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第5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2月3日（金）19:00～21:08

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

定刻になりましたので、第5回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議を開催させてい

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

本日は山内委員は海外出張のため欠席されております。枝野大臣は公務により遅れておられま

すので、到着されましたらごあいさつをいただきたいと思います。では、以後、安念先生に進行

をお願いいたします。

○安念座長

ありがとうございます。それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。本日のアジ

ェンダは二つでございます。大変重要なアジェンダです。一つは報告書案のご説明を伺って審議

をいただくこと、もう一つは事業者のお立場から専門的なご意見を拝聴すること、この二つです。

そこで、まず報告書案につきまして片岡課長からご説明をいただきたいと存じます。

2.報告書案について

○片岡課長

お手元の資料3に本文と資料4に概要といいますか、ポイントが短くございます。資料3の本

文でご説明したいと思うのですが、委員の方々には事前に送っておりますし、非常に大部ですの

で、特に対応の方向性のあたりを中心にご説明したいと思います。

1 枚めくっていただきますと目次がございまして、最初に検討の背景と基本的考え方、それか

ら、最初に電気料金制度の総論で仕組みの解説がございます。以降が個別項目で、電気料金の作

り方に鑑みまして、前提計画、原価、入札制度、事業報酬、原価算定期間、レートメーク、それ

から、料金、最後に事後評価といったような並びになっております。

2 ページですけれども、検討の背景及び基本的考え方です。ここにおきましては検討の出発点

と申しますか、「東電に関する経営・財務調査委員会」の報告書の指摘を踏まえまして、3ページ



2

の方に①、②、③とございます。ここでご審議いただきました基本的考え方といたしまして「値

上げ認可時においては原価の厳格な査定を行う一方で、値下げの届出時や事後評価においては事

業者の説明と行政の事後チェックを的確に行うということ」を徹底する。二つ目に総括原価方式

の本来の自的である「事業に要する費用をすべて回収するというのを認めるのではなく、あるべ

き適正な費用のみの回収を認めるということ」を徹底する。最後に需給逼迫、燃料コスト増の圧

力の中で電気料金制度におきましても「一般電気事業者が自らの供給力のみに依存するといった

ような安定供給の確保から、他社の供給力や需要の取り組みも活用した安定供給確保に転換して

いくといったこと」を促していくという基本的考え方に基づきましてご議論いただきまして、一

定の方向性を得たと考えております。

4ページ以降は現行の電気料金制度（総論）ですけれども、これは第 1回、第2回あたりでご

説明した内容ですので、ざっと飛ばしてまいります。

例の7ページに何度も見ていただきました料金算定フローがございます。前提計画があって、

総原価を算定し、個別原価計算、レートメークに配分していき、最後に事後評価するという順番

にこの報告書がなっているということです。

ずっと飛んでいただきまして、原価の適正性の前に 3.供給計画等の前提計画が 11 ページから

始まっております。電気事業法の位置づけ、それから、需要想定の算定方法を解説した上で、12

ページですけれども、対応の方向ということで「東日本大震災以降、需給の見通しが厳しいとい

う状況下において一定の需要抑制効果により安定供給に資することが見込まれることに加え、効

率的な設備形成の確保にも寄与するため、随時調整契約、デマンド・レスポンス等の需要抑制方

策についても供給計画の中で一定の評価を行うことが適当である」ということを提言させていた

だいております。

13ページ以降は原価の適正性の確保です。ここにつきましては大きく分けますと、一つは論点

1 とありますけれども、今後料金原価として認めるべきではないというものがあるとすれば、そ

れはどのような費用か。それから、二つ目にはより合理的な経営効率化努力の織り込みといった

観点から、一定のメルクマールを基準として査定を行うといったことをどう考えられるかという

ことをご議論いただきました。

14ページ以降、対象となる費用とか、個別の人件費以降、効率化努力が反映し得る項目につい

ての算定の考え方、それから、経営・財務調査委員会における指摘事項を書かせていただいてお

ります。

その上で22ページですけれども、対応の方向ということです。一つ目の論点は値上げ認可時に

原価として認めることが適当ではない費用ということで最初に電気事業法の趣旨を書いています。
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「したがって」以降、「一般電気事業者が事業の運営に要する必要すべて料金原価として認める」

というのではなく、料金規制を行う趣旨は「あるべき適切な費用に限定して、料金原価での回収

を認める」ことにあり、とりわけ需要家に負担を求める料金の値上げ認可を行う場合には電気の

供給により優先度の高い費用に重点化することが求められると趣旨が書いてあります。

その上で3項目そうした費用を挙げています。（ア）としまして広告宣伝費です。これにつきま

しては顧客獲得競争に晒されている産業の企業とは異なり、規制部門での地域独占が認められて

いる一般電気事業者はメディア等におけるイメージ広告や販売を単純に拡大するための営業等を

行う必要性が相対的に低いと考えられることから、料金値上げ時にはこれらの費用について原価

に算入することを認めるべきではないということが書いてあります。ただし、ご議論いただきま

したように電気料金メニューの周知とか、安全にかかわる周知、需要抑制といった公益的な目的

から行う情報提供については原価に算入することを認めるべきであると書いてあります。

次のページ、23ページの（イ）の寄付金です。これにつきましても民間企業として一定の社会

貢献を行う、あるいは地域社会等との関係で電気事業の円滑な実施に資するといった観点から、

従来原価上諸費として整理されてきました。しかしながら、値上げが必要な状況下における費用

の優先度といったものを考慮すれば、認可時においては原価算入を認めるべきでないということ

です。

団体費につきましても同様の趣旨で、料金原価上諸費に整理されてきましたけれども、認可時

においては原価算入を認めるべきでないということを書かせていただいております。

また、上記以外にも、個別の査定の中で公益企業として社会通念上不適切なもの、例えば交際

費とか、政治献金、書画骨童等につきましては従来どおり原価算入を認めないことが適当である

ということです。

なお、（ア）から（ウ）の費用項目でありましても、例えば電力系統利用協議会への加盟金とい

ったような負担金、これは当該団体が電気事業法に規定された機関であるといったような合理的

な理由がある場合には、支出内容を公表することを条件に、原価算入を認めることが適当である

としております。

それから、電気事業法上値下げの場合には、行政の査定を経ることなく、インセンティブの観

点から事業者の説明責任を前提として自主性が認められているということですので、上記の（ア）

から（ウ）の費用項目を織り込むことが可能である。しかしながら、説明責任を果たす上での明

確化の観点から、算定規則を改正し、諸費に含まれる寄付金及び団体費を新たに項目立てする。

それに加えまして、その内容について一般電気事業者による十分な対外説明を求めるということ

が適当ではないかということです。
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24ページ以降は経営効率化の織り込みの方法ですけれども、人件費です。ここは宿題になった

ところですけれども、以下のように整理しております。一般電気事業者の規制料金原価として認

めるべき人件費は、一般電気事業者が競争市場にある企業と異なり、地域独占の下での競争リス

クがないといったことを勘案しますと、一般的な企業の平均値というのを査定のメルクマールと

して採用することが基本である。他方で、電気事業は事業規模が極めて大きいということから、

小規模・零細企業の平均値をメルクマールとすることは現実にそぐわない面があること、それか

ら、公益事業としての側面を考慮すれば、規模や事業内容の類似性を持つ企業との比較も加味す

ることが適当ではないか。

その際、各企業の給与体系が非常に複雑である中、客観的な査定を行うためには、スペックを

そろえた同一の統計の中でメルクマールを設定することが適当である。具体的には一般電気事業

者の従業員は平均で1万4000人、最小の事業者が1300人ということですので、産業ごと・規模

ごとに比較可能な統計であります厚労省がやっている「賃金構造基本統計調査」における常用労

働者1000人以上の企業の平均値を基本に、ガス事業、鉄道事業等類似の公益企業の平均値とも比

較しつつ査定を行うことが適当である。また、役員給与や福利厚生費についても、必ずしも統計

が存在しないものですけれども、当局において情報収集に努め、同様の考え方を適用すべきとい

うことが書いてあります。

25ページに賃金統計等に記載された統計上の水準が書いてあります。赤で塗ってある真ん中の

辺りが電力の1000人以上の企業を対象にした額で、これは基準外賃金、いわゆる残業代を除いて

いますけれども、677 万円となっております。これを提案しましたのは左から二つ目の賃金統計

1000人以上というところを基本としつつ、右側の電気事業以降のガス・鉄道・水道・通信・航空

等々を加味・比較しながら査定を行ってはどうかということです。

25ページの下の修繕費ですけれども、実績と原価の乖離が著しく大きかったということが指摘

されているわけです。設備産業である以上、電気事業において修繕費をかけながら適正な収益を

上げることが可能なビジネスモデルであるということ、それから、各社ごとに設備の構成、古さ

等々が異なることから、これは従来一律に規制していたわけですけれども、―律に規制するので

はなく、例えば過去の実績を基にした基準、帳簿原価に占める修繕費の割合である修繕比率とい

ったものをメルクマールとして設定することが適当ではないか。他方で、中長期的な効率化を促

すといった観点から、スマートメーター等スペックが分かれているものについての標準化、それ

から、発注にあたってのさまざまな取引慣行の見直し、入札等の実施ということを行うべきでは

ないかということです。

26ページ、燃料費、購入電力料です。燃料費につきましては国際市場によって決定されること
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が主流であり、購入電力料も燃料費に大きく左右されるということから、一般電気事業者自身で

