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5．新しい火力入札

先述のとおり、「原価の適正性の確保」の観点から、設備関係費（減価償却費、固定資産除

却費）については原則入札を実施することが適当であるが、特に発電所については、電気事

業法上入札制度が設けられており、このあり方について検討を行った。

(1)過去の火力入札制度の経緯

①第一次電気事業制度改革（平成７年）

平成７年の電気事業法改正（第１次制度改革）により、発電市場に競争的な要素を導入す

ることが、より効率的な電力供給に資すると考えられたこと、新規事業者の参入に当たっては、

一般電気事業者の購入の方法が公平性・透明性のある制度として構築される必要があるこ

とから、開発期間が比較的短い火力発電（７年以内）について、入札制度が導入された。

②第二次電気事業制度改革（平成１１年）

平成７年に導入された火力入札制度が効果をあげつつあったこと、内外の経済環境が激

変する中で、国際的に遜色のないコスト水準を目指す必要があったこと等から、平成９年の

電気事業審議会基本政策小委員会の中間報告を受けて、平成１２年より、これまで競争入札

の対象外となっていた開発期間が長期の電源についても入札を実施することとし、一般電気

事業者の自社分も含めた原則すべての新規火力電源を入札の対象とする制度（火力全面入

札制度）12が導入された。

③第三次電気事業制度改革（平成１５年）

平成 17 年４月の卸電力取引市場の整備により、一般電気事業者に対する電源建設を対

象としなくとも、価格競争力のある電源であれば、卸電力取引市場を通じて電気の供給が可

能となったことから、火力全面入札制度は廃止された。

(2)火力入札制度導入の結果

過去の火力入札制度の実施時には、一般電気事業者の募集に対して４～５倍の応札があ

り、活発な入札が行われた。一般電気事業者は、ガイドラインに従って算定された回避可能

原価を上限価格として入札を実施したが、入札の結果、上限価格より１割～３割程度低い価

格で落札されており、入札制度の導入による電源調達費用の低減効果はあったものと考えら

12 法律上の義務ではなく、審議会報告書に基づく実質的な制度。 火力全面入札制度においては、

開発期間の長短によって異なる扱いがなされており、短期電源は基本的に一般電気事業者自身は応

札せず、適正な回避可能原価を元に上限価格を設定する入札制度であるのに対し、長期電源は、一

般電気事業者の自社応札が前提の入札制度となっていた。
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出所：電源開発の概要より資源エネルギー庁作成
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降、ＩＰＰの累積導入量は約 660 万ｋＷ（計画中止

止以降も、電気事業法上は、一般電気事業者が

たが、平成 14 年度を最後に卸供給入札は実施

る競争の状況

、依然として一般電気事業者の発電容量シェア

量も 57 億ｋＷｈであり、小売販売電力量に占め

者（ＰＰＳ）のシェアは緩やかに拡大傾向にあるが

の 3.5％に留まる。ＰＰＳの需要家は、特別高圧の

産業用、高負荷率の需要家に対しては、十分に供

募集
（万kW）

応札
（万kW）

落札
（万kW）

北海道電力 10.0 24.5 10.0

東北電力 15.5 85.0 18.0

東京電力 100.0 386.0 109.99

中部電力 20.0 115.3 27.05

関西電力 100.0 358.0 112.25

九州電力 20.0 102.5 27.4

合計 265.5 1081.3 304.69

＜例：卸電力入札の結果（平成８年度累積導入量＞

出所：電気事業審議会 基本政策部会 基本政策小委員会
（平成９年１２月５日）

（注）落札電力には、落札後に需給契約を解約した案件（約
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(4)東京電力に関する経営財務調査委員会の指摘事項

東京電力に関する経営・財務調査委員会では、今後、東電管内で必要とされる電力を供給

していくに当たって、仮に東電以外の事業者が相対的に低コストで供給できる場合には、卸

電力市場においてこれらを積極的に活用していく余地があり、東京電力の新設火力発電所

及びリプレースを対象とした火力入札を復活させる方向での提言があった。

(5)事業者ヒアリングの結果

今般、資源エネルギー庁において、震災以降の需給や今後の見通しを踏まえた新規ＩＰＰ

事業への参入の可能性等について、主要ＩＰＰ事業者十数社に対するヒアリング調査を実施

した。

その結果、発電所建設に十分な広さがあり、パイプラインの近傍である等ＩＰＰ事業の適地

は、ヒアリング先のみの合計で、ポテンシャルとしては 25 箇所、1,965 万ｋＷ程度であった。候

補となるエリアとしては、東京湾岸、北関東、東北が多いが、土地のポテンシャルとしては西

地域にも相当程度存在している。

燃種としては、ＣＯ２の排出量が少なく石油ほど価格が高くない天然ガス（ＬＮＧ）を挙げる

事業者が多い。それに続く石炭も、ベース電源としての期待は高いが、環境アセスをはじめと

する環境規制の見直しを合わせて要望する事業者が多い。 建設期間としては、６～８年が

標準。ほぼ全ての事業者から環境アセス期間短縮の要望があった。

また、発電事業者が事業計画を立てる際は、系統の空き状況や電源線敷設及び電源増強に

要するコストが不透明であるため、一般電気事業者とＩＰＰ事業者間の情報格差を是正して欲

しいとの要望があったほか、一般電気事業者に対する卸供給だけでなく、ＩＰＰ事業者側で卸

電力取引所やＰＰＳ等に自由に販売することも認めるなど、供給先の自由度の拡大が必要と

の要望もあった。

２．卸電力入札制度

＜見直しの方向＞

(1)卸電力入札制度の復活

・今後10年間の東電の火力発電所新設計画のうち未着工分(582万kW)を入札対象とする。

<主要IPP事業者数社へのヒアリング結果>

いずれも参入に積極的で、1,000万kW程度(16ヶ所)参入余地あり。

(2)新しい火力入札のあり方

・電力供給先の自由度を確保(長期契約外の部分を最終需要家・

卸取引所に供給)

・新設電源のみならずリプレースも対象とする。

・IPPの参入可能性を踏まえて送電網整備計画を見直し、公表。

東電想定価格
（東電自身のコスト） 平均落札価格

ピーク・ミドル電源 15.43 10.06

ベース電源 8.97 5.78

(円/kWh)

＜参考＞東京電力に関する経営・財務調査委員会報告の概要（平成２３年１０月３日、東京電力経営・財務調査タスクフォース事務局）

［平成8～11年度東京電力火力入札時の平均落札単価実績］
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一方で、一般電気事業者（９社）からは、供給計画に計上されている案件のうち、入札対象

となった場合に立地地域との関係への悪影響が懸念されるもの、環境アセスの手続中のも

のや実施済みのもの、電源立地交付金を受けているもの、計画が取りやめになった場合に

費用補償が必要となるもの等について、配慮が必要との意見や、電源多様化やＣＯ２排出抑

制の観点からの考慮が必要との声があった。 また、ＣＣＳ（ＣＯ２ 回収・貯留）やＩＧＣＣ（石炭

ガス化複合発電）など、火力発電の高度化のために技術開発を進める必要がある案件につ

いては、配慮が必要との声があった。

(6)対応の方向

平成 15 年の火力入札制度廃止は、卸電力取引市場の整備により、一般電気事業者に対

する電源建設を入札対象としなくとも、価格競争力のある電源であれば、別途、卸電力取引

市場を通じて電気の供給が可能となることを想定したものであるが、現在の卸電力取引・小

売新規参入はともに低調であり、発電・小売市場の競争は不十分な状況と言わざるを得な

い。

卸電力取引所やＰＰＳという枠組みはあるものの、これら競争的第三者に対する発電事業

者の売電は十分には進んでおらず、ＩＰＰ事業者に対するヒアリングでは、一般電気事業者以

外のみを相手とするＩＰＰ事業では必ずしも確実な費用回収が見込めず、資金調達が困難と

いった意見もあった。

火力全面入札制度の廃止以降も、制度上は、一般電気事業者による自主的な卸供給入

札を行うことは可能であったが、平成 14 年度を最後に卸供給入札は実施されておらず、ＩＰＰ

全国
東：５０Ｈｚ地域 西：６０Ｈｚ地域

土地あり 25 14 11

うち、インフラ面等で
有望なもの

14 11 3

全国
東：５０Ｈｚ地域 西：６０Ｈｚ地域

土地あり 1965万ｋＷ 1525万ｋＷ 440万ｋＷ

うち、インフラ面等で
有望なもの

1530万ｋＷ 1230万ｋＷ 300万ｋＷ

天然ガス 石炭 その他

地点数 18 1１ 1

最大発電容量 1585万ｋＷ 535万ｋＷ 15万ｋＷ

※燃種が確定していない地点では、複数の燃種でカウントしているものがあるため、
表３の合計値は表１及び表２の合計値と一致していない。

＜表１：最大地点数（箇所）＞

＜表２：最大発電容量（万ｋＷ）＞

＜表３：燃料種別ポテンシャル（万ｋＷ）＞

１．ヒアリング対象
ＩＰＰ事業者等：十数社（鉄鋼、石油、ガス、化学等企業）

２．ポテンシャル：２５箇所、１９６５万ｋＷ程度
３．燃料種別：天然ガス、石炭が中心
４．建設期間：６～８年

（準備期間半年～１年、環境アセス：３～４年、建設：２～３年）
５．ＩＰＰ事業者からの主な意見
・ 環境アセスメントの短縮（現状３～４年程度必要）
・ 環境枠での一般電気事業者と新規参入者との格差是正
・ 系統の空き状況や電源線敷設コストに関する情報の公開
・ 電源線への支援措置
・ ＩＰＰ以外の供給先の自由度の拡大（ＪＥＰＸ、ＰＰＳ等）
・ ＩＰＰ事業は巨額の投資を伴うため、確実な費用回収が見込めない

場合、資金調達が困難
・ 燃料単価等の変動を確実に反映する仕組み
・ 供給安定性や経済性を踏まえた石炭火力の位置付けの明確化

＜ＩＰＰ事業者ヒアリングの結果概要＞

＜一般電気事業者からの主な意見＞

・環境アセスメントの手続き中または実施済み案件を入札対象外として欲しい。 （協議内容と異なるスペックに変更すると
アセス手続のやり直しが必要になり、電源開発計画に遅れが生じるおそれ。）

・共同火力のリプレースは、共同で事業を行っている事業者との間で権利の整理が必要。
特に、工場の副生ガス利用が前提となっている場合、当該地点でのリプレースが実施されないと副生ガスが無駄になる。

・入札の結果、計画が取りやめになると誘致要望のあった地元との信頼関係が失われる。
・すでに交付金を受けている案件について、入札により交付金対象外になった場合、地元の納得が得られるか懸念あり。
・既存設備をリプレースする際、潮流制約上その地点にあることが必要な場合は入札の対象外として欲しい。
・電力需要が小さく、需要の変動が大きい離島電源では、ＩＰＰ事業者の途中退出リスクが大きく、入札は望ましくない。

・ＣＣＳ（ＣＯ２回収・貯留）やＩＧＣＣ（石炭ガス化複合発電）など、火力発電の高度化のために技術開発を進める必要がある
案件については、配慮が必要。
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活用の観点からは、これ以降の一般電気事業者の発電部門における競争性の導入は進展

していないと考えられる。

また、東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告をはじめ、規制料金の原価の適正

性をより厳格に確保する要請が高まっている。

さらに、今般のヒアリングの結果、ＩＰＰ事業への新規参入ポテンシャルは相当程度あること

が判明した。

以上の状況を踏まえ、合理的な経営効率化努力を織り込んだ適正な原価の形成を促すた

めにも、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は、既に

建設プロセスが進んでいるため入札を実施しても運転開始予定日に間に合わない案件等13を

除き、原則全ての火力電源についてＩＰＰ入札を実施することが適当である14。

電気料金算定に当たっては、入札対象電源の料金認可プロセスにおいて、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き査定を

