くださるようにお願いいたします。ありがとうございました。

―― 了 ――