どこまで効率化努力が及ぶかという議論があったと記憶しております。しかしながら、原価算定

期間内に契約が切れるものについては、例えば共同調達の実施とか、卸電力取引所からの調達等々

の努力を求め、その取り組みによって実現可能な効率化を反映するといったような個別の努力を

評価していくことが適当ではないかということです。特に、前々回でしたか、ご議論がございま

したけれども、燃料費については国全体としていかに効率的な調達を行うかということが非常に

大事なので、官民一体となった取り組みが求められるということが書いてあります。

設備関係費（減価償却費、固定資産等）です。これにつきましても各社ごとにさまざまな条件

が異なりますので、―律の基準ということではなくて、個別に査定を行っていくということでは

ないかということです。その場合に設備の調達に当たりまして複数の調達先があるものについて

は入札を行うことを原則とするということです。入札等を経たものはそれを原価として認める一

方で、それを行わないものについては、例えば一定の基準で原価を査定する。その際に例えば火

力発電所であれば、入札したときの想定される価格等を基準に査定することが適当ではないかと

いうことです。個別に査定していくことに伴いまして、従来のヤードスティック査定というのは

この分野には行わないということにしてはどうかということです。

次に委託費、消耗品費等の一般経費です。これらにつきまして従来は、非常に案件が膨大です

ので、非件名案件としてまとめて原価に算入されているというのが多いことがございますけれど

も、透明性を高める観点から個別査定を行う項目を可能な限り拡大するということです。それか

ら、個別査定にあたっては設備関係費と同様に入札等を経たものは原価として認め、そうでない

ものについては例えば他社のトップランナー基準とか、過去の類似の入札実績といったものを基

準に査定していくということではないかということです。

それでもなお非常に数が膨大ですので、個別査定できないというものにつきましてはヤードス

ティック査定を実施することで、そうした項目についても経営効率化を原価に反映させることが

適当ではないかということです。

それから、ご議論のございました研究費として整理されている例えば電力中央研究所の一括分

担金といったもののように、販売電力収入等一定の比率で負担額が定まっているというものにつ

いては、個別の研究内容を確認できず査定が行えないという場合には適正性が判断できないとい

うことになりますので、原価算入を認めることは適当ではないということではないかということ

です。

以上につきましては査定の方針ということになりますので、供給約款、料金審査要領を改正す

ることが適当ではないかということです。
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28ページは新しい火力入札制度です。これは設備費のうちの発電所について特に議論したとい

うことです。最初の方はこれまでに整理した資料から抜き書きした情報を載せております。

方向性のところですけれども、31ページ以降です。現状の分析といたしまして1パラグラフ目

の「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」ということです。それから、卸

電力取引所やPPSという枠組みがあるものの、発電事業者の売電は十分に進んでいないというこ

とです。それから、入札制度の廃止以降も入札自体はできるわけですけれども、実際には平成14

年以降は行われていないということで、競争性の導入が進展していないと考えられるということ

です。それから、原価の適正性の確保、さらにはIPPの参入ポテンシャルといったものを考えま

すと、32ページの「以上の状況を踏まえて」というところですけれども、今後一般電気事業者が

火力電源を自社で新設・増設・リプレースするといった場合には、既にプロセスが進んでいて、

間に合わないといったものを除きまして、原則すべての火力電源について入札を実施することが

適当ではないかということです。

その際の料金算定ですけれども、これも先ほどのとおりです。入札を経たものついては落札価

格を適正な原価とみなし、そうでないものについては、例えば具体的な基準としまして、入札さ

れた場合に想定される価格等を参考にしつつ査定を行うといったことについての技術的な検討を

行ってはどうかということです。

「なお」のところは、実際上きちんと競争が働く入札になるように配慮すべきということです。

さらには、ご議論もありましたけれども、系統の空き状況等の情報提供とか、あるいはIPP側の

自由度の確保、それから、万が一落札した事業者がうまくいかないといった場合の安定供給確保

策というものについても考慮しながら制度設計を具体化していくべきではないか。最後のパラグ

ラフですけれども、それを指針として策定して、公表すべきではないかということを書いており

ます。

33ページ以降の事業報酬ですけれども、最初の方も同様で、制度の説明を行っております。そ

の上で37ページ、対応の方向性の論点が二つございまして、一つはレートベースに含み得る対象

資産の範囲です。これの供給設備につきましては、先ほどの供給計画とも絡みますが、デマンド・

レスポンス等を踏まえた需要見通しを前提にした設備に限定していくということです。それから、

長期停止発電設備については原価算定期間の立ち上げ可能であるなど即時の対応性があるとか、

改良工事中などの将来の稼動の確実性というものを踏まえて判断していくことが適当ではないか。

その場合、全部を含めまして、正当な理由なく著しく低い稼動率となっているものについてレー

トベースから除外してはどうかということです。

報酬率につきましては公正報酬の原則ということです。東日本大震災以降、電気事業のリスク
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が高まったという指摘もございます。特に自己資本報酬率の設定にあたっては、震災後の状況を

勘案しつつ、過大な利益が生じないよう、一方で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、適正な事業リスクを見極めた上で設定することが適当ではないかということです。

38ページ以降は前回ご議論いただいた話ですけれども、原価算定期間及び電源構成変動への対

応です。これも最初の方は、飛ばさせていただきまして、41ページです。対応の方向性です。論

点は二つございまして、原価算定期間そのものをどうするかという①ですけれども、認可時の原

価算定期間にきましては3年を原則とすることが適当ではないか。他方で、狂乱物価状況下など

においては単年度も例外的に認めることが適当ではないかということです。それから、届出の際

には自主的な経営努力をより迅速に反映する観点から、柔軟に設定しても良いと考えられるとい

うことです。以上につきましては、算定規則上は「1 年を単位とした合理的な期間」とされてお

りますので、認可時に適用されます「審査要領」を改正しまして、先ほどの原則3年ということ

を書き込んでいったらどうかということです。

それから、原価算定期間が長期化することに伴いまして、電源構成への対応が必要になるとい

うことです。他方で、「ただし」のところにありますけれども、自動的に変動させれば、恣意的な

転嫁になっていってしまう怖れがある。このために算定規則を改正しまして、認可を経たという

ことを条件にしまして、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、すべての

原価を洗い替えるといったことなく、当該部分の将来の変動分のみを料金に反映させるといった

ことを行ってはどうか。これによって査定プロセスが簡略化され、より短期間で改定が可能にな

るのではないかということです。

42ページは個別原価計算・レートメークですけれども、これは特に経営・財務調査委員会のご

指摘にもありました託送料金の公開性につきまして議論しました。

44ページですけれども、一般管理費・変電費・販売費をそれぞれ項目に割り振っていきますABC

会計のルールの配分比率につきまして算定規則には定性的に括弧で書いていますような各種目ご

とに人数費とか、あるいは床面積費といったものが書いてありますけれども、その諸元も含めて

具体的な数値と配分ルールを公表していくべきではないかということです。

45ページの事業者ルールですけれども、算定規則に代わって各事業者が独自に定める「事業者

ルール」というのが可能になっています。それが下の現状にありますように定性的に書いてある

といったものをより具体的にその根拠も含めて算定方法が分かるようなものにすることが適当で

はないか。

それから、アンシラリーサービスにつきましては、算定規則上は下記で書いていますように定

性的な配賦基準が書いてありますけれども、具体的な算定方法は分からないということです。こ
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れにつきましても具体的に公表することが適当ではないかということで、46ページにそのイメー

ジを書かせていただいております。

47ページですけれども、デマンド・レスポンス料金とスマートメーターということで、最終的

に出てくる料金をどういうようなものにしていくかという観点です。

これにつきまして50ページに対応の方向が書いてあります。これもご議論いただいたとおり書

いたつもりですけれども、スマートメーターの普及というのが非常に大事だということです。そ

れが普及するまでには一定のリードタイムがあるということです。それがなくても、二つ目の段

落の「需要家の受容性を踏まえ、時間帯別料金の多様化、三段階料金の見直し、季節別料金の導

入」といったことの検討を進めていくということです。それから、メーターの普及につきまして

は規格の標準化、効率的な調達につきましてはオープンな形で実質的な競争のある入札を行うこ

とを原則とする。入札を経た場合には、それは適正な原価とするけれども、そうではない場合に

は想定される価格を基準として査定を行うという前段の基本方針が書かれてあります。

51 ページ以降は最後の論点である事後評価です。これにつきましては 55 ページに対応の方向

性を書かせていただいております。三つに分かれておりまして、料金設定時における評価ですけ

れども、まずは認可のときには行政があらかじめ認可プロセスで適正性を確保する。他方で、値

下げ時においては、届出による改定なので、事後評価が非常に重要ではないかということです。

先ほどの繰り返しですけれども、認可時には原価算入を認めないという広告宣伝費、寄付金、団

体費については、届出時にはそれを分かりやすくするように算定規則を改正し、それを明らかに

してはどうかということです。

原価算定期間内の評価につきましては、事業者自身が当初見込んだ実績から収支見通しを説明

する。それから、その利益の使途や改定時に計画した効率化の進捗状況を分かりやすい形で説明

してはどうかということです。さらに加えまして、部門別収支です。これまで自由化部門が赤字

の場合のみ公表していましたけれども、常時公表してはどうかということです。

それから、原価算定期間終了後の事後評価です。まずは事業者自らが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。さらには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いったことが考えられます。

行政はこれらを評価いたしまして、経営状況に照らして必要以上の内部留保の積み増し、ある

いは需要家利益を阻害するおそれがあるといったような場合、それから、今後の収支見通しが悪

化して、電気の安定供給に支障が生ずる恐れがある場合は書き加えたわけですけれども、報告徴

収等を行った上で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はないかということ

です。
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最後に前回のご議論をいただきまして、行政におきましても査定能力の向上ということで、技

術的な手法の検討、あるいは事前の調査といった分野におきまして積極的に外部専門家の活用を

検討してはどうかということです。以上、有識者会議の報告書案についてご説明しました。

最後に1点だけ、山内先生は本日ご欠席ですけれども、資料の5で意見を紙でいただいており

ますので、簡単にご紹介します。3点いただいておりまして、1点目の原価の適正性の確保につき

ましては基本的に事務局案の文章表現でよろしいかと思います。人件費につきましても適切な表

現だと思料いたしますということです。2 点目の事業報酬につきましても内容的には合意いたし

ます。それから、将来的な話につきましては継続的に検討、議論することが適当ではないかとい

うご意見をいただいております。3.その他ですけれども、必要な情報開示、それから、適切性・

妥当性の説明が強調されるべきというご意見をいただいております。

私からは以上です。

○安念座長

どうもありがとうございました。それでは、ご議論はまた後ほどということです。大臣がお見

えだそうです。ちょっとお待ちいたしましょう。

では、大臣がお着きですので、一言お願いいたします。

○枝野大臣

委員の先生方には本当に毎回お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。事務方

からご説明をさせたかと思いますが、これまでの議論をまとめた報告書案を作らせていただきま

した。これまでの議論をしっかりと踏まえたものになっているのかどうか、あるいは新たに整理

をしてみると、こういった問題点とか、こういった視点とかというお気付きの点等もあろうかと

思います。ぜひ忌憚なくたたいていただいて、より良いものを作っていただきたいと思っている

ところです。

また、これも事務方から説明があったかどうか、先日、特に燃料調達を安くすること、共同調

達などが重要であるので、そのためのインセンティブが必要ではないかということを国会でご指

摘をいただきました。これまでもこうした視点もご議論いただいておりますが、特に国会からの

ご指摘ですので、この点についてもさらにご意見をいただければと思っております。

委員の皆さんも当然お気付きのとおり電力料金について大変国民の皆さんから強い期待と強い

関心をいただいているところですので、こうした国民の皆さんの関心と期待に応える制度を作り

上げたいと思っております。いよいよ最後の詰めのところです。よろしくお願いを申し上げまし

て、あいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。

○安念座長
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燃料コストのインセンティブの問題につきましては大臣からもご指摘がありましたので、この