行うこととすべきである。具体的な基準については、入札された場合に想定される価格等を参

考にしつつ設定することが適当である。また、入札を経た電源の料金原価算入の方法につい

ても、技術的な検討を踏まえて定める必要がある。

なお、入札の目的が、競争原理を導入して安価な電源を調達することにより電力供給の効

率化を図るものであることを踏まえれば、一般電気事業者が自社応札する場合を含め、上限

となる価格が入札を実施する一般電気事業者のコストを超えることは望ましくなく、こうした観

点についても、具体的な基準を策定する際に配慮する必要がある。また、同様の観点からは、

実質的な競争がある入札となるよう配慮する必要がある。

さらに、系統の空き状況や電源線敷設及び電源増強に要するコストなどについての情報提

供のあり方、入札分以外に係るＩＰＰ事業者側の電力供給先の自由度確保、落札した事業者

がアセスメントに通らなかった場合や契約の解消があった場合の安定供給確保、電源多様化

やＣＯ２排出抑制の観点、火力発電の高度化のために技術開発へのインセンティブについて

も考慮しつつ制度設計を行うことが適当である。

以上を含め、今後、本会議でのとりまとめを踏まえ、競争性の確保や環境面、安定供給等

の観点も十分に勘案しつつ、行政において新しい火力入札の実施に当たっての指針を策定

し、公表するべきである。

13 例えば、電源開発計画から運転開始までのリードタイムを考慮すれば、平成 24 年度の供給計画に

平成30年度までに運転開始するものとして記載されている電源については、入札実施により計画が遅

れることで運転開始予定に間に合わなくなるおそれがあると考えられる。その他の特別な事情がある

場合は個別に判断する必要がある。
14 なお、火力以外の大型電源については、ＩＰＰの参入による競争が実態的に想定できないこと、再生

可能エネルギー電源は全量買取制度が導入されることから、入札の対象外とすることが適当である。
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6．公正かつ適正な事業報酬

事業報酬は営業費とともに総原価を構成する要素であり、電力会社が継続的に事業を実施

する上で必要な資金調達コストと位置づけられているが、算定に当たってベースとなる電気

事業資産の対象範囲をどのように考えるか、適切な事業報酬率をどのように設定するかにつ

いて検討を行った。

(1)事業報酬の考え方、レートベース方式

総括原価方式における事業報酬とは、電気事業が合理的な発展を遂げるのに必要な資金

調達コストとして、支払利息及び株主への配当金等に充てるための費用であり、この報酬は

公正でなければならないということで公正報酬の原則と呼ばれている。

具体的な算定方法については、一般電気事業供給約款料金算定規則第４条に規定されて

おり、事業に投下された電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められ

る事業資産の価値（レートベース）に対して、一定の報酬率を乗じて算定される。

電気事業においては、過去、実際に見込まれる支払利息、配当金等を積み上げて事業報

酬を算定していたが、積み上げ方式では各社ごとの資本構成の差異等によって原価水準に

差が出たり、また電力会社の企業努力を促進する余地に乏しい等の欠点があった。このため、

昭和 35 年に、独占事業である電気事業に規制の枠をはめながらも資金調達上に創意工夫

の余地を与えることによって、経営に対する刺激を与える点に長所があるという理由から、現

在のレートベース方式が採用された。

また、ガス、鉄道等他の公益事業についても、同様のレートベース方式が用いられている。

現行方式（積み上げ方式）は、再評価不足及び定額法の採用に伴う償却不足のため内部留保が不足しているにもかかわらず、旺盛な需要に応じ
て急速な開発を行わなければならない現在の電気事業に対して適当であるかどうかという問題があり、また電力会社の企業努力を刺激する余地に
乏しく、安易な経営に陥りやすいという欠陥があった。

これに反し、レートベース方式は、設備産業であり成長産業である電気事業の特質に適応した方式であり、再評価積立金に対しても報酬が認め
られることとなるので、減価償却の不足を補填し、内部留保の増大が期待される。さらにこの方式によれば、事業資産の価値によって報酬額が客観
的に決定されるので、電力会社は与えられた報酬額の枠内において利息及び配当金の支払いを行い、利益準備金を確保せねばならず、内部留保
の活用、借入金利の引き下げ等に努力し、支払利息の軽減に努めるので、この面からの資本構成の是正、内部留保の増大が大きく期待されるとい
う利点がある。

レート・ベース方式は、このようなメリットがあるので、アメリカにおいては古くから採用されている。わが国のガス事業の場合も昭和３２年からこの
方式が採用されている。また電気事業においても、かつて、昭和８年から電力の国家管理が実施された昭和１４年までこの方式がとられていたので
ある。

出典：新電気料金制度の解説（１９６０年）より
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(2)事業報酬率の具体的算定方法

一般電気事業供給約款料金算定規則第４条第４項においては、事業報酬率については自

己資本報酬率及び他人資本報酬率を 30 対 70 で加重平均した率とされている。また、自己資

本報酬率は、全一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を

上限、国債、地方債等公社債利回りの実績値を下限値として算定することとされ、他人資本

報酬率は全一般電気事業者の平均有利子負債利子率とされている。

なお、実際の自己資本報酬率の算定に当たっては、電気事業の経営リスクを表す指標とし

て、市場全体の株式価格に対する電気事業株式の弾性値であるβ値を採用し、これにより

全一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率と公社債利回りの実績値を加重平均した

値としている。

＜算定方法（一般電気事業供給約款料金算定規則（省令））＞

１．レートベース

①特定固定資産：電気事業固定資産（附帯事業に係る共用固定資産、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適
当でないもの及び工事負担金を除く）の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

②建設中の資産：建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除し
た額に１００分の５０を乗じて得た額

③核燃料資産 ：核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

④特定投資 ：長期投資（エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気
事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。）の事業年度における平均帳
簿価額を基に算定した額

⑤運転資本 ：営業資本（減価償却費、公租公課等を除いた費目に１２分の１．５を乗じて得た額）及び貯蔵品（火力燃料
貯蔵品等の年間払出額に、原則として１２分の１．５を乗じて得た額）を基に算定した額

⑥繰延償却資産：繰延資産（株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。）の事業年度における平均帳簿価額を基に算定し

た額

２．報酬率
自己資本報酬率及び他人資本報酬率を３０対７０で加重平均した率

①自己資本報酬率
すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率を上限とし、国債、地方債等公社債の
利回りの実績率を下限として算定した率（すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当す
る率が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率）を基に
算定した率

②他人資本報酬率
すべての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加
重平均して算定した率

事業報酬額＝ 電気事業資産の価値（レートベース）×報酬率

報酬率＝［ 自己資本報酬率×自己資本比率（30%） ］＋［ 他人資本報酬率×他人資本比率（70%） ］

・自己資本報酬率＝（公社債利回り実績値×（1－β）＋全産業（全電力除き）の自己資本利益率×β）
※β値(電気事業の事業経営リスク、一般的には市場全体の株式価格が１％上昇する

ときの電気事業の株式の平均上昇率。）

・他人資本報酬率＝１０電力会社の平均有利子負債利子率＊

＊有利子負債利子率＝支払利息÷有利子負債残高（社債＋長期借入金＋短期借入金＋ＣＰ）

※平成７年の電気事業審議会料金制度部会において、算定ルールが定められた。
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＜電力会社のβ値＞

料金改定 報酬率 自己資本報酬率 β値※ 他人資本報酬率

平成 ８年（認可値下げ） 5.25 5.43 0.7 5.18

平成１０年（認可値下げ） 4.4 4.94 0.6 4.17

平成１２年（届出値下げ） 3.8 3.56 0.4 3.86

平成１４年（届出値下げ） 3.5 3.43 0.3 3.60

平成１６年（届出値下げ） 3.2 4.27 0.7 2.76

平成１８年（届出値下げ） 3.2 4.71 0.7 2.54

平成２０年（届出値下げ） 3.0 5.42 0.7 1.93

＜Ａ社の例＞

※β値は平成８年、１０年、１２年、１４年は５～１０年の実績による。平成１６年以降は、自己資本報酬率の採録期間に合わせてβ値を採録した場合、回
帰分析による相関係数が０．１未満となりデータとして信頼性が低くなってきたことや、巨額の資金調達を要する電気事業においては安定的なβ値が用

いられるべきであること、レートベース方式採用当初より自己資本利益率のポートフォリオ比率は７０％とされてきたこと等を勘案し、固定的な事業経営
リスクとして０．７を採用。

※：相関係数が有意といえない水準であるため、データとして信頼性が低い。

電力会社名

１０年料金改定 ７年平均 直近までの平均 震災後 ステップ１収束後

H2～H8平均
①H16.4.1～H23.3.31

（サンプル数 1715日）
②H17.4.1～H23.12.15
（サンプル数 1645日）

③H23.3.11～12.15
（サンプル数 188日）

④H23.7.20～12.15
（サンプル数 101日）

β値 β値 相関係数 β値 相関係数 β値 相関係数 β値 相関係数

北海道 0.59 0.41 0.48 0.43 0.46 0.67 0.45 0.30 0.21

東北 0.62 0.49 0.47 0.52 0.44 1.50 0.63 0.51 0.32

東京 0.81 0.50 0.38 0.58 0.28 1.59 0.29 0.56 ※ 0.11

中部 0.66 0.47 0.48 0.48 0.44 0.64 0.36 0.20 ※ 0.14

北陸 0.54 0.37 0.44 0.39 0.41 0.66 0.45 0.34 0.23

関西 0.70 0.43 0.46 0.45 0.43 0.73 0.42 0.27 ※ 0.17

中国 0.57 0.41 0.52 0.43 0.47 0.64 0.43 0.33 0.24

四国 0.66 0.46 0.52 0.47 0.48 0.59 0.41 0.13 ※ 0.10

九州 0.58 0.41 0.47 0.43 0.44 0.75 0.46 0.27 ※ 0.18

９社平均 0.64 0.44 0.47 0.46 0.43 0.86 0.43 0.32 ※ 0.19

（資源エネルギー庁作成）
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＜他の公益事業の事業報酬＞

(3)東京電力に関する経営・財務調査委員会の指摘事項

東京電力に関する経営・財務調査委員会では、レートベースの対象となる資産について、

廃止直前の長期計画停止の資産等、必ずしも電力供給に貢献していない資産が含まれてい

ることや、稼動率の高低を考慮する必要がある旨指摘されている。

また、支払利息と配当金の合計額は、届出時の事業報酬額を下回る傾向にあり、特に自

己資本報酬率分の事業報酬と配当金実績の差額が大きいものの、自己資本報酬額の一部

を内部留保することは制度上も正当な経営活動であり、東京電力については当面の資金調

達環境や特別負担金の存在などについても考慮が必要である旨指摘されている。

事業報酬の算定方法 事業報酬率の算定方法

電気料金

【レートベース方式】
対象事業資産 × 報酬率

自己資本報酬率 × ３０％ ＋ 他人資本報酬率 × ７０％

ガス料金

【レートベース方式】
対象事業資産 × 報酬率

自己資本報酬率 × ３５％ ＋ 他人資本報酬率 × ６５％

鉄道料金
(JR、大手民鉄、

地下鉄 )

【レートベース方式】
対象事業資産 × 報酬率 － Ａ

自己資本報酬率 × ３０％ ＋ 他人資本報酬率 × ７０％

水道料金

【積み上げ方式 （一部レートベース方式） 】
資本費用＝支払利息 ＋ 資産維持費

【支払利息】 企業債の利息、取扱諸費及び発行差金償却費並びに一時

借入金の利息の合計額
【資産維持額】 対象資産 × 資産維持率

資産維持率は、今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給水サービス
の提供を確保できる水準として、３％を標準とし、各水道事業者の創設時期や
施設の更新状況を勘案して決定するものとする。

電気事業固定資産（除貸付設備等） ＋ 建設中の資産（建設仮勘定（除建設中利子
等） ×1/2） ＋ 核燃料資産 ＋ 特定投資 ＋ 運転資本（営業資本（除減価償却費
等）×1.5月分 ＋ 貯蔵品等×１.5月分） ＋ 繰延償却資産

固定資産（含建設中の資産、除休止設備等） ＋ 運転資本（営業費等（除減価償却
費等）×1.5月分 ＋ 製品、原材料及び貯蔵品） ＋ 繰延資産

期首・期末平均固定資産 ＋ 同平均建設仮勘定 ＋ 営業費（除減価償却費・諸税）
の４％相当額 ＋ 貯蔵品 ＋ 繰延資産（除社債発行差金） ＋ 鉄軌道事業部門関係
事業資産± 預り保証金・差入れ保証金・特定都市鉄道整備積立金充当額