点はテイクノートいたしまして、燃調との関係も含めて後でご議論いただければと存じます。

それでは、今の報告書案につきましてはまた後ほどご議論いただくことといたしまして、カメ

ラ撮りは一応ここまでということで、カメラマンの方はご退席をいただけますでしょうか。プレ

スの方の傍聴はもちろん引き続き結構です。

次に電気事業連合会より香川関西電力副社長にお越しいただいておりますので、報告書案につ

いてご意見を賜りたいと存じます。なお、委員の先生方に送付するタイミングで電事連さんには

報告書案をご覧いただいております。今日は香川様には、関電の副社長というお立場もさること

ながら、電気事業連合会の業務委員会というのは料金問題を司っておられる委員会と承っており

ますが、その委員長としてのお立場を主としてご説明を拝聴するということと理解してよろしい

ですか。では、どうぞよろしくお願いいたします。20分ほどでお願いできますでしょうか。

3.電気事業者からのヒアリング

○香川業務委員会委員長

ただ今ご紹介にあずかりました関西電力の香川でございます。大変恐縮ですが、座って説明さ

せていただきます。本会議は11月から先生方に現在の電気料金制度、その運用について精力的に

ご審議をしていただいております。この時点で私ども電気事業者の取り組みについてご説明させ

ていただく時間をいただきましたことにあらためてお礼を申し上げたいと思います。

座長の方からご紹介いただきましたけれども、私は電気事業連合会で電力会社の共通の業務課

題を検討する委員会のメンバーです。電気料金で共通するような話題について議論するならばこ

の業務委員会という形で検討することになります。その立場から、今日は事業者を代表いたしま

してお手元の資料の「現行の電気料金制度と電気事業者の取り組みについて」ご説明させていた

だきたいと思います。限られた時間ですので、資料に目を通していただきながらポイント、ポイ

ントをご説明させていただきたいと思います。

1 点前もって申し上げておきたいのですが、私も審議内容というのはいろいろな場面で聞かせ

ていただいておりました。ただ、報告書が前日ということでありましたので、今日私が準備した

説明内容には報告書と重複する場面、あるいはほぼ同じような方向でまとめているところもござ

います。あるいは報告書を読む前でしたので、少しニュアンスがわれわれの立場として違うとこ

ろもございます。そういった前提でご説明させていただくことをご了解いただきたいと思います。

それでは、お手元の資料に基づきまして2ページ目の目次で本日の説明内容の概略を申し上げ
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ておきたいと思います。まず電気料金制度についてです。これはご案内のとおりですが、現行の

電気料金制度についてのご説明です。特に過去からさまざまな議論がなされております。制度改

革を重ねた上で現在の料金制度の形になっていると認識しております。そういった今までの経緯、

あるいは審議の内容について少し触れさせていただきたいと思っております。二つ目が電気事業

者の取り組みについてです。目次のとおり、その後の経営効率化、負荷平準化、その成果の還元

などにつきまして私ども事業者の取り組みについてご説明させていただきます。

3ページから現行の料金制度です。4ページは電気事業の特徴についてご説明させていただきま

す。ご案内のとおり、電気事業は膨大な固定資産を必要とする設備集約型の産業です。その資本

回収につきましては長期間を要するという特徴の事業だと考えております。安定的な電力供給を

行う上には長期にわたって安定的にコストを回収するといった仕組みが必要不可欠だと考えてお

ります。

ご覧いただいておりますグラフは固定資産の額を自己資本の額で除しました固定比率を表して

おります。ご覧のように電気事業を平成 11 年、22 年でそれぞれ比較しております。電気事業も

過去に比べて改善が図られておりますが、現在でも全産業平均の値に比べまして大幅に高くなっ

ているといった特徴がこのデータでご覧いただけると思います。

次の5ページ目をご覧いただきたいと思います。総括原価方式と電気料金についてご説明させ

ていただきます。膨大な固定資産を必要とし、コストの長期にわたる安定回収が必要な、先ほど

申し上げましたとおりの設備集約型産業です。この中で総括原価方式の特徴といたしましては安

定的に費用回収ができるため、長期的・計画的な設備投資インセンティブが図られる、あるいは

料金の算定根拠が明確であること、あるいはお客さまに不当な料金負担を課さないといった特徴

がありまして、電気事業だけでなく、ガス、水道など長期にわたり事業コストの安定回収が必要

な公益事業の料金に多く採用されていると理解しております。

この電気料金の算定に当たりましては総括原価方式の特徴をもとに電気事業法の目的でありま

す「電気の使用者の利益保護」と「電気事業の健全な発達」の両立を図るため、能率的な経営の

下お客さまに良好なサービスを提供するため、必要な原価に資金調達コストに相当する事業報酬

を織り込んで算定すると定められております。ご案内のとおりです。われわれ電気事業者といた

しましては総括原価方式の下に経済の高度成長に伴う電力需要の大幅な増加に対し、適切に設備

形成を実施することで電力の安定供給を実現してまいったと考えております。

6 ページをご覧いただきます。このページは電気料金の制度改革、あるいは効率化のインセン

ティブについてまとめた資料です。まず制度改革ですが、先ほどの総括原価方式は事業に必要な

コストの安定的な回収を担保する一方で、社会の変化、要請に応えまして、これまでも幾度か改
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革の努力を重ねてきたところです。例えば平成7年に第1次制度改革がございました。この改革

では総括原価の枠組みの中で電気料金の低廉化を目的とした効率化インセンティブの施策が議論

され、整理されました。IPP の入札制度、ヤードスティックの査定、選択約款などが導入された

のがこの時期の改革です。

次に平成11年に第2次制度改革が行われました。競争促進、効率化成果の配分に関する経営自

主性の尊重と経営責任の明確化という観点におきまして小売部分自由化、料金引下げ時の届出制

が導入されるとともに財務体質強化による中長期的なコストダウンを図るべく、内部留保への充

当が認められました。その後も数度の見直しを経て、現在の電気料金制度に至っていると理解し

ております。こうした事業者の効率化成果の配分に関する経営の自主性を尊重する制度改革の観

点を踏まえながら、私ども電気事業者といたしましても経営全般にわたる効率化を推進してきた

ところです。

経営効率化について 7 ページ以降でご説明いたします。8 ページをご覧いただきます。まず設

備投資の効率化についてご説明いたします。このグラフは設備投資額の経年推移を棒グラフで表

したものです。先ほどもご説明いたしましたが、高度経済成長期の電力需要の増加に伴いまして

設備投資は増加傾向にありました。近年は電気事業者による効率化の推進に加えまして、電力需

要の伸びが鈍化しております。また、設備の拡充にかかわる設備投資もそういった観点で減少し

てきたところです。

ただ、今後を展望いたしますと、この表の黄色の枠組みの吹き出しの一番右に書いております

が、これからは高度成長期に建設した設備の更新時期を迎えることになります。これまでは電力

需要の増加に伴う設備増強に合わせて信頼度の確保の観点に努めてまいりましたが、今後需要の

大幅な増加は見込めない中ではございますが、高経年化が進む電力設備につきまして、地元のご

理解を得ながら、あるいは工事の工夫を踏まえながら、計画的に更新投資が必要となってまいり

ます。当然のことながら従来の設備をそのまま更新するのではなくて、新工法の採用、あるいは

建設費の抑制など、社会インフラである電力設備の更新を着実に進めてまいりたいと考えており

ます。

9 ページをご覧いただきたいと思います。電気事業固定資産の推移を棒グラフで表しているも

のです。経営効率化、あるいは需要の伸びの鈍化双方の要因がございまして、新たな設備の拡充

にかかる設備投資の減少により、ご覧のように平成11年度末に比べますと、足元22年度末の電

気事業固定資産は11年度比で25％減、10社総額で約8兆円低減しております。

10ページをご覧いただきます。人件費の効率化についてです。私ども電気事業者は要員の効率

化、あるいは給与、福利厚生諸制度の見直しなど、不断の努力により人件費の削減にも取り組ん
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でまいったところです。人件費の結果ですが、先ほどと同様、22 年度の人件費を 11 年度比で比

べますと、販売電力量当たりは26％、10社総額で約3200億円の低減となっております。

なお、各年度で増減があるところですが、特に20年度以降の膨らみ、あるいは19年の減少の

でこぼこがございます。これは年金資金の運用状況を踏まえて、会計上の一時的な調整をした影

響などによるものです。こうした一過性の影響を補正いたしますと、人件費は右肩下がりで継続

的な低減傾向にあるとご説明できると考えております。

11ページの人件費の水準についてご説明いたします。人件費の水準についてはこの会議で大変

厳しいご指摘をいただいているところです。企業にとって人材は重要な資産でありまして、賃金

水準、福利厚生施策をはじめ、人事労務施策は最重要課題の一つと考えて取り組んでまいりまし

た。しかしながら、こういった状況の中で従業員のモチベーションを向上させ、企業としての生

産性を高める。各企業さんもそうですが、限られた経営資源の下でさまざまな経営効率化に最大

限努力しつつ、長期的な視点で創意工夫を凝らし、人事労務施策を実施してまいりました。

こうした企業の施策は企業規模、事業特性、あるいは勤務形態などによりまして大きく異なる

のが通例です。水準値をもって比較するというのは難しい項目ではないかと考えております。た

だ、何らかの形でメルクマールの設定の必要があるのであれば、報告書の中にもありましたよう

に、規模だけでなく、事業特性、勤務形態といった異なる点を踏まえて、あるいは人材確保の競

争の観点からも、例えば他の公益事業との水準を勘案するなど、総合的なご判断をいただくこと

が必要ではないかと考えております。

12ページで修繕費の効率化についてご説明いたします。この修繕費につきましても私どもは設

備診断技術の向上、点検周期、工事範囲、いろいろな見直しをして、設備保全の効率化など、修

繕費の削減に取り組んでまいりました。ご審議の中でも原価と実績の乖離についてご指摘をいた

だいております。例えば震災などの影響によりまして大きく収支が悪化するといった懸念の場合

には、設備の安全性・信頼性に留意していきながら、予定していた修繕工事を一時的に繰り延べ

実施することもあります。あくまでも緊急避難的に繰り延べしているものでありまして、いずれ

必要となる工事であることに変わりはございません。

設備の高経年化対策による負担が増加しておりますが、22 年度の修繕費は 11 年度に比べまし

て販売電力量当たりご覧のように19％、10社総額で約1900億円の低減となっております。

13ページをご覧いただきます。諸経費の効率化についてご説明いたします。諸経費につきまし

ては個別の費用項目についていろいろご審議、ご意見をいただいているところです。人件費や修

繕費などと同様に諸経費につきましても業務運営の効率化、ITの活用等々によりまして削減に取

り組んでまいりました。その結果、22年度の諸経費は11年度に比べまして販売電力量当たり14％、
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10社総額で約800億円の低減をしております。