前回改定時の平年度３年間の設備投資未達
成額相当報酬額

償却資産額（固定資産－土地－建設仮勘定）の料金算定
期間期首及び期末の平均残高

各年度ごとの自己資本利益率（全産業ROE（除電力）：上限）と公社債利回り実績値
（下限）を基にβ値を用いて算定した値の平均値

平均実績有利子負債利子率

各年度ごとの自己資本利益率（全産業ROE（除ガス）：上限）と公社債利回り実績値
（下限）を基にβ値を用いて算定した値の平均値

平均実績有利子負債利子率

債務実績利子率（法定債務を除く）
のグループ別平均の過去５年平均

公社債応募者利回り、全産業平均ＲＯＥ、配当所要率（11%）の３指標の単純平均の
過去５年平均

※ROEが公社債応募者利回りを下回る場合には公社債応募者利回りによる

電話料金（※）

【レートベース方式（※）】
対象事業資産 × 報酬率

報酬率＝上限値（【１】＋【２】）と下限値（【１】のみ）の中間値

正味固定資産＋貯蔵品＋投資等＋運転資本

【１】 他人資本比率 × 有利子負債比率 × 有利子負債利子率
【２】 自己資本比率 × 自己資本利益率 ＋ 他人資本比率 ×有利子負債以外の
負債比率 × 国債利回り

○自己資本利益率の算定にあたっては、①主要企業の平均自己資本利益率又は②資本資産評価
モデル（ＣＡＰＭ）の手法に基づいて 算出された期待自己資本利益率のいずれか低い方を採用。
○有利子負債利子率についてはＮＴＴ東西の社債及び借入金に係る過去５年間における平均利子
率、国債利回りについては過去５年間の平均利子率を用いる。

※料金が総括原価（事業費用＋事業報酬）に適合するかという点について審査を行うものではなく、一定の料金水準（基準料金指数）を下回るものであれば、個々の料金は届出で設定可能（上限価格
方式による規制を実施）。

（出典：一般電気事業供給約款料金算定規則、一般ガス事業供給約款料金算定規則、ＪＲ旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事業者の収入原価算定要領、水道料金算定要領、プライスキャップの運用
に関する研究会報告書（２００９年４月）等）

（参 考）

【正味固定資産】 直近の期首・期末平均正味固定資産実績（項目別）をもとに次期
X値（基準料金指数設定のために用いる生産性向上見込率）適用
期間（３年間） における正味固定資産額を推計
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(4)対応の方向

①レートベース対象資産の範囲

供給設備については、デマンド・レスポンス（需給調整契約を含む）等を踏まえた需要見通

しを前提にした設備に限定し、長期停止発電設備については、原価算定期間に立ち上げが

可能であるなど緊急時の即時対応性、改良工事中などの将来の稼働の確実性等を踏まえて、

レートベースに算入することが適当である。

なお、電力会社間の同種の設備と比較して、正当な理由なく著しく低い稼働率となっている

設備については、レートベースから除外することが適当である15。

②事業報酬率

報酬率については、電気事業の適正なリスクを踏まえて設定することが適当である。その

際、東日本大震災後、電気事業のリスクが高まったとの指摘もあり、自己資本報酬率の設定

に当たっては、震災後の状況を勘案しつつ、過大な利益が生じないよう、一方、資金調達に

支障が生じないよう、公正報酬といった観点から、適正な事業経営リスクを見極めた上で設

定することが適当である。

15 高効率のガスコンバインドサイクル発電を停止して、効率の悪い電源の稼動率を高めることになら

ないよう、形式的に「低い稼動率の設備」としない方が良いとの指摘があった。

＜レートベースの対象となる資産（出典：報告書 P135）＞

特定固定
資産※1)

建設中の資産

核燃料資産

特定資産

運転資本

繰延償却資産

原価変動調整積立金
別途積立金控除額

水力

火力

原子力

送電

変電

配電

建設中の発電所、送電網等（建設仮勘定の１／２が対象）
• 例：西上武送電線

配置される前の核燃料
再処理関係核燃料

研究開発、資源開発

営業費1.5カ月分

繰延償却資産

目的を特定しない任意積立金

発電所等
• 長期計画停止電源含む
• 例：横須賀5号機、6号機

– 休止火力1機あたり簿価※2) ：12 億円、修繕費※3)：2億円、再稼動

費用：200億円、再稼動に必要な期間：2年以上

送電網

変電所

配電網

-0.5

0.0

10.1

-0.4

0.0
0.5
0.0
0.4

0.6

-0.2

0.8

0.0

0.0

0.4

10.1

0.6

11.7

-0.3

兆円

0.5

0.4

0.0

10.6

10.5

H16

15

-0.3

H12

10.4

0.1

10

0.3

9.4

H20H14

0.3

0.9

0.0

5

0.1

0.9

0.2

0.0

H18

11.0

8.29.1

0.5

0

0.4

＜指摘内容＞
○平成12年以降、レートベースは減少傾向にあり、特定固定資産の額
も減少傾向にある。レートベースの対象となる資産の中には、廃止直
前の長期計画停止火力の資産（簿価）等、必ずしも電力供給に貢献し
ていない資産が含まれているとみられることから、詳細については別
途検証が必要である。また、稼働率を度外視して電気事業資産全体を
料金算定の基礎とするのか否かについても検討が必要である。

なお、長期計画停止火力の減価償却費については、営業費項目とし
て料金原価に計上されており、これらの適否についても別途検証が必
要である。 (出典：報告書 P135)
○レートベースの対象となる資産については、電気の安定供給に真に
必要な資産に限定するとともに、稼働率の高低を考慮することで資産
の効率的運用を促すべきではないか。 例えば、発電所であれば、電
源の役割に応じて一定以上の稼働率（あるいは緊急時の即時対応性）
を条件とする、送電網であれば、今般の福島原子力発電所の事故に
より生ずる潮流への影響を踏まえた、新たな送電系統の整備計画等を
求めるといったことが考えられる。 (出典：報告書 P150)
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自己資本報酬
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＜届出時の事業報酬額と支払利息＋配当金の比較（出典：報告書 P134）＞ ＜指摘内容＞
○事業報酬額は平成12年以降下落傾向にあり、支払利息、配当金の
合計額も同様に下落傾向にあるが、届出時に料金原価として織り込ま
れた事業報酬額と実績の支払利息、配当金の支払の合計額を比較す
ると、支払利息と配当金の合計額は、事業報酬額を下回る傾向が見ら
れる。

特に、届出時の自己資本報酬分の事業報酬額と配当金実績の差額
が大きくなっていると言える。
届出時に料金原価として織り込まれた事業報酬額と実績の支払利息、
配当金の支払の差額を合計すると、直近11年間の累計で9,831億円と
なっている。

ただし、自己資本報酬額については、その一部を内部留保とすること
は正当な経営活動と言える点には留意が必要である。 (出典：報告書
P133)
○事業報酬については、制度設計上、内部留保の蓄積等を行うことが
可能な余裕を持った報酬額となっていることを踏まえた上で、東電の場
合には、当面の資金調達環境や特別負担金の存在などについての考
慮が必要となるのではないか。 (出典：報告書 P150)
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7．原価算定期間及び電源構成変動への対応

原価算定期間は営業費及び事業報酬を算定する期間であるが、経営効率化努力を織り込

む観点から、どのような期間が原価算定期間として適当か、また、原価算定期間内に当初想

定されていた電源構成が変動した場合、どのような対応をすべきかについて検討を行った。

(1)原価算定期間の設定

電気料金の算定にあたっては、供給計画や経営効率化計画を前提に、事業の合理的な見

通しが可能な期間を原価算定期間として設定し、当該期間における原価を算定する。

過去、「供給約款料金審査要領」においては、原価算定期間は原則３年、原価要素の変動

状況等に対応して１年以上３年未満とすることも可能となっていたが、平成１１年の電気事業

審議会において、合理的な将来予測ができる期間を各事業者が自主設定することが適当で

あるとされた。これを受け、現行制度上、「一般電気事業供給約款料金算定規則」においては、

「四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間」を原価算定

期間として定めることとなっている。

＜電力各社の過去の料金改定における原価算定期間＞

１．現行制度上の原価計算期間

○電気事業法制定（昭和３９年）以降昭和４０年代半ばまでは、電気料金の長期安定化の観点から、
原則２年または３年が原価計算期間として設定されてきた。

○しかしながら、オイルショックや為替変動相場制導入等経済社会環境の激変の中では、３年間の合
理的な将来予測を行うことが困難な状況が生じたため、料金算定ルール上「原則として３年、原価
要素の変動の状況等に対応して１年以上３年未満」とされ、３年よりも短期の設定が可能となり、昭
和４９年以降ほとんどの料金改定で各社とも１年が採用されることとなった。

○ただし、平成８年改定から、経済社会環境の変動により大きく変化する原価項目である燃料費につ
いては「燃料費調整制度」が導入され、料金改定後の燃料価格及び為替レートの自動調整が制度
化されたことから、燃料費変動の理由による常時１年設定の必要性はなくなっている。

○他方、平成７年７月の電気事業審議会料金制度部会中間報告における提言を受け、各電気事業
者は経営効率化計画を策定・実施しており、この成果は料金改定にも反映されている。しかしなが
ら、同計画は各事業者が経営判断により自主的に策定しているところから、その目標・効果、期間
及び進捗スケジュールは事業者毎に異なっている。

２．原価計算期間設定の柔軟化

○上記の経緯も踏まえると、各事業者統一の原価計算期間を料金算定ルール上設定する必要はな
く、合理的な将来予測ができる期間を各事業者が自主設定することが適当である。この際、事業者
は、原価計算期間設定の理由について、対外的に説明することが求められる。

３．料金引き下げ時における原価計算期間のより柔軟な設定

○したがって、経営効率化計画等によって適切に説明がなされるのであれば、料金引き下げ時にお
いては、原価計算期間について、引き上げ時に比べて、より柔軟な設定を認めるべきである。

電気事業審議会基本政策部会・料金制度部会合同小委員会報告（平成１１年１０月２０日）

（認可料金の原価等の算定）
第二条

法第十九条第一項の規定により定めようとする、又は
変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようと
する一般電気事業者（以下「事業者」という。）は、四月一
日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の
合理的な期間（以下「原価算定期間」という。）を定め、当
該期間において電気事業を運営するに当たって必要であ
ると見込まれる原価に利潤を加えて得た額（以下「原価
等」という。）を算定しなければならない。

一般電気事業供給約款料金算定規則

第一章 総則
３．原価計算期間

原価計算期間は、４月又は１０月を始期とした半年間
又は１年間を単位として将来の３年間とする。ただし、３
年間の原価計算期間によることが適当でないときは、原
価要素の変動の状況等に対応して１年以上３年未満の
期間とすることができることとする。

（参考）供給約款料金審査要領（平成９年１１月２０日）

料金改定実施年 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

昭和４０年 ２年

昭和４１年 ２年 ２年

昭和４７年 ２年

昭和４８年 ３年 ３年

昭和４９年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年

昭和５１年 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年

昭和５５年 １年半 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年半・１年

昭和５６年以降 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年
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＜他の公共事業の原価算定期間＞

(2)東京電力に関する経営・財務調査委員会の指摘事項

「東京電力に関する経営・財務調査委員会」の報告書における届出時と実績の料金原価

のかい離を見ると、「固定費＋可変費（燃料費＋購入電力費等以外）」については届出後時

間の経過とともにかい離幅が大きくなり、経営効率化が進んだものと見込まれる一方、「燃料

費＋購入電力費」については原子力発電所の停止等による発電構成の変動によって実績の

費用が届出時の費用を大きく上回ることが示されている。

＜ガス料金＞

一般ガス事業供給約款料金算定規則（抜粋）

（総原価の算定）
第２条第１項
法第１７条第１項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款（特定ガス

発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものを除く。以下
同じ。）で設定する料金（以下「供給約款認可料金」という。）を算定しようとする一般ガス事
業者（以下この条から第１２条までにおいて「事業者」という。）は、原価算定期間として、当
該事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間（
変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては一年間）を
定め、当該期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利
潤を加えて得た額（以下「総原価」という。）を算定しなければならない。

電気料金 ガス料金 鉄道料金 水道料金

原価算定期間
１年間

（平成２０年料金改定ベース）

１年間
（新規事業者は３年間）

３年間 ３～５年間

＜鉄道料金＞

ＪＲ旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事業者の収入原価算定要領（抜粋）

第２章 収入・原価の算定方法及び手順

第１節 一般原則

２．原価計算期間

原価計算期間（平年度）は、３年間とする。

＜水道料金＞

水道料金算定要領（抜粋）

２．総括原価

（２）料金算定期間

料金算定期間は、概ね将来の３年から５年を基準とする。

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 16.94 16.06 15.16 14.59 12.94

実績の料金原価 16.61 15.48 15.16 14.17 13.36 13.83 12.66 13.20 13.40 12.02

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80
届出時と実績の料金原価の乖離（可変費（燃料費以外））