ちょっと補足させていただきます。このグラフの中で19年度から20年にかけて棒グラフが増

加しておりますが、この 20 年、21 年、22 年につきましては CO2のクレジット償却費の影響を上

積みしております。ちなみに CO2 クレジットの償却費を補正いたしますと、この折れ線グラフの

キロワットアワー当たりの費用単価につきましては確実に右肩下がりで経緯していると申し上げ

られると思います。

14ページで寄付金についてご説明いたします。本会議でもいろいろなご意見をいただいており

ますが、われわれ民間企業としてCSRの観点から地域社会の発展に向けた積極的な貢献活動は当

然のことながら必要と考えております。加えまして、私どもはユニバーサルサービスを提供して

いる電気事業として発電所、送電線、配電線といった電力の供給設備をさまざまな地域に配置す

る必要があり、安定供給を果たすためには地域の皆さま、社会からご理解をいただくことが必要

不可欠であると認識しております。その意味で電気事業者もより地域社会に密着した経営を行っ

ていくことが必要であり、寄付金は地域貢献、社会貢献にかかわる費用として一定程度は必要と

考えております。

15ページで事業団体費についてご説明いたします。この表は諸団体の主な団体名とその設立趣

旨について記載しております。ご案内のとおり、業界全般にかかわる共通の課題につきましては

企業ごとに企業単体で取り組むよりも業界全体として取り組む方が効率的なこと等を踏まえて団

体を設立して対応しているところです。多くの業界でもこういった同じような目的と趣旨で運営

する団体があると認識しております。こうした団体の運営コストは事業全般の円滑な事業運営に

資する費用として必要です。仮に業界団体が一括している業務を、あるいは調査を個別にそれぞ

れに並行して行うとなれば、業界全体のコスト上昇につながるというふなことも考えられると思

います。

16ページで広告宣伝費についてご説明いたします。本会議でも情報を出すことの意味というこ

とを認めたご発言をいただいております。私どもも各種媒体を活用して、電気事業を取り巻く経

営環境、事業内容、そして、お客さま、社会の皆さまからご理解をいただく理解促進活動のため

に、電気事業の円滑な業務運営にこういった広告宣伝費は必要であると考えております。われわ

れがお伝えした情報を理解していただくだけでなく、正確かつ分かりやすい形で情報をお伝えす

ることが必要です。本会議の中でもご指摘いただきましたが、災害発生など、需要抑制といった

緊急時の対応も必要です。特にこういった需要抑制、緊急時での周知徹底につきましては、その

ときだけでなく、日ごろから継続的に関係する事業内容についてご理解をいただくべく活動して

いく必要があると考えております。
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特に私ども関西電力の例ですが、昨年夏、そして、現在の冬も節電でお客さま方にご協力いた

だいております。特に初めて迎えました夏の節電につきましてはこういった観点で一生懸命節電

の必要性、あるいはこれぐらいをということでご説明してまいりましたが、いきなりその場にな

ってご説明したときに、いろいろと報道の中でご覧になったかと思いますが、ご理解をいただく

のに大変苦労いたしました。そういった経緯も踏まえて、冬場については事前にいろいろな手段

で前もって情報交換、提供していく中で現在の冬の節電を迎えているという状況にございます。

一言強調したかったのは、こういった需要抑制とか、需要にかかわる広告宣伝ということであ

っても、その場になって慌ててやってもなかなかご理解いただけないということです。それに関

係する日ごろの情報についてはしっかりと皆さまにご説明する必要があるのではないかなと考え

ております。

こうした考え方の下に費用の効率化を図りながら、先ほど申しました事業の運営に必要な内容

を必要な費用として支出してきたところですが、本会議でご指摘いただきましたとおり、皆さま

方以上にご理解いただけるよう、内容もさることながら、そういった必要性についてもしっかり

とご説明していきたいと考えております。

17ページ以降で負荷平準化についてご説明いたします。18ページをご覧いただきます。特に負

荷平準化のご説明は規制分野ということでお話しさせていただきます。そういった意味で「エコ

キュート」といったヒートポンプを活用した高効率機器の普及促進は負荷平準化の柱となってお

ります。電力設備の効率的な形成、運用による供給コストの低減、ひいては料金の低廉化に着実

に貢献することで、電気利用者全体にメリットがあると考えております。

また、こういった「エコキュート」というヒートポンプを活用した高効率機器ですが、本会議

で議論していただいております費用、あるいは料金上の貢献だけではなくて、エネルギー効率の

高さから、社会全体で省エネ、省 CO2 にも貢献しているという側面があると考えております。こ

れまでの審議会の議論の中におきましても負荷平準化の推進が求められております。その中にお

きまして電気事業者による負荷平準化の推進と同時に、そのために支出する費用の原価算入も認

められてきたと認識しております。

19ページをご覧いただきます。負荷平準化による実績と負荷率をご覧いただいております。棒

グラフは規制分野の中で深夜にかかわる契約をお持ちの口数の棒グラフです。折れ線グラフは10

社計の負荷率を示しております。こういった負荷平準化を進めてきて、私どもは第1次の制度改

革で導入されました選択約款等の充実をしっかり活用することによりまして、負荷平準化に資す

る機器の普及促進に取り組んでまいったところです。その結果、負荷率の場合はどうしても気候

変動で若干上下の影響を受けておりますが、例えば22年度の負荷率は料金制度部会で負荷平準化
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の取り組みが加速された平成7年という時点と比べますと約7％向上しております。

20ページをご覧いただきます。これは参考でもう一度電力会社の日のロードカーブをご覧いた

だいております。ある社の夏の平均的な1日のロードカーブとご理解いただけたらと思います。

これまでも負荷平準化の取り組みを進めてまいりましたが、このカーブのようにまだまだ昼間と

夜間の需要の乖離というものがございます。あるいは夏とその他季の乖離というものがございま

す。こういったことを含めまして、最大電力の抑制、あるいは夏季ピーク以外の時間帯への負荷

のシフト、負荷の造成ということによる負荷平準化の推進につきましては引き続き取り組んでい

く必要があると考えております。

私どもが取り組む負荷平準化と申しますのは、お客さまにこういった状況と対策を理解いただ

いて、具体的に協力をいただく、あるいはその契約メニューをご契約いただいて、それを積みか

さねることによって初めて負荷率改善の効果が成り立つものと考えております。そういった意味

でもこれからわれわれは創意工夫を凝らしながら、広く皆さま方にあらゆる施策を進めていき、

お客さまの実態の理解を踏まえ、活用と行動につながるよういろいろな努力をしてまいりたいと

考えております。

21ページ以降で効率化成果の還元・財務体質の強化についてご説明いたします。時間が押して

まいりましたので、できるだけポイントを絞っていきます。22ページでは今までの効率化の還元、

いわゆる料金引下げについて平成12年度以降の改定の様相を表にしております。われわれはこう

いった経営全般にわたる効率化、負荷平準化を推進してまいりましたが、そういった経営の成果

につきまして効率化成果の機動的な料金への反映を目指した届出制を活用いたしまして、平成12

年度以降5回にわたり、単純な累計ですが、約2割近い料金の引下げを実施してまいりました。

実質的にお客さまに還元したところです。12年との対比において2割と申し上げましたが、例え

ば効率化インセンティブが導入された平成7年の1次改革以降と比較いたしますと、単純累計で

すが、3割近い引下げを実施しております。

23 ページで料金原価の内訳の推移をご覧いただきます。平成 12 年度以降の料金改定は料金の

引下げに当たる行政審査のない届出で行ってまいりましたが、経済産業省令に基づき効率化によ

る人件費、修繕費、減価償却費などの削減を確実に料金原価に反映されているというところが特

に太枠の経緯の中でご覧いただけると思っております。平成10年が申請認可いただいた料金の最

後の改定となっておりますが、この10年の改定認可の原価内訳と比較いたしましても、黒枠の人

件費、修繕費等々順次減少していく姿がご覧いただけるかと思います。

一方で、太枠の外の部分の燃料費、購入電力料は燃料価格の上昇とともに確実にそのウエート

が膨らんでおります。平成8年改定当時は 26％でありましたこのウエートが平成20 年度の改定
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時におきましては黒枠の外の部分の 45％まで上昇しております。これは 20 年度の改定のときの

姿でご覧いただいておりますが、現在はこの燃料費の高騰がもっと膨らんでおりますので、この

費用ウエートというのは大幅に膨らんでいるということを想定しております。

24ページで公共料金の推移です。これも参考ですが、今まで申し上げたような過去からの経営

全般にわたる効率化を推進してきた結果、鉄道、水道といった他の公共料金が値上がりする中、

また、化石燃料が高騰している状況におきましても電気料金が引下げに取り組んできた姿をご覧

いただけるかと思います。

25 ページの財務体質の強化についてご説明いたします。効率化の成果につきましては 11 年度

の制度改革において、先ほど申し上げましたが、財務体質の強化に向けた内部留保の視点が含ま

れております。私どもはお客さまに都度、料金引下げで還元するとともに一部を内部留保に充て

ることで財務体質の強化に努めてまいりました。この内部留保した原資は当然のことながら電力

の安定供給に必要な設備投資に計画的に活用するとともに、一方で財務としての自己資本の充実、

有利子負債の削減などに充当し、財務体質の強化に取り組んでまいりました。これは資金調達の

コストの抑制ということで、中長期的な料金の安定化・低廉化につなげてきたということです。

ただ、内部留保の取り崩しという場面がございます。収支悪化のタイミングにおきましてはど

うしても内部留保を取り崩すことによりまして値上げを回避するということに努めてまいりまし

た。現在は燃料の大幅な負担増に伴いまして、このグラフでお示ししている財務体質の内容が急

激に悪化しております。この折れ線グラフは自己資本比率を高めていった努力の成果を示してお

りますが、ここに来て燃料費の大幅な増加によりまして21年から22年にかけてこの資本比率が

低下しております。まだ22年度までしかご説明しておりませんが、本年23年におきましてはさ

らに厳しい需給状況の中にあって、燃料費が大幅に増加し、内部留保の取り崩しということが避

けられない大変厳しい状況に直面しております。この折れ線グラフも仮に23年度につなげるとす

れば、もっと急激な低下になっていくだろうと想定しております。

26ページ以降、情報公開につきまして、27ページをご覧いただきます。まず電気料金の情報公

開についてです。繰り返しとなりますが、料金のメニューの単価、料金の内容、経営の努力とい

った情報につきましては「情報公開ガイドライン」に基づいて経営効率化計画、定期的評価、有

価証券報告書等に基づき、料金改定のときだけでなく、決算発表などでも説明してきたところで

す。

下の方に付けておりますのは関西電力の経営効率化計画、あるいは定期的評価のときの概要に

ついて記載させておりますが、こういった形で説明してきたつもりです。ただ、本会議でご指摘

いただきましたように、まだまだその説明内容について十分ご理解頂いていいないというご指摘
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をいただいております。そういった意味ではお客さまや社会にしっかりとご理解いただけるよう