料金原価

（円/ＫＷｈ）
-17.90%=

-6.54%= -4.97%=

12年改定 14年改定 16年改定

-1.28%=
+4.14%=

-6.57%=
-3.69%=

+7.82%=

-12.39%=

+2.23%=

=-5.52%
（対前回届出）

=-6.61%
（対前回届出）

=+1.07%
（対前回届出）

=+11.73%
（対前回届出）

18年改定 20年改定

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 16.94 16.06 15.16 14.59 12.94

実績の料金原価 16.61 15.48 15.16 14.17 13.36 13.83 12.66 13.20 13.40 12.02

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80
届出時と実績の料金原価の乖離（可変費（燃料費以外））

料金原価

（円/ＫＷｈ）
-17.90%=

-6.54%= -4.97%=

12年改定 14年改定 16年改定

-1.28%=
+4.14%=

-6.57%=
-3.69%=

+7.82%=

-12.39%=

+2.23%=

=-6.76%
（対前回届出）

=-0.21%
（対前回届出）

=+3.89%
（対前回届出）

=-15.93%
（対前回届出）

18年改定 20年改定

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 16.94 16.06 15.16 14.59 12.94

実績の料金原価 16.61 15.48 15.16 14.17 13.36 13.83 12.66 13.20 13.40 12.02

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00
届出時と実績の料金原価の乖離（固定費＋可変費（燃料費以外））

料金原価

（円/ＫＷｈ）
-13.22%=

+3.60%=

-7.12%=

12年改定

14年改定

16年改定

-1.94%=

-6.51%=
-11.86%=

-3.60%= -5.59%=

-5.19%=

+2.01%=

=-5.22%
（対前回届出）

=-5.57%
（対前回届出）

=-3.80%
（対前回届出） =-11.31%

（対前回届出）

18年改定

20年改定

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 16.94 16.06 15.16 14.59 12.94

実績の料金原価 16.57 15.99 15.16 14.42 13.84 13.69 13.03 13.00 13.15 12.60

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00
届出時と実績の料金原価の乖離（固定費＋可変費（燃料費以外））

料金原価

（円/ＫＷｈ） -10.68%=

+1.66%=

-2.58%=

12年改定 14年改定 16年改定

-2.20%=

-4.90%=
-8.72%=

-0.42%=

-5.58%=

-6.13%=

+0.53%=

=-5.22%
（対前回届出）

=-5.57%
（対前回届出）

=-3.80%
（対前回届出）

=-11.31%
（対前回届出）

18年改定 20年改定

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 16.94 16.06 15.16 14.59 12.94

実績の料金原価 16.57 15.99 15.16 14.42 13.84 13.69 13.03 13.00 13.15 12.60

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00
届出時と実績の料金原価の乖離（固定費＋可変費（燃料費＋購入電力費等以外））

料金原価

（円/ＫＷｈ） -10.68%=

+1.66%=

-2.58%=

12年改定 14年改定 16年改定

-2.20%=

-4.90%=
-8.72%=

-0.42%=

-5.58%=

-6.13%=

+0.53%=

=-5.22%
（対前回届出）

=-5.57%
（対前回届出）

=-3.80%
（対前回届出）

=-11.31%
（対前回届出）

18年改定 20年改定

出典：東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書P126

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 3.65 3.77 3.94 4.84 8.36

届出時の料金原価（燃調反映） 3.97 3.77 3.94 3.99 4.44 5.02 5.34 9.39 6.54 6.68

実績の料金原価 4.25 4.06 4.50 4.22 5.25 5.13 7.68 9.26 5.84 6.70

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
届出時と実績の料金原価の乖離（燃料費）

料金原価

（円/ＫＷｈ）

-1.38%=

=10.69%=
+0.30%=

12年改定 14年改定 16年改定

+6.96%=

+10.52%=

+7.62%=

+2.17%=

+43.77%=

=-5.52%
（対前回届出）

=-6.61%
（対前回届出）

=+1.07%
（対前回届出）

=+11.73%
（対前回届出）

・新潟県中越沖地震

（柏崎刈羽原発停止）

・原油価格高騰

・トラブル隠し

（原発全号機停止）

18年改定

20年改定

+14.28%=
+5.67%=

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 3.65 3.77 3.94 4.84 8.36

届出時の料金原価（燃調反映） 3.97 3.77 3.94 3.99 4.44 5.02 5.34 9.39 6.54 6.68

実績の料金原価 4.25 4.06 4.50 4.22 5.25 5.13 7.68 9.26 5.84 6.70

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
届出時と実績の料金原価の乖離（燃料費）

料金原価

（円/ＫＷｈ）

-1.38%=

=10.69%=
+0.30%=

12年改定 14年改定 16年改定

+6.96%=

+10.52%=

+7.62%=

+2.17%=

+43.77%=

=-5.52%
（対前回届出）

=-6.61%
（対前回届出）

=+1.07%
（対前回届出）

=+11.73%
（対前回届出）

・新潟県中越沖地震

（柏崎刈羽原発停止）

・原油価格高騰

・トラブル隠し

（原発全号機停止）

18年改定

20年改定

+14.28%=
+5.67%=

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 3.65 3.77 3.94 4.84 8.36

届出時の料金原価（燃調反映） 3.97 3.77 3.94 3.99 4.44 5.02 5.34 9.39 6.54 6.68

実績の料金原価 4.25 4.06 4.50 4.22 5.25 5.13 7.68 9.26 5.84 6.70

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
届出時と実績の料金原価の乖離（燃料費）

料金原価

（円/ＫＷｈ）

-1.38%=

10.69%=
+0.30%=

12年改定 14年改定 16年改定

+6.96%=

+10.52%=

+7.62%=

+2.17%=

+43.77%=

=+3.12%
（対前回届出）

=+4.56%
（対前回届出）

=+22.81%
（対前回届出）

=+11.73%
（対前回届出）

・新潟県中越沖地震

（柏崎刈羽原発停止）

・原油価格高騰

・トラブル隠し

（原発全号機停止）

18年改定

20年改定

+14.28%=
+5.67%=

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 3.65 3.77 3.94 4.84 8.36

届出時の料金原価（燃調反映） 3.97 3.77 3.94 3.99 4.44 5.02 5.34 9.39 6.54 6.68

実績の料金原価 4.25 4.06 4.50 4.22 5.25 5.13 7.68 9.26 5.84 6.70

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
届出時と実績の料金原価の乖離（燃料費）

料金原価

（円/ＫＷｈ）

-1.38%=

-10.69%=
+0.30%=

12年改定 14年改定 16年改定

+6.96%=

+10.52%=

+7.62%=

+2.17%=

+43.77%=

=+3.12%
（対前回届出）

=+4.56%
（対前回届出）

=+22.81%
（対前回届出）

=+11.73%
（対前回届出）

・新潟県中越沖地震

（柏崎刈羽原発停止）

・原油価格高騰

・トラブル隠し

（原発全号機停止）

18年改定

20年改定

+14.28%=
+5.67%=

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 3.65 3.77 3.94 4.84 8.36

届出時の料金原価（燃調反映） 3.97 3.77 3.94 3.99 4.44 5.02 5.34 9.39 6.54 6.68

実績の料金原価 4.25 4.06 4.50 4.22 5.25 5.13 7.68 9.26 5.84 6.70

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
届出時と実績の料金原価の乖離（燃料費）

料金原価

（円/ＫＷｈ）

-1.38%=

-10.69%=
+0.30%=

12年改定 14年改定 16年改定

+6.96%=

+10.52%=

+7.62%=

+2.17%=

+43.77%=

=+3.12%
（対前回届出）

=+4.56%
（対前回届出）

=+22.81%
（対前回届出）

=+72.78%
（対前回届出）

・新潟県中越沖地震

（柏崎刈羽原発停止）

・原油価格高騰

・トラブル隠し

（原発全号機停止）

18年改定

20年改定

+14.28%=
+5.67%=

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

届出時の料金原価 3.65 3.77 3.94 4.84 8.36

届出時の料金原価（燃調反映） 3.97 3.77 3.94 3.99 4.44 5.02 5.34 9.39 6.54 6.68

実績の料金原価 4.25 4.06 4.50 4.22 5.25 5.13 7.68 9.26 5.84 6.70

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
届出時と実績の料金原価の乖離（燃料費+購入電力費等）

料金原価

（円/ＫＷｈ）

-1.38%=

-10.69%=
+0.30%=

・原発全号機停止

12年改定 14年改定 16年改定

+6.96%=

+18.19%=

+7.62%=

+2.17%=

+43.77%=

=+3.12%
（対前回届出）

=+4.56%
（対前回届出）

=+22.81%
（対前回届出）

=+72.78%
（対前回届出）

・新潟県中越沖地震

（柏崎刈羽原発停止）

・原油価格高騰

・トラブル隠し

18年改定

20年改定

+14.28%=
+5.67%=

出典：東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書P130
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こうしたことから、「東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書」においては、

・経営効率化を中長期的に進める観点からは単に規制当局がコスト削減を指示するの

ではなく、事業者による自主的な経営効率化努力を促すことは引き続き重要であると

ころ、現行の運用では原価算定期間がわずか一年であり二年おきという頻度で改定

が行われているため、何が経営努力なのかについて判断ができず、結果において適

切なかたちで事業者の自主的な経営努力を促す制度となっていない。

・原子力発電所事故を契機とする原子力発電所の大幅な停止と再稼働の不確実性に

鑑みると、電源構成の変化をどのように料金に織り込むのかについても検討が必要

な状況にある。

・営業費用の算定に当たっては、特に燃料費以外の項目については現状のように原価

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当然実施が期待され

る合理化措置は織り込んだうえで、企業の自主的努力部分を明確化すべきではない

か。

・一定期間経過後には、原価の適正性を再度確認する必要があることから、複数年度

の原価算定期間経過毎に、規制当局による（場合によっては第三者機関の関与も含

めた）適切な原価査定を行っていく必要があるのではないか。

・原価算定期間については、単年度ではなく複数年度とすること等で、電気事業者に一

定程度の効率化へ向けた努力を促し、裁量を付与すべきではないか。

・総原価について、ゼロベースでの見直し、ベースラインとなる合理化計画について規

制当局と事業者が合意することを大前提に、事業者がそれを超える努力を行うことで

得られた利益については、事業者の内部留保として認め、その使途を事業者の裁量

に委ねるべきではないか。

・原子力発電所が停止を余儀なくされる事態が近年頻発していること、また原子力発電

所の再稼働が不確実な情勢であることを踏まえ、原子力発電所の停止等による電源

構成の変動に伴う燃料費等の影響について、料金に適切に反映できるよう配慮した

制度設計とすべきではないか。

といった指摘がなされている。
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(3)対応の方向

①原価算定期間

過去、値下げの届出制導入以降、一般電気事業者の料金改定が概ね２年ごとに実施され

てきたこと、一般的な企業の中期経営計画が３年であること、社内の業務フロー等の変更に

は一定の時間を要することなどを踏まえ、事業者の十分な経営効率化努力を織り込む観点

から、認可時の原価算定期間は３年を原則とすることが適当である16。

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例外的に認めることが適当である。

また、届出の場合については、自主的な経営効率化努力を料金に迅速に反映する観点か

ら、原価算定期間をより柔軟に設定しても良いと考えられる。

なお、現在の一般電気事業供給約款料金算定規則において、原価算定期間は「一年間を

単位とした将来の合理的な期間」とされており、これを変更せずとも上記のいずれにも対応す

ることが可能となっていることから、料金認可時に適用される「供給約款料金審査要領」にお

いて上記の趣旨を記載することが適当である。

②電源構成の変動への対応

原価算定期間の複数年化に伴い、料金算定当初に想定した電源構成が原子力発電の稼

働状況等により大きく変動した場合、原価の適正性が維持できないと考えられる。

ただし、原料輸入価格の変動を自動的に電気料金に反映させる燃料費調整制度と異なり、

どの電源を稼働させるかは経営判断そのものであり、恣意的な料金転嫁を防ぐ必要がある。

このため、一般電気事業供給約款料金算定規則を改正し、原価の適正性を予め行政が確

認する料金値上げの認可を経ていることを条件に、当該原価算定期間内において事業者の

自助努力の及ばない電源構成の変動があった場合に、総原価を洗い替えることなく、当該部

分の将来の原価の変動のみを料金に反映させる料金改定を認めることが適当である17。

なお、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、より短期間での料金改定が可能となると考えられる。