な伝わることに力点を置いた情報公開について一層真摯に受け止めて、充実してまいりたいと思

っております。

28ページは託送料金の情報公開です。この託送料金はもともと私どもとPPSのイコールフッテ

ィングという下で設定されたものであり、算定につきましては経済産業省令に基づき算定してき

ております。こういった中で経営効率化の推進とともに、先ほど電気料金の軽減の様を見ていた

だきましたが、当然のことながら託送料金につきましてもご覧のように左側の特高、右側の高圧

の託送料金も料金の値下げと同様に合わせて水準が順次低減していったところをご覧いただきた

いと思っております。

ただ、この情報公開という視点につきましてはいろいろとホームページ、ガイドラインに基づ

いて公開に努めてきたつもりですが、この会議でのご指摘も踏まえまして、託送料金の適切性、

妥当性といったことをもっと確認していただけるように一層内容の充実に真摯に努めてまいりた

いと考えております。

最後になりました。30ページでは私の方でご説明させていただいた内容をまとめたものですの

で、内容的には重複しております。最後に重ねて申し上げておきたいことは、電気料金制度の運

用見直しに当たりましては今までの審議会の中でいろいろな議論と改革が行われてまいりました。

その中で繰り返し強調されてまいりましたのが二つの点だと思っております。一つは負荷平準化

を含めた経営効率化を推進するということ、もう一つは経営の自主性の尊重、この二つの視点を

踏まえた上で、私どもの創意工夫、自助努力を引き続き発揮できるよう制度設計の内容について

ご審議いただけたらと思っております。

われわれ電気事業者といたしましては、お客さま、社会の皆さまのご理解、ご納得がより得ら

れるよう一層の効率化、そして、その成果につきましては料金に確実に反映するとともに、一番

大事な情報公開の面で料金算定のプロセスを含め、事業活動全般について透明性を高めるなど、

電気事業という公益性の高い事業の健全かつ透明な運営に邁進していきたいと考えております。

少し長くなりましたが、私の方からのご説明は終わらせていただきます。ありがとうございま

した。

4.自由討議

・プレゼンテーションに対する質疑応答

○安念座長

誠にありがとうございました。多岐にわたる論点につきまして大変分かりやすくご説明をいた
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だきまして本当にありがとうございます。それでは、しばらくただ今いただきましたプレゼンテ

ーションをめぐって質疑応答をさせていただきたいと思います。どなたでも結構ですので、どう

ぞ。どなたでもどうぞ。よろしいですか。松村先生、どうぞ。

○松村委員

負荷平準化が非常に重要だというのは同意します。それから、負荷平準化に資する活動のため

のコストが料金原価に入っていたというのは分かっています。その点について少し教えてくださ

い。例えばオール電化営業をすることによって「エコキュート」なり、電気温水器なりが普及し

て、その電気温水器が普及したことは負荷平準化に資することにきっとなっているのですよね。

その場合の営業コストは今までは託送の原価に入っていたのでしょうか。あるいはそれ以外の原

価に入っていたのか。

託送という概念は基本的には自由化領域しかないというのは分かっています。しかし、託送関

連のコストと、そうでない発電関連とかのコストは一応理念としては家庭用の部門でも分かれて

いるはずですよね。その場合のコストの配賦先というのはどこになっているのですか。

○香川業務委員会委員長

負荷平準化のために使ったコストというのはいろいろな場面であるかと思います。例えば販売

促進費の中にもありますし、あるいは研究開発費の中にもあろうかと思います。こういった費用

項目の中でそれぞれ使っている費用につきましては先ほどご説明のあったような原価配分のルー

ルの中で配賦されていることになります。そういった意味では先生のご指摘にあったような家庭

用の需要のところだけに配分されているかということではないと思います。

ただ、先ほども申し上げましたが、こういった負荷平準化の効果というのは、利用された家庭

用ということだけではなくて、全般に効率化、平準化の成果というのは全利用者に展開されてい

ると考えておりますので、こういった配賦が適切ではないかなと考えております。

○松村委員

不適切と指摘したのではなくて、単に事実を聞いたのです。つまり、ルールに従ってやると、

例えばオール電化営業のコストはネットワーク関連のコストの方に配賦されているのですか、そ

うではないのですかというのを聞いただけです。

○香川業務委員会委員長

すみません。それは入りません。託送費用の中にも入りません。失礼しました。

○松村委員

そうすると、例えば「エコキュート」というのが普及したとしますよね。でも、託送関連は関

係ないわけですから、それに対応するコストもある意味で関係ないわけですよね。仮に家庭の深
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夜料金が8円だったとして、託送関連の負荷率改善の効果を見込んでいないわけですから託送費

用は当然関係ないわけです。従ってまず８円からその託送費用相当分を引きます。深夜のマージ

ナルコストは一般電気事業者さんからの情報開示がないので私たちにはわかりませんが、卸取引

所の夜間の価格を見ればある程度予想できます。その部分を更に８円から差っ引きます。8 円で

売っている中で、エコキュートの利用者に還元されていない固定費用の部分があり、これが「エ

コキュート」を使っていない人にも均霑化する、だからこの営業費用を関係ない一般に負担させ

ているわけですよね。

今の料金水準で本当にこの議論に説得力があるかどうか、ぜひデータで出していただきたい。

非常に抽象的に一般の消費者に利益があると言うのではなく、託送関連の費用を差っ引いて、夜

間の限界費用を差っ引いて、固定費用を8円、9円で売っている中でどれだけ削減し、一般の「エ

コキュート」を使っていない人にどれだけメリットがあったのかということを、今日ご説明いた

だいたような抽象的で雑駁でいい加減な議論ではなく、ぜひともデータで示していただきたい。

極端に言えば、エコキュートを使う人の深夜料金をゼロにすれば、深夜への電力シフトは進み、

負荷率は改善しますが、それがエコキュートを使わない人の利益になっていません。負荷率改善

が進めば一般の利益になるなどというのがいかにいい加減な説明か、この例でわかるはずです。

実際には深夜料金はゼロではないので、一般の利益になっている可能性はあるのですが、逆に負

担になっている可能性すらあります。ちゃんとしたデータで示してください。

2 点目です。団体費に関して、個々の事業者でやるよりも全体でまとめてやった方が費用削減

になるという点は同意します。電事連の方が審議会を傍聴し、メモを取って議事録を作成して、

いろいろなところに回すなんてこともしていたわけですよね。そんな膨大な作業を9電力の人が

それぞれ3人ずつ出して、立派な教育を受けた高度な人的資源をそんなばかなことに9社がそれ

ぞれ使うよりも、電事連がまとめてやった方が確かに効率的です。しかしそもそもそんなことを

本当にする必要があるのか。

電力の供給に不可欠なことで、その不可欠なことの中で効率化するというために電事連のコス

トを負担していたのか。ある種のロビー活動というのをするためだけだとか、およそ電力の供給

に必要不可欠というようなことと関係ないことをしていたという側面もあったのではないかとい

うことが、この会議の問題意識なのだと思います。従って、9 社がばらばらにやるよりも効率的

だということについては 100％同意しますが、もともとの問題意識がそういうところではなかっ

た、ということは一応ご理解ください。以上です。

○安念座長

ありがとうございます。第1点は8円のコンポーネントというか、構成ということになるので
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すが、これはいかがでしょうか。数値的な資料というものがおありか、あるいは作成していただ

くということは可能ですか。

○香川業務委員会委員長

今の先生のご指摘ですが、多分8円というのは夜の電力料の単価をご指摘いただいたのだと思

うのです。これは今の託送の料金のレートバランスといいますか、託送制度の料金がこういった

時間帯の中でどういうふうに設定されているかということと各契約種別の中の時間帯の料金設定

をどういうふうに設定しているかということです。今のところそれぞれの考えの中で最終的には

契約種別が支払いしている料金の中で現在の託送料金という形が説明できるという形での整理を

しております。そういった意味で料金メニューの中の例えば夜間の8円の中に託送がどうかとい

う形は今までのわれわれの全体の中での整理とは少し異なっているかと思います。

ただ、先生のご指摘にあったような視点というのは非常に不透明だというご指摘だと考えます。

そういった面では今まで私がご説明したような形での契約単位での料金の水準でご説明してまい

りましたが、託送料金のこれからの中でそういった料金の中の時間帯別の説明との整合性につい

ては検討の課題と受け止めたいと思います。

○松村委員

一応誤解はされていないとは思うのですが、念のために、8 円というのが不当であるというこ

とを言ったつもりは全くないし、8円の作り方について疑義を挟んだわけではありません。「エコ

キュート」が普及することによって使っていない人も大きな利益を得ているということを抽象的

ではなく、もっとちゃんと説明すべきといっているだけです。それが負荷平準化に役立っている

というのは十分分かりますが、負荷平準化に役立っているから安い価格で供給して、その人が利

益を得ているという分に関しては他の利用者にも利益が及ぶという今の議論は全く成り立たない。

均霑化効果を、抽象的にではなく、ちゃんと示してくれということを言ったのであって、8 円が

不当だと言ったつもりは全くありません。

○安念座長

均霑というのは、典型的に言えば「エコキュート」を使っていない家庭でも、ということです

ね。

○香川業務委員会委員長

先生のご質問を大変失礼な受け止め方をしたことをおわびしたいと思います。補足的にご意見

をいただきましたので、しっかり受け止めたいと思います。

ただ、負荷平準化というところで先生の非常に強い関心をいただいたということだったと思う

のですけれども、63年の改定のときに初めてこういった季節別、時間帯別料金という制度を電力
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のところから導入してまいりました。従いまして、契約種別で、季時別、季節別、時間帯別料金