16 電源構成の変動について料金の反映を可能とするのであれば、それ以外の費用項目についてより

効率化努力を求める観点から、３年を超える期間（例えば５年）の設定も考えられるとの意見もあった。
17 電源構成が変わってコストダウンになる場合には、値下げ届出を何らかの形で義務づけるべき

との指摘があった。
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8．個別原価計算・レートメーク

算定された総原価から各電気料金メニューを設定するプロセスが個別原価計算・レートメー

クであり、料金算定規則等において規定されているが、その透明性確保のあり方について検

討を行った。

(1)個別原価計算

算定された総原価を基に小売料金（規制部門、自由化部門）及び託送料金が設定されるこ

ととなるが、この算定プロセスについては一般電気事業供給約款料金算定規則及び一般電

気事業託送供給約款料金算定規則（経済産業省令）に規定されている。両規則については、

平成１１年の託送制度の導入に併せて、算定プロセスを透明化する観点から省令化したもの

である。

具体的には、①９部門への整理、②一般管理費の発生原因に基づく他部門への整理（ＡＢ

Ｃ会計手法による）、③送電等関連コストと非関連コストへの整理、④各需要種別への整理

のプロセス等が規定されている。

ＡＢＣ会計手法
による配分（※１）

費用を固定費と可変費に整理
固定費は、「２：１：１」法または「２：１」法を用いて需要種別に配分（※２）

総

原

価

水力発電費

火力発電費

原子力発電費

送電費

配電費

販売費

一般管理費等

水力発電費

火力発電費

原子力発電費

送電費

変電費

配電費

販売費

変電費

送
電
等
非
関
連
コ
ス
ト

送
電
等
関
連
コ
ス
ト

９部門への整理 ８部門への整理 送電等関連／非関連の抽出・整理

原子力発電費

送電費

受電用変電
サービス費

アンシ
ラリー

サービ
ス費

高圧配電費、
需要家費

ＮＷ給電費、
需要家費

配電用変電
サービス費

総非アンシラリー
サービス費

総非アンシラリー
サービス費

低圧
配電費

非ＮＷ給電費、
一般販売費

料金の決定

（
低
圧
需
要
）
（
特
定
規
模
需
要
）

新エネ等発電費

新エネ等発電費

新エネ等発電費

小
売
料
金
（
規
制
部
門
・
自
由
化
部
門
）

託
送
料
金

（
可
変
費
）

（
固
定
費
）

（
低
圧
需
要
）

（
特
定
規
模
需
要
）

（
可
変
費
）

（
固
定
費
）
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(2)料金メニューの設定

規制需要の料金については、「整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額

（低圧需要原価等）と原価算定期間における低圧需要の料金収入が一致するように設定され

なければならない」とされている（一般電気事業供給約款料金算定規則第１９条第１項）。ま

た、「一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資する

と見込まれる場合」には選択約款を定めることができるとされている（電気事業法第１９条第６

項）。

具体的な料金設定については、電圧、負荷形態等、電気の使用実態等の違いがもたらす

原価の差を反映して契約種別（使用条件が類似した需要）ごとに異なる料金率が定められる

が、各契約種別の料金率については、「販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及

び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより」設定することが原則とさ

れており（一般電気事業供給約款料金算定規則第１９条第４項）、電気の使用期間（年間使

用、短期間の使用）、使用時期（季節、時間）、使用規模（１口当たりの電力量、需要電力）な

どの電気の使用実態等の違いを勘案して契約種別ごとに料金率が設定される。

複数の部門に共通に関連する一般管理費を、以下の３段階に分けて各部門に整理していく手法。帰属、配賦の基準は省令に定められているが、

事業者が経済産業大臣に届け出ることにより、事業者の実情に応じた基準を設定することも可能。（変電費、販売費の配分にも活用）

�直課～特定部門に全て帰属させることができる費用を、各部門に整理すること。

�帰属～直課できない費用を、客観的かつ合理的な基準（コストドライバー）を設定し、それに従って各部門に配分すること。

�配賦～直課や帰属では整理できない費用を、代理的な比率を用いて各部門に配分すること。

（※１） ＡＢＣ会計手法（Activity  Based  Costing:活動基準原価計算）

固定費（販売電力量の増減とは直接の関係がなく固定的に発生する費用であり、概ねｋＷに比例する原価が対象。）の需要種別への配分方法

で、以下の２つの方法がある。

�「２：１：１法」～以下の３項目の合成により固定費を配分する方法（水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネ等発電費、受電用変電サー

ビス費、給電費のうち固定費に配分された費用）。

（１）各需要種別の最大電力（ｋＷ）の百分率に「２」のウェイト。

（２）夏期及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「１（夏期：０．５、冬期：０．５）」のウェイト。

（３）各需要種別の電力量（ｋＷｈ）の百分率に「１」のウェイト。

�「２：１法」～以下の２項目の合成により固定費を配分する方法（配電用変電サービス費、高圧配電費のうち固定費に配分された費用）。

（１）各需要種別の延契約電力（ｋＷ）の百分率に「２」のウェイト。

（２）各需要種別の電力量（ｋＷｈ）の百分率に「１」のウェイト。

（※２） 固定費の配分方法（２：１：１法、２：１法）

ｋＷ

ｈ

ｃ１各需要の
最大電力

尖頭時の需要電力

ｃ２

Ｃ
Ｂ

Ａ
ｂ２

ａ２ａ１

ｂ１

最大電力の比 電力量の比 尖頭時の需要電力の比

需要Ａ a1/(a1+b1+c1) A/(A+B+C) a2/(a2+b2+c2)

需要Ｂ b1/(a1+b1+c1) B/(A+B+C) b2/(a2+b2+c2)

需要Ｃ c1/(a1+b1+c1) C/(A+B+C) c2/(a2+b2+c2)
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(3)東京電力に関する経営・財務調査委員会報告における指摘事項

東京電力に関する経営・財務調査委員会においては、特に託送料金について第三者が適

切性・妥当性の確認を行えるよう、①「一般管理費等」・｢変電費｣・｢販売費｣の配分比率（ＡＢ

Ｃ手法に基づく）、②事業者設定ルール、③アンシラリーサービス費の算定についての情報

公開が必要とされている18。

(4)対応の方向

①「一般管理費等」・｢変電費｣・｢販売費｣の配分比率

配分のルール（各費目毎に人数や床面積等の比率を使用）については料金算定規則等に

おいて定められているが諸元も含めて具体的な数値が明らかにされていないことから、競争・

取引環境に悪影響が生じないよう配慮しつつ、諸元及び配分ルール等を公表することが適当

である。

一般電気事業託送供給約款料金算定規則別表第１第２表

18 本有識者会議においては、各需要の推計手法や、託送制度そのものの見直しの必要性（待機電力

に係る費用を託送料金として整理すべき）について、中長期課題として問題提起がなされた。

論点①：「一般管理費等」・
「変電費」・「販売費」の配分
比率（ＡＢＣ手法に基づく）に
ついての情報が非開示。

論点②：配電費及び販売費
の需要家費を需要種別に
整理する際に適用する事業
者ルールの算定方法が不
明瞭。

論点③：アンシラリーサービ
ス費の算定についての情報
が非開示。

総

原

価

水力発電費

火力発電費

原子力発電費

送電費

配電費

販売費

一般管理費等

水力発電費

火力発電費

原子力発電費

送電費

変電費

配電費

販売費

変電費

送
電
等
非
関
連
コ
ス
ト

送
電
等
関
連
コ
ス
ト

９部門への整理 ８部門への整理 送電等関連／非関連の抽出・整理

原子力発電費

送電費

受電用変電
サービス費

アンシ
ラリー

サービ
ス費

高圧配電費、
需要家費

ＮＷ給電費、
需要家費

配電用変電
サービス費

総非アンシラリー
サービス費

総非アンシラリー
サービス費

低圧
配電費

非ＮＷ給電費、
一般販売費

料金の決定

（
低
圧
需
要
）
（
特
定
規
模
需
要
）

新エネ等発電費

新エネ等発電費

新エネ等発電費

小
売
料
金
（
規
制
部
門
・
自
由
化
部
門
）

託
送
料
金

（
可
変
費
）

（
固
定
費
）

（
低
圧
需
要
）
（
特
定
規
模
需
要
）

（
可
変
費
）

（
固
定
費
）

論点①

論点①

論点①

論点③

論点②

論点②

活動帰属基準 配賦基準 活動帰属基準 配賦基準 活動帰属基準 配賦基準

役員給与
直課された各部門人員
費

－ －
受電用変電及び配電用
変電の建設費

直課された人員数比 －

給料手当 同上 － － 同上 同上 －

給料手当振替額
（貸方）

同上 － － 同上 同上 －

退職給与金 同上 － － 同上 同上 －

厚生費 同上 － － 同上 同上 －

雑給 同上 － － 同上 同上 －

消耗品費 同上 － － 同上 －

修繕費
各部門業務用建物床面
積費

－
受電用変電及び配電用
変電の変圧器容量比

－ 業務用建物床面積比 －

補償費 －
直課された各部門補償
費

－
受電用変電及び配電用
変電の箇所数比

－ 直課された人員数比

賃借料
各部門業務用建物床面
積費

－ －
受電用変電及び配電用
変電の変圧器容量比

業務用建物床面積比 －

一般管理費等 変電費 販売費

活動帰属基準、配賦基準分類表現状
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②事業者ルール

各費用の整理については、算定規則に定められた方法に代えて、各事業者が独自に定め

る「事業者ルール」による整理が可能となっている。例えば、需要家費のうち需要家設備関連

費用については、算定規則上「口数比」により各需要種別に整理するとされている。東京電力

は「事業者ルール」により「設備の差異、費用の発生の原因等を反映した値」により整理する

としているが、具体的な算定方法が明らかにされていない。

そのため、事業者ルールの届け出に当たっては、具体的な算定方法がわかるようなものに

することが適当である。

平成 20 年料金改定時に東京電力より届出された「事業者ルール」

③アンシラリーサービス費の算定

一般電気事業託送供給約款料金算定規則においては、「原価算定期間における当該発電

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」を配賦基準として算

定することが求められているものの、具体的な算定方法が明らかでない。

そのため、当該算定方法及びその値について具体的に公表することが適当である。

金額 直課
活動帰属

基準
配賦 金額 直課

活動帰属
基準

配賦 金額 直課
活動帰属

基準
配賦

役員給与 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

給料手当 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

電気事業報酬 ％（ ％） ％（ ％） ％（ ％） ％（ ％） ％（ ％） ％（ ％） ％ ％ ％

合 計 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（記載注意）一般電気事業者（沖縄電力を除く。）は、託送料、減価償却費及び電気事業報酬の（ ）内には、電源線に係る費用を内数として記載すること。

水力発電費 火力発電費 販売費

金額

一般管理費等の８部門への配分比率

・・・

・・・

今後の公表のイメージ

現状

第９条第１項第６号に規定する値に代わるものとして設定した値

［第９条第２項関係］

１．設定した値

第１０条第１項第１号ホに掲げる需要家費のうち需要家設備関連費用の配分については、第９条第
６項第１号に定める割合の算定を、同条第１項第６号に定める値によらず、設備の差異、費用の発生
の原因等を反映した値によるものとする。

２．事業者の実情に応じた値により算定することが適当である理由

需要家費のうち需要家設備関連費用については、各需要種別の１口当たりの費用の差異を反映す
ることが適切なため。
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一般電気事業供給約款料金算定規則別表第１第３表

水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準

（１） 事業者の保有する水力発電設備及び火力発電設備のうち、供給区域内の供給周波数を感知し、その変動を是正するために発
電出力の増加又は減少を行う発電設備の基礎原価等項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものを、基礎原価等項目
ごとに、配賦基準（原価算定期間における当該発電設備の最大出力に対する周波数の変動の是正のために増加する発電出力又は
それ以外の発電出力の占める割合をいう。）を用いてアンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。

現状

� アンシラリーサービス費の抽出にあたっては、水力発電設備及び火力発電設備のうち周波数制御機能を有する発電所の
占める帳簿価額比率（Ａ）で、アンシラリーサービス費抽出対象を算定した上で、これに原価算定期間中の周波数制御機能
を有する発電所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の割合（Ｂ）を乗じて基礎原価項目ごとに
アンシラリーサービス費（Ｃ）を算定している。

（Ａ）水力発電設備及び火力発電設備のうち周波数制御機能を有する発電所に占める帳簿価額比率（○○年度末値）

（Ｂ）原価算定期間中の周波数制御機能を有する発電所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
の割合