という負荷平準化料金の導入といいますのは24年の経過がございます。最初は産業用から導入い

たしまして業務用、あるいは高圧(500ｋＷ)未満、そして、平成元年に入って、家庭用需要に昼夜

間料金というのを導入しました。それから、平成12年で「エコキュート」の革新というふうなこ

とを踏まえて、電灯の方にも新たな季節別、時間帯別電灯というのを活用したということです。

私が申し上げたかったのは、こういった負荷平準化料金メニューのお客さまの活用状況につい

てちょっと触れさせていただきたいのです。例えばざくっと産業用、業務用、家庭用と申し上げ

ます。もちろん産業用からの24年の経過がございますが、こういった産業用のお客さまの中でい

わゆる季節別、時間帯別の負荷平準化料金メニューを活用していただいているお客さまは業務用

でアワーウエートで4分の1ぐらいです。産業用につきましてはそういった負荷移行ということ

の取り組みが大きくございましたので、産業用の方ではアワーウエートにしますと半分ぐらいで

す。これは関西電力のウエートで申し上げております。

それから、ご指摘いただいた家庭用につきましては口数で1割を超えたところです。アワーウ

エートにしますと十数％というところです。この業務用・産業用のところの季時別料金の契約に

つきましてはおおむねこういったボリュームでサチュレートしてきております。家庭用のところ

は負荷平準化を進めていく余地という大きい分野ではないかなという思いもありまして、私ども

は力を入れてきたという経緯がございます。先生のご指摘については真摯に受け止めて、しっか

りと内容を精査していきたいと思います。

○安念座長

ウエートはよろしい、これからも頑張っていただくということだろうと思うのです。しかし、

それが1割であっても、7％であっても、理論的に負荷平準化による利益というのはすべての家庭

に均霑されているはずですので、それを数値として明らかにしていただけないものかというのが

松村先生のおっしゃっていることかなと私は思ったのです。ですから、1 割がどうとかいうこと

では全然違うと思うのですが。

○香川業務委員会委員長

今すぐこれとこれをということではなくて。

○安念座長

もちろんです。

○香川業務委員会委員長

ちょっと難しい宿題をいただいたと思います。このご指摘いただいた宿題につきましてしっか

り何かの形で検討できるかどうか考えていきたいと思います。
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○安念座長

くどいようですが、2番目のメモ取り云々はいかがですか。

○香川業務委員会委員長

ご指摘いただいた点というのは非常にビジブルといいますか、ある場面についてのご指摘だっ

たかと思います。そういったご指摘の点につきましては各社がやるのがいいのか。電気事業連合

会のメンバーはそのためだけにここに出席しているのではないと私は思います。彼らはいろいろ

な団体としての業務ミッションを持っております。それぞれに電気事業連合会の中の共通課題と

いうミッションを持っております。

私どもはもちろんこういう料金制度の議論ということになれば、各社とも大変強い関心がござ

いますので、恐らく傍聴席の中にも各社さんが来られているでありましょうし、電気事業連合会

の職員も自分の与えられている職務を遂行する意味でもしっかり自分の耳で聞きたいという思い

もあろうかと思います。先生のご指摘についてずれたというふうなお叱りを受けるかもしれませ

んけれども、決してそのためだけにその要員を置いているとか、そのためだけの仕事をしている

ということではないということはご理解いただきたいと思います。

○安念座長

しかし、メモ取りの部分は本当に電気事業を営むために必要なのかと言われると、確かにそれ

を分別するのは大変難しいでしょうというのが松村委員のご疑問だったということだと思います。

ほかにいかがですか。どなたか。どうぞ、大西委員。

○大西委員

修繕費のところなのですが、ご説明ですと災害等の影響により大きく収支が悪化することが懸

念される場合に一時的な繰り延べ等を実施というご説明なのですが、そもそもの修繕費の繰り延

べというのはそんなに簡単にできるものなのかどうかというのが一つです。

それから、二つ目は、これは関西電力さんということで、私自身は東京電力のレポートしか情

報がないものですから、ここで書かれているのが東京電力だけのものだということであるのであ

れば別として、このレポートによると修繕費の届出と実績の原価の乖離というのはほとんど毎年

生じていて、実際の方が低いのですね。

経営・財務調査委員会の128ページのところですが、これが仮に一般的なことだとすると、必

ずしもここでの説明とは合わない気もしますし、そもそも原価と収入を一致させて、それを需要

者にチャージをするというシステムからすると、ここで数千億円が浮きましたというものについ

ては内部留保に使うのが妥当だとお考えですかね。その辺をちょっと。

○香川業務委員会委員長
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先生のご指摘がありましたように、修繕費の想定値と実績の乖離というのはいろいろな状況の

中で上も下も生じるものだと考えます。各社さんが今どういう状況になっているかちょっとご案

内はないのですが、私どもの例で申し上げますと、今の料金は平成20年度の料金改定において想

定された修繕費を基に原価を組み上げております。その料金原価のときに入れています修繕費と

それ以降の 3 カ年の実績を比べますと、実績の方が 4.3％上回っております。従いまして、この

時期には私どもは上回ったというふうな実績がございます。

それ以降のいろいろな効率化とか、あるいは先ほど申し上げました特にこのあたりは高経年化

による更新が非常にタイトになってまいりました。そういった意味では20年度にも相当の修繕費

を想定して入れておりますが、結果としてこういった形で 4％以上実績の方が上回ったという状

況にございます。従いまして、もともとが原価に対して実績が下回って、その分を内部留保にす

るかどうかということを前提にした数字ではないということはご理解いただきたいなと思います。

○安念座長

いかがですか。

○大西委員

今のご回答だとすると、20 年はそうなのです。それまではどうだったのですか。過去 10 年間

というのはどういう状況だったのでしょう。

○香川業務委員会委員長

いろいろ多岐にわたりますので、すみません。20年9月に改定を行っておりまして、それ以前

の分につきましては総じて実績の方が下回っていたかなと思っております。その方が多かったと

思います。そういった意味ではこういった乖離分はそれ以降の電気料金に反映させて、値下げと

いう形で還元していると考えております。

○安念座長

今の点は大変興味深いところです。もちろん修繕費が想定よりも実績が低かったというのはそ

れだけ頑張ったのだともいえるでしょう。本当はペンキを塗り直したいのだけど、半年先に回し

て我慢しましたというご努力の結果とも考えられるし、一方、さはさりながら、結局、毎年大体

使い残しているとすれば、1 年や 2 年は大体においてそれは先延ばしできるのではないですかと

いうふうにも解釈できます。

私どもは個別案件を存じ上げているわけではなくて、出来上がりの数字だけしか見ておりませ

んから、両様の解釈ができて、やや意地悪く見れば、後者の方が当たっているのではないかとい

うことです。大体趨勢として想定よりも実績が低いと、そういうふうに何となく勘繰りたくなっ

てしまうということです。
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○香川業務委員会委員長

これは内容の設定のときの説明責任、あるいは情報のご理解いただく程度の努力が足らなかっ

たという部分、それから、実績として乖離し、あるいは実績の方が低かった部分につきましては

私どもとしてはその直後の料金改定の中で料金に反映するという考え方ではおるのですけれども、

こういったご指摘のあるような受け止めということがあることにつきましては、やはり修繕費の

原価の中身の説明の充実ということが必要かなとあらためて受け止めたいと思います。

○安念座長

ありがとうございました。よろしいですか。では、秋池委員、どうぞ。

○秋池委員

8ページ、設備投資の効率化というところで、平成18年ぐらいから過去に形成されたものの更

新投資が必要になっているということです。これは恐らく電力業界のみならず、道路とか、橋と

か、日本のさまざまなインフラで起こっている現象だと思うのです。

この絵を拝見いたしまして思いましたのは、昭和48年から平成5年ぐらいまでずっと上ってき

ていたものが徐々に更新になっているということは、この増加の傾向は同じぐらいの幅で続いて

いくと考えるものなのでしょうか。この先の電力の料金とか、修繕費、設備投資費というものを

考えたときに、これをどう拝見すべきなのかお教えいただければと思います。

○香川業務委員会委員長

今後のわれわれの設備計画、需要想定の見方には言えるかなと思います。ただ、傾向として先

生がご指摘いただいたように、この時期に建設した設備が更新の時期に来ているということにつ

きましては一定の上昇傾向というのは避けられないのではないかなと思います。設備そのものが

安定供給のキモですので、私どもは絶対にやっていかなければならないと思っています。ただ、

上昇傾向につきましては、これからは当時のような需要の伸びというのは想定されないと思いま

す。これもこれからしっかりと正確な想定というのをやる必要がございます。

それから、やはりこの時期に行った設備内容や工事概要等々と現在を比べますと、それぞれの

設備、あるいは工事方法について随分効率化が進んでいると思っております。私どもは更新とい

う意味においては設備の更新そのものは同じような形でやっていく責務があると考えております

が、投資額という意味におきましてはそういった新しい工法や、設備の仕様につきましてはこう

いったたくさんのご指摘の中でしっかりと費用抑制を図りながら設備の更新をしていきたいと思

います。このような傾向とは少し違う傾向の更新投資を示していきたいなと思います。

○秋池委員

この中でも議論がありましたし、東京電力の第三者委員会の報告でもございましたが、その仕
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様の見直しとか、調達方法そのものによって金額を下げていく、投資額を下げていくということ

も含めて工夫を続けていただければと思います。

○香川業務委員会委員長

しっかりと受け止めたいと思います。先ほど私は工事という面でも効率化、あるいは削減の余

地があると申し上げましたけれども、工事といいますのは工事の人材確保という点がございます。

これも例えばアトランダムに工事を積み上げていくというのではなくて、できるだけ計画を組み

立てることによって工事そのものの平準化ということが図られます。そうすることによって工事

ないし工事にかかわる労務費を抑えるというようなことも近年では非常に厳しくやっております。

こういった意味ではこういった工事に関係していただく関係業界、あるいはわれわれの関係会社

という広いネットワークのアライアンスの中で削減の余地というのはまだまだ出てくると考えて

おります。

○安念座長

ありがとうございます。ほかにいかがですか。永田委員、どうぞ。

○永田委員

お手元の資料の 4 ページの固定比率のところですけれども、直近で電気事業は平成 22 年で

472％ということですが、逆にいわゆる他人資本での固定資産の調達というのが裏であるのではな

いか。電力債等の低利の安定的な資金調達が一方であるということです。従って、自己資本と比

べれば確かに固定資産の割合は大きいけれども、他人資本等ある意味では自己資本に近いものと

考えた場合はそれなりの比率として再計算、修正計算ができるのではないかと思っております。

それは逆に言うと、内部留保の取り崩しというところも、今後やはり他人資本の電力債等の資

金調達環境によって、場合によっては厳しい状況になるかもしれない。私の立場の財務の専門家

として、料金制度も当然のこととして、一方で財務のところが非常に不安定になる要素をはらん

でいるのではないかと思っています。その辺について業界の方のお立場として今後の見通しにつ

いてどうお考えでいらっしゃいましょうか。

○香川業務委員会委員長

先生のご指摘のとおりです。特に震災以降、さまざまな環境変化の中で資金調達に苦労しだし

ております。そういった意味で先ほどもご覧いただきました修繕費を含めて、これをやっていく

中で自己資本と資金の調達をどういうふうな組み合わせでやっていかなければならないのかとい

うのが喫緊の課題です。

ご指摘のようにわれわれが直面しているそういった資金調達につきましては当面は大変厳しい

状況にございます。そういったものの改善のためにも早く収支の安定に向けた努力というのがま
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ず必要ではないかなと思います。その中で私どもの自己資本あるいは借入資金、借入資金の中で

もできるだけ有利な調達方法をこれからも努めてまいりたいと思っておりますが、今はご指摘の

意味では非常に厳しい状況の中に直面しております。

○安念座長

よろいですか。最後の質問については、財務が厳しくなるような方向の議論をまさにお前たち

がしているではないか、とおっしゃりたいのでしょう。

○香川業務委員会委員長

いえいえ、とんでもない、とんでもございません。

○安念座長

やはり料金からのキャッシュフローがまさに最大の担保ですよね。だからこそ、電力さんもい

い条件で調達できたわけです。

さて、またこれからもご質問させていただくかもしれません。あまりいらっしゃりたくはない

でしょうが、そこにおいでいただいて。

○香川業務委員会委員長

いえいえ、しっかりとここにいさせていただきたいと思います。

・報告書案について

○安念座長

本当にありがとうございました。それでは、今度は30分ばかりですが、この報告書案につきま

してご議論していただきたいと思います。今までやってきた議論を非常にうまくまとめていただ

いております。別に順番ということもございません。どこからでも結構です。書き加えるべきこ

と、修正すべきところをどうぞご自由にご指摘をいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願

いいたします。

山内先生から僕は厳しいお叱りをちょうだいするのではないかなと何となく思っていたのです

が、これは一応答案として合格ということで、まずよろしいというご趣旨ではなかろうかと拝読

いたしました。

大西委員、いかがですか。振ってしまって申し訳ないですが、タスクフォースで随分ご苦労な

さったお立場として、例えば修繕費、例えば需要予測のあたりで、それほど深掘りして議論でき

たとは私も思っていないのです。別にその点にこだわるつもりはございませんが、何かご指摘い

ただくようなところはございませんか。

○大西委員
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大きな点で二つほどコメントがあります。一つは東京電力の経営・財務調査委員会報告で議論

した中で、ここの部分は今回目的が特に原価の見直しもどちらかというと名目もしくは形式的な

ところで本来あるべきコストが入っているかどうかという議論だったのです。もう一つ大前提と

して効率化計画ということにも連動するのですが、コストダウンの実質的な努力というか、それ

を促していくということが基本思想にあると思うのですね。その辺がこの報告書の中で必ずしも

明確な位置に書かれていないのかなとちょっと思ったものですから、そこの部分が一つあります。

それから、二つ目は議論をもしかしたらしていないのかもしれませんが、レートベースのとこ

ろで設備投資の結果である資産の範囲で例えば長期停止火力を入れるべきかどうかとか、いろい

ろな議論があったと思うのです。それと同じ部分は原価の部分にも入れるべきかどうかという議

論というのがあるのかなと思います。要は、レートベースで外したものですが、減価償却で入っ

ているというものが仮にあれば、これはちょっとおかしなことにならないかなと思うのですが。

○安念座長

これはどうですか。レートベースと原価は確かに違うと言えば違うのだろうけれども、レート

ベースには入れていないのに、減価償却は取っているというのは確かに少なくとも直感的には平

仄が合わないかなという感じがしなくはないのですが、これはどんなものなのですか。

永田委員はいかがですか。これは会計といっても、電力に独特なものだから、一般論では言え

ないのかもしれませんが。

○永田委員

もともと報酬のところで営業費とある意味では事業報酬というくくりの中で、事業報酬は費用

的な項目の中で原価にどう入れるかという観点と、資本コストの方は資本を調達するための調達

コストという概念ですので、そこの損益の概念と資産の概念ということで、私どもとしてはそう

いう認識で考えております。

○大西委員

概念が違うということはそのとおりなのです。ただ、37ページの外すべきものというのは正当

な理由なく著しく低い稼動率となっている設備とか、そんなようなもので、これは確かにレート

ベースから外しますが、原価はいいのだという議論になるのかどうかというのはちょっと分かり

ません。概念が違うのだけれども、それぞれ考えて、どうかという議論というのを場合によって

は明確にしていなかったのかなと思ったので、ちょっと指摘をさせていただいた次第です。

○安念座長

どうなのですか。私は素人なので、もちろん生徒として伺うだけです。考えてみると、レート

ベースから外すということは電気事業を営む上で直接必要ではないから外すわけですよね。だと
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すると、コストの面でも、それにかかっている減価償却、人件費、その他諸々というのはやはり

電力事業を営む上で直接のコストではないというのが何となく素直といえば素直なのかなという

気はするのですが、どうでしょう。松村先生。

○松村委員

私は、料金原価に入らないのは当然のことだと思い込んでいたので、今まで全くコメントしま

せんでした。概念として違うというのは分かるのですが、レートベースで入れるべきでないもの

に関するコストであっても原価には入れるべきだという理屈があるとすれば、逆にそっちをお伺

いしたい。

○安念座長

確かにそうですね。それは違っていてもいいという、違うことがあり得るというだけの話であ

って、レートベースのところに入れないものを原価のところに入れるべきだというポジティブな

理屈は多分ないのでしょうね。そう理解してよろしいですか。その点は明確化して書いておきま

すか。

どうぞ、八田先生。

○八田委員

原料価格の変化などによって電源構成を化石燃料にシフトせざるを得なくなったときに、電源

構成の変動を規制料金に反映させる事を今まで議論してきました。

例えば、石油価格が上がったためにガス発電を増やした場合には、そのことを料金にちゃんと

反映させましょうという訳です。ところが仮にその後石油の値段が元に戻ってしまった場合にど

うしたらいいかという問題があります。そういうふうに電源構成がまた変わってコストダウンに

なる場合には値下げの届出を義務づけるべきだと41ページの注に書いてあると理解しています。

一般的な場合には、政府はコストダウンを奨励するため、電力会社が費用を削減するために電

源構成を変えても、いちいち値下げしろとは普通は言わないわけです。但し、電源構成が変わっ

たために料金引き上げが許された場合に限っては、後で電源構成が元に戻った場合には特別に料

金を戻さなければならないというのがここの趣旨だと思うのです。

○安念座長

そうでしょうね。

○八田委員

でも、料金を戻さなければならないのなら電力会社は電源構成を戻しませんよね。せっかく料

金を引き上げることができたのに、効率化してもう一度料金を下げさせてもらうなんて事はしま

せん。だから、そこをどうするかなのです。私は、「何らかの原因で一度電源構成が変化して値段
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を上げた場合には、もともと電源構成を変えた原因となった条件がなくなったらまた戻して頂戴」

という条件を、最初から付けるべきだろうと思います。そういう強制をしないと自発的には電源

構成を戻さないだろうと思います。

○安念座長

理屈はよく分かるのですが、制度化するとどういうふうになるのかな。どうぞ。

○大西委員

この点は私も聞こうかと思っていたところなのです。ここの簡易な値上げの認可制度というの

が設けられて、これは例えばですが、原発が動かなくて、これが理由で変わりましたというある

意味事象というか、原因を明確化して、それが解消されたときには、解消されたので、その分を

戻しましょうということなのかなと思ってはいたのです。

先ほど八田委員がおっしゃられた効率化によって減りました、だから、下げるという制度では

ないのかなと思います。そういう意味では何の理由で幾ら上げるかということを限定的にするこ

とによって、逆にそれが解消された場合には、まさに八田委員がおっしゃったように、それは強

制的なのか、もしくは55ページの原価算定期間内における評価、もしくは事後評価という途中の

精査の中で促すのかどうか分からないですが、そういうのが必要なのではないかな、そうでない

とフェアではないなと思います。

○八田委員

電源構成を元に戻さなくてもいいのですが、レートベースの計算のときには。

○安念座長

そうそう、戻したものとして。

○八田委員

戻したものとしてやりますよという規定がそこに関しては必要なのではないか。

○安念座長

なるほどね。片岡さん、どうですか。

○片岡課長

大西委員がおっしゃったことを反映しているかどうかはあれなのですけれども、本文の方で下

から4行目ですか、「事業者の自助努力の及ばない電源構成に変動があった場合に」という書き方

にしているのですね。まさに自助努力でどうこうした場合には当然それはメリットとしてありま

す。八田先生がおっしゃったようにやらなくなってしまうので、インセンティブとしてあった上

で、そもそも 1 回目の値上げの認可のときに、1 回目というのは最初の変動のときに外生要因で
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あれば、それがまさにおっしゃる所与なので、そうではない外生的に変われば自動的にというの