（Ｃ）アンシラリーサービス費の算定

水力発電設備 火力発電設備

帳簿価額比率 ○○．○％ ○○．○％

【水力発電発電費のうちのアンシラリーサービス費】

○○○，○○○百万円（※１） ×○○．○％（①） ×○○．○％（③） ＝ ○，○○○百万円

【火力発電発電費のうちのアンシラリーサービス費】

○○○，○○○百万円（※２） ×○○．○％（②） ×○○．○％（③） ＝ ○○，○○○百万円

※１：水力発電費のうちの固定費（自社電源に係る電源線費用を含む。）

※２：火力発電費のうちの固定費（自社電源に係る電源線費用を含む。）

今後の公表のイメージ

○○，○○○MW（※１） × ○％（※２） ÷ （○，○○○MW＋○，○○○MW（※３）） ＝ ○．○ － ③
※１：ピーク日の最大需要電力（発電端）
※２：最大電力（＝発電設備の最大電力）に対応するために必要となる周波数調整幅（平成○○～○○年度実績）
※３：平成○○年○月末時点の周波数制御機能を有する発電設備の認可出力
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9．デマンド・レスポンス料金とスマートメーターの導入

近年、電力需要の抑制、負荷平準化の観点からスマートメーターを活用したデマンド・レス

ポンス料金の議論が諸外国においても活発化している。また、デマンド・レスポンス料金は、

電力需要の抑制のみならず、負荷平準化を通じた供給コストの抑制にも資することから、そ

の導入のあり方について検討を行った。

(1)料金等の活用によるピークカット・ピークシフト

現在、高負荷時に割高な料金を設定したり、低負荷時に割安な料金を設定することによる、

最大電力の削減（ピークカット）や移行（ピークシフト）に向けた議論が欧米を中心に活発に行

われている（デマンド・レスポンス料金）。

米国等においては 、①昼間料金を夜間料金より割高に設定する｢時間帯別料金｣（TOU：

Time of Use）、②特定日のピーク時料金を TOU よりも更に高く設定する「ピーク制料金」

（CPP：Critical Peak Pricing）、③ TOU と CPP を合わせ、料金を前日に通知する「ピーク日料

金」（PDP: Peak Day Pricing） 等の料金メニューの実証・導入が進められている。

①～③については、料金をあらかじめ設定しているものや料金シグナルが前日までに通知

されるものであるが、より細分化された料金メニューとして、④需給バランスに刻一刻と対応し

て料金が変動する「リアルタイムプライシング」についても議論されている。

我が国においても、選択約款として季節別時間帯別料金等があり、負荷平準化について

一定の効果をあげていることに加え、スマートメーター実証事業において料金による需要抑

制の効果を検証しているところである。

単
価

＜現在検討・導入されている柔軟な料金体系（ダイナミックプライシング）の例＞ ※①～③は事前通知型

単
価

フラットレート
の料金水準

時間

①【 時間帯別料金
（TOU：Time of Use） 】

時間

④【 リアルタイムプライシング】

時間

クリティカル・
ピーク日のみ

②【ピーク制料金
（CPP：Critical Peak Pricing） 】

単
価

単
価

時間

③【 ピーク日料金
（PDP: Peak Day Pricing） 】

← クリティカル・
ピーク日

← 上記以外
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＜主な選択約款（東京電力の例）＞

(2)スマートメーターの導入に向けた取組

①平成 23 年度スマートメーター実証事業

一般家庭における「見える化」による一日当たりの省エネ効果は１割程度と言われている

が、本年度のスマートメーター実証事業の結果においては「TOU：時間帯別料金」や「CPP：ピ

ーク制料金」といった柔軟な料金メニューにより、域内全体のピーク時間帯（13～16 時）にお

いて、｢見える化｣と比較して１割程度のピーク抑制効果が確認された。

※一日当たりの省エネ効果については財団法人省エネルギーセンター調べ、 柔軟な料金

メニューの効果については平成 22・23 年度経済産業省調べ

※「時間帯別料金」・・・ピーク時間帯の料金を通常の２倍に設定（実際には、電気料金では

なく、協力金の変動により対応）

※「ピーク制料金」・・・緊急ピーク時課金、電力逼迫時（前日における予想最高気温が 33

度以上の場合）にピーク時間帯の料金を通常の３倍に設定

なお、柔軟な料金メニューによるピーク抑制効果については、震災後の影響によりベース

の需要が昨年比で１割以上低下している状況下においても、有意に働くことが観察されてい

る。

基本料金（円/月） （30Aの場合） 819.00 （6kVA以下） 1260.00 （6kVA以下） 1260 .00 （6kVA以下） 1260 .00 1260.00

（120kWhまで） 17.87 昼間（90kWhまで） 21.87 昼間（80kWh まで） 23 .87 ﾋﾟｰｸ時間（夏季） 33 .37 夏季 15.05

（300kWhまで） 22.86 （230kWhまで） 28.07 （200kWhまで） 30 .74 （その他季） 28 .28 その他季 13.84

（300kWh超） 24.13 （230kWh超） 29.64 （200kWh超） 32 .48 オフピーク時間 23 .13

夜間 9.17 夜間 9.48 夜間 9.17

基本料金（円/月） （最初の5kWまで） 5355.00 （1kWにつき） 315.00 （1kWにつき） 210 .00 （1kWにつき） 2005 .50

昼間（夏季） 15.98 9.17 8 .22 11 .79 電化厨房住宅割引額 3%

（その他季） 14.53

夜間 9.48

・専用の電路を施設し、直接負荷設

備に接続

・契約使用時間以外の時間は、タイ

ムスイッチを用いて電気の供給を遮

断

・契約使用期間をあらかじめ設定

H23 .12 .20時点

料

金 電力量料金

（円/kWh）

備考

夏季：7/1～9 /30

その他季：10/1～翌6/30

昼間：午前8時～午後10時

夜間：午後10時～翌午前8時

・専用の屋内電路を施設し、直接負

荷設備に接続

・契約使用時間以外の時間は、タイ

ム スイッチを用いて電気の供給を遮

断

・専用の屋内電路を施設し、直接負

荷設備に接続

・契約使用時間以外の時間は、タイ

ムスイッチを用いて電気の供給を遮

断

適用範囲

供給約款の低圧電力の適用範囲に

該当し、農作物の栽培のために冷

暖房負荷を使用する需要

（深夜電力Ｂ）

毎日PM11時～翌AM7時までの時

間を限り、動力を使用する需要で、

契約電力が50kW未満

毎日AM1時～AM6時までの時間を

限り、動力を使用する需要で、契約

電力が50kW未満

毎日22時間に限り、融雪のために、

一定期間を限り、３月以上継続して

動力を使用する需要で、契約電力

が50kW未満

従量電灯Ｂ若しくはＣまたは時間帯

別電灯（夜間８時間型若しくは１０

時間型）として電気の供給をうけ、

クッキングヒーターを据え付けて使

用する需要

名称 農業用低圧季節別時間帯別電力 深夜電力 第２深夜電力 融雪用電力 電化厨房住宅契約

季節別時間帯別電灯

夜間蓄熱式機器またはオフピーク

蓄熱式電気温水器を使用する需要

で、これらの総容量が1kVA以上で

ある場合

夏季：7/1～9/30

その他季：10/1～翌6/30

ピーク時間：AM10時～PM5時

オフピーク時間：AM7時～AM10時

およびPM5時～PM11時

夜間：午後11時～翌午前7時

低圧高負荷契約

電灯又は小型機器と動力をあわせ

て使用する需要であり、契約電力

が30kW以上50kW未満である場合

夏季：7/1～9/30

その他季：10/1～翌6/30

電力量料金

（円/kWh）

料

金

昼間：午前7時～午後11時

夜間：午後11時～翌午前7時

名称

適用範囲

備考

供給約款（従量電灯Ｂ）
時間帯別電灯

（夜間１０時間型）

昼間時間から夜間時間への負荷移

行が可能な需要

昼間：午前8時～午後10時

夜間：午後10時～翌午前8時

時間帯別電灯

（夜間８時間型）

昼間時間から夜間時間への負荷移

行が可能な需要
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②スマートメーターの要件定義と標準化

上記のようなデマンド・レスポンス料金の設定に当たっては、時間ごとの電気の使用量の

計量が可能な次世代電力量計（スマートメーター）の導入が不可欠である。

このため、経済産業省において平成 22 年５月より「スマートメーター制度検討会」を開催し、

電力会社、家電メーカー、情報通信事業者及び学識経験者等の関係者により、計 10 回の議

論を経て、平成 23 年２月にスマートメーターの基本要件についてとりまとめられた（議論は全

て公開）。

東日本大震災を受け、平成 23 年７月 29 日に決定した「当面のエネルギー需給安定策」に

おいては、今後５年間で、総需要の８割をカバーすることを目標にスマートメーターの集中整

備を行うことが決定された。また、11 月１日に決定した「エネルギー需給安定行動計画」にお

いて、スマートメーターの導入加速化に資するため、スマートメーターとＨＥＭＳ（ホーム・エネ

ルギー・マネージメント・システム）とのインタフェースの標準化を平成 23 年度中にとりまとめ

ることとし、現在、スマートハウス標準化検討会19において検討が進められているところ。

19 スマートコニュニティーの国際展開、国内普及の促進を目的として平成 22 年２月に設立された官民

合同コンソーシアムである「スマートコミュニティーアライアンス」内に設置。HEMS やスマートメーターの

インターフェースの標準化を検討。
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＜時間帯別料金等によるピーク抑制効果＞

①見える化＋時間帯別料金（２２６世帯）
ピーク時間帯抑制率（④との比較） ： ▲ ９．５ ％

②見える化＋ピーク制料金（ ２２２世帯）
ピーク時間帯抑制率（④との比較） ： ▲ １２．４ ％

③見える化＋ピーク制料金＋エアコン遠隔停止（ ２１７世帯）
ピーク時間帯抑制率（④との比較） ： ▲ １５．５ ％

④見える化のみ（ ２２５世帯）

kW
h

×

▲

■

＜一般家庭の消費電力（Ｈ２３実証：７～９月平均）＞

CPP発動日平均（前日の予想最高気温33度以上）

ピーク時間帯 ※1 ピーク時間帯抑制率については、グループ間の電力消費量の差を考慮して、ピー
ク時間帯における6月平日の電力消費量からの伸び率を用いて補正したもの（グラ
フは実績値）。

※2 昨年度との比較において、各グループ13～19％程度ピーク時間帯における電力

消費量が抑制されており、本年度の結果については、節電の効果や省エネ機器へ
の買い替えによる影響も考えられる。

＜スマートメーターの要件及び情報の取扱＞

○ スマートメーターが満たすべき要件
・機能：遠隔検針、遠隔開閉
・情報（=電力等使用情報）：電力使用量、逆潮流値、時刻情報、粒度（測定間隔）は３０分値

（※ガスは使用量、時刻情報、粒度は1時間値）
・情報の提供先：需要家及び電力･ガス会社双方
・情報提供のタイミング：現時点では原則翌日まで
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(3)東京電力に関する経営・財務調査委員会報告における指摘事項

東京電力に関する経営・財務調査委員会においては、スマートメーターの導入は、電力需

要の抑制を需要家毎にきめ細かく行うために必要であり、ピーク需要の削減により発電設備

の投資削減が期待されることや、スケールメリットを活かし十分な投資額を確保できるよう規

格・仕様の統一・オープン化が重要である旨指摘されている。

【東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書（抄）】

(4)対応の方向

デマンド・レスポンス料金メニューの設定は、一般電気事業者による供給コストの抑制効果

が期待されるのみならず、需要家にとっては自らのライフスタイルニーズに応じて負荷調整を

行うことで、料金低減に繋がるメニューを選択することが可能になることから、双方にメリット

があると考えられる。

スマートメーターの普及までには一定のリードタイムが必要となることから、欧米と同様の

柔軟な料金メニューを直ちに導入することは困難ではあるが、各一般電気事業者が、スマー

トメーターがなくとも対応可能な範囲において、需要家の受容性を踏まえ、時間帯別料金の

多様化や三段階料金の見直し、季節別料金の導入など、供給約款、選択約款の在り方につ

いて検討を進めていくことが適当である。

また、スマートメーターの早期導入に向けて規格の標準化を進めるとともに、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ことを原則とし、料金算定プロセ

スにおいて、入札を経たものは、落札価格を適正な原価とみなし、入札を経ない場合におい

ては、例えば、入札した場合に想定される価格を基準として査定を行うことが適当である。

１．今後、国民生活や国内産業の活動を阻害しない範囲で、電力使用の効率化、負荷平準化に向けた取組を
一層推進することにより、電力需要の抑制を図ることは重要な課題。需要家に対して自発的な需要抑制のイ
ンセンティブを付与するとともに、電力の使用状況等の需要家への情報提供、可視化を図り、需要家ごとに
きめ細かく最小限の供給コントロールを行うことが望ましく、そのためには、各需要家の消費電力量をきめ細
かく把握することが可能なスマートメーターの導入が必要と考えられる。

２．スマートメーターへの投資は、今後、送配電のスマートグリッド化の必須インフラとして導入を進めることに
より、この分野におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立していくためにも重要な課題。この結果、
電力使用の効率化、負荷平準化の推進等が早期に図られるとともに、将来の追加工事等を回避することに
も繋がることになる。

３．スマートメーターの導入によりピーク需要がどの程度削減されるかについては、需要家の啓発と併せ、きめ
細かな新たな料金体系の提示、電力使用の効率化、平準化を運用面で担保する取組が重要。米国の連邦
エネルギー規制委員会による調査を踏まえると、スマートメーターへの投資により、電力のピーク需要を5%
程度削減することが出来れば、発電設備の投資削減等により、数年で投資コストが賄われるものと考えられ
る。

４．スマートメーターへの投資については十分な投資額を確保することが求められるが、そのメリットは国民全
体で享受しうるものであり、スケール・メリットによるコスト削減効果が活かせるよう、規格・仕様の統一化を
図り、オープンなものとすることも重要であると考えられる。

５．このため、中長期的には、電気料金の算定に当たって、一定の経過措置を設けながら、コスト削減効果を
踏まえたスマートメーターに限って、電気事業資産への計上を認めるといった導入促進策が考えられる。さら
に、スマートメーターなど需要抑制策を疑似的な電源として、供給計画において明示的に位置づけることも望
ましいと考えられる。
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10．事後評価

電気料金の適正性については、料金認可時の事前規制だけではなく、事後評価を適切に

行うことではじめて確保されるものであることから、定期的な事後評価や情報公開のあり方に

ついて検討を行った。

(1)これまでの経緯

①定期的評価

電気事業者の自主的な経営効率化努力を促す料金制度上の仕組みとして、平成７年の

「電気事業審議会料金制度部会中間報告」において、事業者は①効率化努力の定期的評価

と②収支状況及び料金の妥当性の評価を行うことや、国は、電気事業者が行う定期的評価

について、規制コストの増大を招かないよう配慮しつつ検証を行うことが提言された。

また、平成１１年の「電気事業審議会料金制度部会中間報告」を受け、平成１２年より料金

引き下げの場合の届出制が導入され、電気事業者の自主的経営判断が重要になることに伴

い、その説明責任が明確化されることが必要との認識から「電気料金情報公開ガイドライン」

が制定され、事業者が経営効率化計画等において内部留保の内容や目的、原価算定期間

を超えても料金改定を行わない理由等を需要家に対して説明することとされた。

さらに、「電気事業分科会第２次報告」（平成 21 年８月）において、電気事業者及び行政に

おいて規制料金の妥当性の検証を毎年行うことが求められた。

具体的には、事業者は、「電気料金情報公開ガイドライン」の趣旨に則り、決算発表時等に

おいて料金の妥当性に関する十分な説明を行うこととされている。

行政は、決算情報等に基づき定期的評価を実施し、規制小売部門において営業赤字が生

じている場合については、評価時点において、値上げ認可申請の要否を判断するため、赤字

が一時的な要因によるものか構造的な要因によるものか、当該赤字の解消の見通し（赤字

要因の解消・改善可能性、コスト削減等）を中心に評価を行い、評価結果を公表することとさ

れている。

なお、一定期間の長期（例えば３年間）にわたり料金改定を実施していない場合について

は、規制小売料金の妥当性を判断するため、一般電気事業者の説明の合理性（料金改定の

予定がない場合の理由等）を中心に、事業者からのヒアリングを通じて評価を行い、事業者

の経営の自主性の観点等も踏まえつつ評価結果を公表することとされている。
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２．経営効率化計画及び料金の定期的評価

＜料金の定期的評価＞

・ 料金の定期的評価においては、①効率化努力の定期的評価と②収支状況及び料金の妥当性の評価を実施。

・ 効率化努力の定期的評価は、毎年度の経営効率化計画について行い、計画に掲げた取組みの進捗状況、又は計画期間終了時にはその達成状況を自己
評価し公表。また、この自己評価を踏まえ、毎年度の状況に応じて見直される効率化努力の内容があれば併せて公表し、これを次年度の経営効率化計画に
反映させていくことが必要。

・ 収支状況及び料金の妥当性の評価は、需要家が理解し易い形で評価・説明することが必要。その際、収支状況については、前年度の収支との増減比較だ
けでなく、中期的な視点から評価するために、過去５年程度の収支の推移を併せて示すことが適当。また、料金の妥当性の判断は、以上の評価に加え翌年度
の経常利益の見通し等を総合的に勘案して各事業者が行うことが適当。

４．料金の透明性

・ 電気事業者は、経営効率化計画や料金の定期的評価を通じて経営効率化努力、収支状況、料金の妥当性等に関する積極的な情報公開に努める。

・ 国は、電気事業者が行う経営効率化計画及び料金の定期的評価について、これらの制度的枠組みがその趣旨に沿って機能するよう、規制コストの増大を
招かないよう配慮しつつ、検証を行う。

電気事業審議会料金制度部会中間報告（平成７年７月２４日）

（１）供給約款に係る情報
③事業者による自主的説明
・供給約款料金算定規則に従って届け出られた事業者ルールに則して算定した部分については、その妥当性につき説明する。

・料金引き下げ時においては内部留保の自由度等が容認されることとなるが、その内容やその目的等については、例えば、料金改定時や毎年度経営効率化計画
発表時、株主総会時など、各事業者が、その内容を説明する上で最も適切と考える時期に、その内部留保等がいかに需要家の利益に資するものであるかという
ことを、需要家に対して説明する。※ なお、平成７年７月の電気事業審議会料金制度部会中間報告においては、「電気事業者は、経営効率化計画や料金の定期的評価を通
じて経営効率化努力、収支状況、料金の妥当性等に関する積極的な情報公開に努めること」とされているところであるが、今般の制度改正における経営自主性の拡大に伴って、
こうした自主的取組は今後、一層強化・拡充されることが適当である。

・原価計算期間設定の理由について説明する。
・原価計算期間を超えても料金改定を行わないときは、その理由を需要家に対して説明する。

電気料金情報公開ガイドライン（平成１３年１月資源エネルギー庁）

３．電気料金に関する今後の行政関与の在り方

３－２．規制小売料金の妥当性の定期的評価

（２）一般電気事業者における自主的な定期的評価

規制料金の妥当性に関しては、説明の程度に各社間で大きな差異があるのが現状であり、規制小売料金に対する需要家からの関心の高まり等を踏まえれ
ば、今後、一般電気事業者は「電気料金情報公開ガイドライン」の趣旨に則り、（原価算定期間を超えて料金改定を行っていない場合には特に）年度決算発表
時等において料金の妥当性に関する十分な説明を行っていくことが必要である。

（３）行政における定期的評価

行政においては、上記の一般電気事業者が行う定期的評価、及び行政として把握する情報（規制部門の原価、事業年度ごとの財務諸表、部門別収支等）に
基づき、規制料金の妥当性の定期的評価を毎年適切に実施することが必要である。

値上げ認可申請の要否の確認・評価については、規制部門における収支が営業赤字の場合に具体的に求められることとなるため、当該赤字が一時的な要
因によるものか構造的な要因によるものかや、当該赤字の解消の見通し（赤字要因の解消・改善可能性、コスト削減等）を中心に評価を行い、その評価結果を
公表することが適当である。なお、公表の場としては、電気事業分科会市場監視小委員会が考えられる。

また、長期（メルクマールとしては例えば3年間）にわたって料金改定が行われていない場合には、現行の規制小売料金の妥当性について、需要家の関心が

一層高まると想定されることから、行政においても、把握情報等を基に、一般電気事業者の説明の合理性（料金改定の予定がない場合の理由等）を中心に評
価した内容について、事業者の経営の自主性の観点等も踏まえつつ、公表することが適当である。

（４）変更認可申請命令との関係
値上げ認可申請の必要性を評価した場合であって、一般電気事業者が申請の準備に着手しないようなときには、電気事業法第23条に基づく変更認可申請

命令の具体的判断が求められることになる。

総合資源エネルギー調査会電気事業分科会第２次報告（平成２１年８月）

（供給約款等に関する命令及び処分）
第二十三条

経済産業大臣は、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り、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般
電気事業者に対し、相当の期限を定め、第十九条第一項の認可を受けた供給約款（同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの）又
は第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件（第三項の規定による変更があつたときは、その変更後の供給約款又は料金その他の供
給条件）の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

２ 経済産業大臣は、前条第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件（次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの）が社会的経済的
事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限
を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

３ 経済産業大臣は、前二項の規定による命令をした場合において、前二項の期限までに認可の申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他
の供給条件を変更することができる。

電気事業法第２３条
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②部門別収支

一般電気事業者において、規制部門から自由化部門への内部補助が行われていないか

を確認することを目的として、一般電気事業部門別収支計算規則（経済産業省令）に基づき、

一般需要部門と特定規模需要部門を区分した部門別収支計算書を作成し行政に提出するこ

とが求められている。

行政は、「電気料金情報公開ガイドライン」に基づき、毎年度決算後に自由化部門の収支

を確認し、当期純損失が発生した場合20は、行政がその赤字額と事業者名を公表することと

なっている。

(2)東京電力に関する経営・財務調査委員会報告における指摘事項

「東京電力に関する経営・財務調査委員会」報告書では、現状の経営効率化計画において

は、内部留保についての説明もなく、事業者の自主的効率化努力による内部留保を適切に

把握することも困難であり、適切に事業者の自主的な経営努力を促す効果がないと指摘され

ている。

また、情報の公開がないため、第三者が料金の適正性の確認、妥当性の評価を行うこと

が不可能であることや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

な言及がないことから、電気料金情報公開ガイドラインに基づく情報開示の状況は十分であ

るとは評価しがたく、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されている。

20 事業者は自由化部門が赤字でない場合でも、規制部門の料金設定が適切であることを対外的に

説明することとされている（事業者による自主的説明）。

一般需要部門
特定規模需要

部門
一般需要・特定
規模需要外部門

合計

(8) (9) (10) (11)=(8)+(9)+(10)

電気事業収益
××××× ××××× ×××× ×××××

(1)

電気事業費用
××××× ××××× ×××× ×××××

(2)

電気事業外収益
×××× ×××× ×××× ××××

(3)

電気事業外費用
×××× ×××× ×××× ××××

(4)

税引前当期純利益
又は純損失 ×××× ×××× ×××× ××××

(5)=(1)-(2)+(3)-(4)

法人税
××× ××× ××× ×××

(6)

当期純利益
又は純損失 ××× ××× ××× ×××

(7)=(5)-(6)

規制部門の収支 自由化部門の収支

平成○○年度部門別収支計算書
（単位：百万円）

原価外の収支
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書指摘内容（報告書P136） ＞

6.1.1.3 具体的検証
③適正な料金の検証

(ⅰ) 経営効率化計画

東電の料金改定時の経営効率化計画をみても、いくつかの効率化事例を含む、大まかな経営効率化の内容についての言及はあるものの、その
経営効率化努力によって生じた料金の引下げ原資の額やそのうち内部留保とする額、またその内部留保がいかに需要家の利益に資するかについ
ての説明はなされていない。

加えて、この経営効率化計画は、事業者自らが効率化計画及び現行の料金の妥当性について検証し、かつ、現行の料金について国民の理解を
得るため、料金の定期的評価の中で併せて評価することとされているが、現状、そもそも料金の妥当性評価がなされていると言える状況にはなく、ま
た経営効率化の評価については経営効率化の実施状況の説明がなされているのみであり、それが次年度の経営効率化計画、ひいては現行の料
金にどのように反映されているか、についての説明はなされていない。

したがって、現状の経営効率化計画においては、需要家に対して、料金の引下げ原資に充てられない内部留保についての説明がなされていない
だけでなく、そもそも事業者の自主的効率化努力による内部留保を適切に把握すること自体が困難となっており、結果的に、適切に事業者の自主的
な経営努力を促す効果がないと考えられる。

④値下げ届出制と経営効率化インセンティブ

値下げ届出制は「電気事業者の自主的経営効率化努力を促す」仕組みとして導入されたものであるが、それが実際に機能するためには原価
のうち経営努力がどこに表れているかについての検証が可能である必要がある。

しかし、実際には、上述のように経営効率化努力の前提となる足下での原価について、東電と規制当局との間で適切な確認作業が行われて
いたとは言い難く、その結果、当然に存在しているはずの経営努力が「幾ら」であったのか事後的に検証し、説明を行うことが困難となっていると
判断される。さらに、原価算定期間が一年間で二年ごとに改定を行うという仕組みも、事業者の経営効率化を促すために選択されたものとは言
い難い。結果において、調達等の面で中長期的なものも含めて、様々な効率化へ向けた取り組みの余地があることは既に示したとおりである。

6.1.3 現行料金制度とその運用の問題点と見直しの方向性
(1) 総原価の適正性
① 営業費用の適正性について

・一定期間経過後には、原価の適正性を再度確認する必要があることから、複数年度の原価算定期間経過毎に、規制当局による（場合によって
は第三者機関の関与も含めた）適切な原価査定を行っていく必要があるのではないか。

平成13年 上期は原価算定期間に該当、平成14年4月の改定実施を表明（平成13年11月）

平成14年 原価算定期間に該当

平成15年 特段の言及なし

平成16年 平成16年10月の改定実施を表明（平成16年5月）

平成17年 上期は原価算定期間に該当、平成18年4月の改定実施を表明（平成17年11月）

平成18年 原価算定期間に該当

平成19年 今後の電気料金につきましては、円安の進展や金利の上昇、平成１９年度税制改正
に伴う減価償却費負担の増加など、費用の増加要因があることなどから、当面は現
行料金を維持しつつ、一層の経営効率化に努めるとともに、財務体質の改善など事

業基盤を強化することにより、長期的な料金の低廉化を目指してまいりたいと考えて
おります。（18年度決算発表時）

平成20年 東京電力グループの総力をあげて徹底した費用削減に努め、当面は現行の電気料
金を維持してまいりたいと考えています。（19年度決算発表時）

平成21年 引き続き東京電力グループの総力をあげて徹底した費用削減に努め、当面は現行
の電気料金を維持してまいりたいと考えています。（20年度決算発表時）

平成22年 当面は現行の電気料金を維持しつつ、引き続き最大限の経営効率化に努めてまい
りたいと考えています。（21年度決算発表時）

図表6.1.1.3.(21) 原価算定期間を超えても、料金改定を行わない理由

＜東京電力の情報開示＞＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書指摘内容（報告書
P136～138、P150） ＞

(ⅱ）第三者による規制料金の適正性の確認、妥当性の評価

第三者による料金の適正性の確認、妥当性の評価のためには、届出
時と実績の料金原価の乖離を検証することが考えられるが、現行の電気
料金情報公開ガイドラインの下では、上記検証を行うために必要な数値
（個別原価プロセス等を通じ、各需要種別の料金を算出するために必要
な詳細な数値及び実績値等）情報の公開がないため、事実上、第三者が
上述のような意味での名目値ベースでの料金の適正性の確認、妥当性
の評価を行うことは不可能となっている。

加えて、この電気料金情報公開ガイドラインに従えば、東電が原価算
定期間を超えても料金改定を行わない場合には、その理由を説明するこ
ととされている。

しかし、この点について、直近10年間の東電の情報開示の状況は以

下のとおりであり、経営効率化、費用削減に努めることへの言及はあるも
のの、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
接的な言及はない。

こうした点をふまえると、電気料金情報公開ガイドラインに基づく、東電
の情報開示の状況は十分であるとは評価しがたく、事業者としての説明
責任を十分果たしているとは言い難いと考えられる。
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(3)対応の方向

①料金設定時における評価

料金設定時における料金の適正性については、料金値上げ時においては、行政による認

可プロセスにおいて確保することとなるが、料金値下げ時においては届出による改定が可能

であるため、事後評価による適正性の確保が求められる。

具体的には、値下げ届出時においては原価査定を行わない制度となっている中、認可時

には原価算入が認められない広告宣伝費、寄付金、団体費については、届出時料金原価に

算入する場合には事業者による説明責任が重要となることから、対外的な説明をわかりやす

くするため、こうした費用を一般電気事業供給約款料金算定規則上明らかにすることが適当

である21。

②原価算定期間内における評価

原価算定期間内においては、毎年度、事業者が決算発表時等に、決算実績や収支見通し

を説明するとともに、利益の使途や料金改定時に計画した効率化の進捗状況等を需要家が

わかりやすい形で説明することが適当である。

また、部門別収支については、「電気料金情報公開ガイドライン」上、規制部門の利益によ

って自由化部門の赤字を補填することを防ぐ観点から、これまで自由化部門が赤字の場合

のみ公表することとしてきたが、評価の透明性の観点から、常に公表することが適当である。

③原価算定期間終了後の事後評価

原価算定期間終了後、事業者が料金改定を行わない場合には、行政が原価算定期間終

了後も引き続き当該料金を採用する妥当性について評価を実施することが適当である。

その際、事業者が自ら部門別収支ベースで原価と実績値を比較し、その差異の要因を説

明することに加え、これまでの利益の使途についても併せて具体的に説明するとともに、現行

料金単価を維持した場合に想定される収支見通し（翌１年分）、収支における経営効率化の

寄与分、利益の使途等について事業者が具体的に説明することにより、原価算定期間終了

後も引き続き当該料金を採用する妥当性を評価することが適当である。その際、収支見通し

については、部門別収支の算定方法を参考に、規制部門の収支についても算定を行うべき

である。

行政は、これら事業者による評価を評価し、事業者の経営効率化インセンティブも考慮しつ

つ、経営状況に照らして必要以上の内部留保の積み増しや株主配当が確認され、需要家利

益を阻害するおそれがあると認められる場合、又は、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ずるおそれがあるような場合には、必

21 広告宣伝費については、普及開発関係費として現行の算定規則上既に位置づけられている。
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要に応じて電気事業法第 106 条第３項に基づき報告徴収を行うとともに、電気事業法第 23

条に基づく料金認可申請命令の発動の要否について検討することが適当である。

なお、評価については需要家にとってわかりやすいものとする必要があることから、極力共

通の様式により実施すべきである。

④行政における体制整備

電気料金の適正性を確保するためには、情報公開を徹底的に行うこととともに、行政にお

けるチェック能力の向上が不可欠である。

このため、料金認可時における査定メルクマールの設定等料金査定を行う上での技術的

な手法の検討や原価の妥当性を評価するための前提となる調査など、行政外の専門的な知

見を活用することが可能な分野については、積極的に外部専門家の活用も検討することが

適当である。



57 
 

1１．おわりに

電気が必需財である以上、低廉かつ安定的な電気の供給を確保していくことは、常に求め

られる課題であり、電気料金制度及びその運用も、これまで同様、時々の経済社会状況の変

化に応じ、適時適切に見直されていくべきものである。行政に対しては、常に経済社会に対す

るアンテナを高くし、需要家から付託された責任という緊張感を保ちつつ、電気料金制度の運

用を行っていくことを求めたい。

なお、本会議の審議の過程においては、総括原価方式の是非や託送制度のあり方など現

行制度の枠内に収まらない電力システム改革の一貫として検討すべき事項についても、いく

つかの論点が提起された。今後、適切な場において、こうした論点についても検討が行われ

ることを期待する。
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参照条文

○電気事業法

（一般電気事業者の供給約款等）

第十九条 一般電気事業者は、一般の需要（特定規模需要を除く。）に応ずる電気の供給

に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を

定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。

２ 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きは、同項の認可をしなければならない。

一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用

品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められ

ていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

３ 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の

電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定

める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款（次

項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同

じ。）で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

４ 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済

産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければな

らない。

５ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該

当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款

を変更すべきことを命ずることができる。

一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用

品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められ

ていること。

三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

６ 一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効

率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必

要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異

なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとし

て、定めることができる。
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７ 一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、その約款（以下「選択約款」という。）を経済産業大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。

８ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該

当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款

を変更すべきことを命ずることができる。

一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効

率的な事業運営に資すること。

二 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそ

れがないこと。

三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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○一般電気事業供給約款料金算定規則

（認可料金の原価等の算定）

第二条 法第十九条第一項 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款

で設定する料金を算定しようとする一般電気事業者（以下「事業者」という。）は、四月一日

又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間（以下「原価算定期

間」という。）を定め、当該期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込

まれる原価に利潤を加えて得た額（以下「原価等」という。）を算定しなければならない。

２ 四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、

事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第四条の規定により算定される

事業報酬の合計額から第五条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額

（以下「期間原価等」という。）を合計した額とする。

３ 十月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第一項で定める原価等

は、原価算定期間の開始の日から六月の期間及び終了の日まで六月の期間を含む事業

年度の期間原価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を

含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度ま

での事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。

（事業報酬の算定）

第四条 事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表及び様

式第二第二表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

２ 電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、

核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産（以下「レートベース」という。）の額

の合計額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。

３ 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各

号に掲げる方法により算定した額とする。

一 特定固定資産 電気事業固定資産（共用固定資産（附帯事業に係るものに限る。）、

貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金

（貸方）を除く。）の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

二 建設中の資産 建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額（資産除去債務相当

資産を除く。）から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の

五十を乗じて得た額

三 核燃料資産 核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

四 特定投資 長期投資（エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等

を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認

められるものに係るものに限る。）の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

五 運転資本 営業資本（前条に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のう
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ちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費（核燃料減損額及び核燃料減損修正損

（又は核燃料減損修正益（貸方））に限る。）、諸費（排出クレジットの自社使用に係る償

却額に限る。）、電気料貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費

（リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。）、固定資産除却費のうちの

除却損、原子力発電施設解体費のうちの資産除去債務純計上額、電源開発促進税、事

業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲

げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額を

いう。）及び貯蔵品（火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出

額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。）を基に算定した額

六 繰延償却資産 繰延資産（株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。）の事業年度

における平均帳簿価額を基に算定した額

４ 報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率

を三十対七十で加重平均した率とする。

一 自己資本報酬率 すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績

率に相当する率を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定

した率（すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する

率が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公

社債の利回りの実績率）を基に算定した率

二 他人資本報酬率 すべての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該

有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率

（料金の決定等）

第十九条 料金は、低圧需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総

需要家費の合計額（以下「低圧需要原価等」という。）と原価算定期間における低圧需要

の料金収入が一致するように設定されなければならない。

２ 事業者は、低圧需要原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、

電気の計量方法等による低圧需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種

別ごとの料金を設定しなければならない。

３ 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。

この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

４ 事業者は、第二項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量

にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組

み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少な

いと見込まれる需要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。

５ 事業者は、原価算定期間における低圧需要の料金収入を、第二項及び前項の規定によ

り設定する料金、法第十九条第七項 に定める選択約款で設定する料金並びに供給計画
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等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなけれ

ばならない。

６ 事業者は、第一項に規定する低圧需要原価等と前項により算定した原価算定期間にお

ける低圧需要の料金収入を整理し、様式第八第一表により低圧需要原価等と料金収入

の比較表を作成しなければならない。
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電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議における審議の経過

第１回 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（平成２３年１１月１日）

・電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議の設置について

・議事の取扱等について

・議論に当たっての基本的視点について

・国内公共料金、海外電気料金の現状について（山内委員プレゼン）

・「東京電力に関する経営・財務調査委員会」で指摘された論点について

（大西委員プレゼン）

第２回 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（平成２３年１１月２２日）

・電気料金原価の適正性の確保の在り方について

第３回 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（平成２３年１２月２０日）

・電気料金算定上の各論点について

・検討対象となる営業費

・事業報酬

・供給計画

・新しい火力入札

・デマンドレスポンス料金とスマートメーターの導入

第４回 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（平成２４年１月２０日）

・電気料金算定上の各論点について

・原価算定期間の在り方

・個別原価計算・レートメークの在り方

・事後評価の在り方

第５回 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（平成２４年２月３日）

・報告書案について

・電気事業者からのヒアリング
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電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議

委員名簿

安念 潤司 中央大学法科大学院 教授

秋池 玲子 ボストン コンサルティング グループ

パートナー＆マネージング・ディレクター

大西 正一郎 フロンティア・マネジメント代表取締役（弁護士）

前・東京電力に関する経営・財務調査委員会事務局次長

永田 高士 公認会計士

八田 達夫 大阪大学 招聘教授

松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授

山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科 教授

（計７名）

座長

委員