はある程度想定したらいいと思っています。

ただ、先ほど委員長がおっしゃったように、制度としてそれをどう担保するかというところに

ついて前回ちょっとご議論がありましたけれども、事業者から紙を出してもらうというお話が確

か大西先生からありました。法律的な義務付けて認可するというのができるかどうかというのは

もう少し詰めなければいけないなと思っているのですけれども、そういうことだと思います。

○安念座長

分かりました。それをどういうふうに法律として組み立てるかはともかく、外生的な要因が元

に戻った場合には元に戻ったという前提でもう一回そこを洗い替えというのか、コスト計算をさ

せてもらうという仕組みが必要だということを明確にするということでよろしいですか。それは

そうでしょうね。どうぞ、八田先生。

○八田委員

関連してですが、先ほどの寄付金とか、宣伝広告費なんていうものは認可時に認めないという

事ですから、値上げの時には認めないという事ですね。

○安念座長

そうです。

○八田委員

しかし電源構成が変わったために簡易な値上げをする場合には、総原価を洗い替えることはな

いのですから、寄付金とか、宣伝広告費はそのままにするのかという事なのですか。

○片岡課長

それは本文の方にも一応書いています。まず最初にこの制度の簡易な形で電源構成分を変動す

るのは認可を経ていることが条件になっています。認可を経ているときというのはまさに入って

いないことが前提となっていますので、そこはその分が入っていないものが根っこにあって、そ

の変動分のみということです。

○安念座長

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、松村先生。

○松村委員

報告書の内容を変えてほしいというのではなくて、確認です。22 ページから 23 ページにかけ

て、値上げ時には原則として入れないものが列挙されています。これに関しては形式的にではな

く、どういう精神でこう書かれているのかが十分議論されて、理解されていると認識しています。

例えば関連会社にその項目を実質上付け回して、納入価格の中に紛れ込ませるなどの行為は当然
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に許容されていないという点の確認です。そんなことをわざわざ書いてほしいなんて思いません

が、「そんな脱法行為というのは当然許されないということは今までの議論から十分明らか」とい

う点を確認させてください。

次に団体費です。団体費の中で電事連のコストというのがここに入るというのは明確になって

いると思うのです。そのときに出向者の人件費は本体が見ているとか、その人が使う出張旅費等

の費用はどうなっているのかというようなことを考えると、この報告書の精神からすればそうい

うものも当然全部原価に入らないはずです。形の上で電事連への拠出金という格好になっていな

くても、実質的にそうなっているものはもちろん全て入らないのは議論の過程からも明らかだと

思いますが、一応念のために確認させてください。

原価に入れないというのはこれ以上ないほど明確に書かれています。しかし、仮に費用を具体的

に割り振れば、何でも無条件でオーケーということでもないと思います。電中研の大半の機能は

気事業者さんですら、さすがに恥ずかしくていえないようなことを代わって言うというような側

面をもつ部門も電中研にはある、ありうるわけですから、そういう部門に流れるお金は、個別契

約という形を取っていたとしても、この本来の趣旨に入っていない、電気の供給に必要不可欠な

活動ではないので、当然原価には入らないものだと理解しております。わざわざ報告書を書き換

えていただくまでもなく当然のことである、ということを確認させてください。

最後、3 点目です。届出、値下げのときには、値上げのときには認められないような項目も原

価に入れることを止められないという整理はとても残念、無念です。しかしこの会議の趣旨から

して、法改正を伴うようなものはやらないということですから、やむを得ないと思います。今日

の事業者のご説明でも、こういうようなものを原価に入れるのは、自分たちは正当であると思っ

ているということを強く主張されたわけです。本当に今回の事業者の主張が説得力のあるもので

あると事業者が信じているならば、恥じることなく堂々と、こういうコストが入っているという

ことを言って説明できると思います。届出に際しても、ぜひ第三者が見て、こういうコストが入

っているか、入っていないかということが分かるような形で情報を開示していただきたい。ここ

に書かれている文章には当然そういうことが含まれていると思いますので、これも報告書を直し

てほしいということではありません。当然そういう意図である、届出のケースでも消費者にもわ

かるように十分に情報が開示されるという点を確認させてください。以上です。

○安念座長

以上は私も精神としては松村先生のおっしゃるとおりだったと思うのですが、そういう確認で

よろしいですか。確かに下げの届出のときはうるさくは言えないという仕組みは、法律がそうな

っているわけですから、これはわれわれでは動かしようがないというのはご指摘のとおりでした。
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どうぞ。

○八田委員

今のに関連しているのですけれども、広告費、寄付金、団体費については値下げのときには、

原価に算入する場合に対外的な説明をするためにこうした費用を明らかにせよということになる

と、基本的に費用を明らかにしたくないから値下げしないということもあり得るのではないかと

思います。

○安念座長

したくないと。

○八田委員

届出をすると、この情報を出さなければいけないですね。そうすると、それを嫌がって、最終

消費者の利益になることをしないという事があり得るのではないかと思うのです。

だとすれば、寄付金や広告費についてはレートベースに入れたままにするけれども、規則が変

わったのだから、値下げしようが、しまいが、情報公開を義務付けてもいいのではないか。そう

すれば、値下げの阻害要因にならないと私は思います。

○安念座長

そういう情報公開はどこに寄付するかとプロスペクティブに全部分かるものでは。

○八田委員

いや、事後的でいいです。

○安念座長

ですよね。例えば1年たったら10万円以上とか、100万円以上とか、そういうような感じで値

下げ、値上げに関係なしにとにかく開示してくれというご趣旨ですね。

○八田委員

そうしておかないと、値下げするのに大変な抵抗が起きるだろうと思います。

○片岡課長

すみません。原価のところで書いたのは、22ページ、23ページでこういう項目は基本的には原

価に算入しないということになっているわけですね。原価に算入しない以上は当然公開もする必

要はない、利益を出す場合には公開しないと。仮に何らかの事情で正当性があるということで入

れるというのであれば、23ページの下の方に「なお」と書いているパラグラフですが、ちゃんと

査定をした上でその必要性が認められるということであれば認めるのだけれども、それは支出内

容を公表することを条件にするとなっていますので、そういう意味では認可のときに原価に入っ

ていようが、届出のときだろうが、そういう意味では内容は公開されるということだと思ってい
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ます。ですから、届出のときだから公開しなければならないというわけではなくて、認可のとき

も原則は駄目で、例外として入れる場合には支出内容を公表すべきであるとなっているので。

○八田委員

55ページの上から2段目の「具体的には」というところの最後に「こうした費用を規則上明ら

かにすることが適当である」というのは値下げのときについて書いてありますよね。

○片岡課長

そうですね。

○八田委員

これは、リダンダントということですか。

○片岡課長

リダンダントです。

○八田委員

ああ、そういうことですか。分かりました。

○片岡課長

松村先生のお話にもありまして、八田先生もそうですが、どの程度まで何を公表すべきで、す

べきでないかというところは一つの論点のような気がします。電事連さんもいらっしゃいますが、

何らかのご議論があればぜひ承っておきたいと思います。

○安念座長

これはいずれにしても算定規則の中にそのルールを入れてしまうということです。どうぞ、松

村先生。

○松村委員

八田委員がご懸念の、事業者は情報を出すのを嫌がるから、いつまでたっても届出を出さない

のではないかという点に関しては、一応原価算定期間を超えてずっと料金改定をやらなかったと

すれば、出せと命令するということが明確に出ておりますので、問題は起きにくいと思います。

○片岡課長

すみません。おっしゃるとおりです。事後評価のところに書いてありますね。

○安念座長

原則3年というのが合意でしたから。ほかにいかがでしょうか。大西委員。

○大西委員

23 ページなのですが、広告宣伝、寄付金、団体費というのを挙げて、「また、上記以外につい

ても、個別の査定の中で、公益企業として社会通念上不適切なものについては従来どおり算入を
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認めないことが適当である」とあります。これは意味としては、「上記以外についても」とあるの

ですが、この「上記」というのは公益企業として不適切なものということではないのですか。こ

れはどういう意味なのですか。

私がなぜこういう質問をしたかというと、今回はたまたまこれを例示的に議論したのですが、

実際に調べてみると、これに準ずるような、先ほどで言うと電気事業を営むのに優先度の低いも

のがあった場合はここでは必ずしも触れられていないように思うのですが、それはどうなのでし

ょうかね。ここの意味を教えていただきたいのです。

○片岡課長

上記のもの、（ア）～（ウ）についても社会通念上不適切だとは言っても、そういうカテゴリで

はないと思っています。むしろ柱書きに書いてある優先度の問題だと思っています。

他方で、「上記以外についても」というところは、すみません、日本語の問題で、「以外であっ

て」ということかもしれませんが、「ついても」というところは誤解を招いたかもしれなくて、む

しろ交際費とか、政治献金とかいうのはそもそも公益企業として入れるべきではないという項目

だと思っています。これは例示ですので、査定の中で全部原価を見ますので、それ以外に中にあ

れば適切に対応するということだと思います。

○大西委員

ただ、ここの文章は「公益企業として社会通念上不適切なものについて」ということなのです

が、この全体の章は先ほど申し上げた（ア）～（ウ）以外にも優先度の低いものは外すという意

味なのですか。どういうふうに読んだらよろしいかということです。

○片岡課長

すみません。その意味では、そうですね、今おっしゃったような（ア）～（ウ）以外でも優先

度の低いものというのは十分書き切れていないと思いますので、そういうご趣旨であればそうい

うふうに反映したいと思います。

○安念座長

ちょっとそれは整理をいたしましょう。ほかにいかがでしょうか。どうぞ、秋池委員。

○秋池委員

25 ページ、修繕費なのですが、高度経済成長期のインフラの修繕とか、設備投資というのは、

先ほどの電事連さんのお話を伺うまでもなく、非常に重要な問題に今の日本でなってきているわ

けです。当然この調達とか、発注において一過性でない努力をやり続けていただくというは絶対

の条件としながらも、やはり増えてしまうという部分もあろうかと思うのです。

こちらの表現で、これは確認なのですけれども、「過去実績を基にした基準をメルクマールに」
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と3行目から4行目に書いてありますが、こちらはその増分なども含めていると判断してよろし

いでしょうか。

○片岡課長

こちらは「例えば」とあるので、例示です。おっしゃったようなお話、それから、最初に大西

委員がおっしゃった実質的な効率化努力をどう求めるか。「また」以下で書いてあることがそれを

指しているのです。そういう上がっていく要因、あるいは下がる要因の両方を含めて、どういう

メルクマールを作るかというのは引き続きの課題だと思います。過去の実績だけで必ずこれがフ

ィックスするということであるべきではないと思いますし、そこは考えたいと思います。

○安念座長

ここは私も重要だと思うのです。これは私の読み込み方で、私個人がそう感じたというだけの

ことです。要するに、業界一律にはしないということです。一律にすると、例えば3％とか、5％

をヤードスティックか何かでやるしかなくなるので、そういうざくっとした話ではなくて、各社

ごとに見ますからねということです。各社ごとに見る場合は過去のトレンドを例えば一つの指標

とするという気持ちがこもっているのではないかなという気がしたのです。業界全部で見るのは、

細かい品目はそれでいいかもしれませんが、修繕費はでかいですから、一つ一つちゃんと見てい

くというところに重点があるのかなと読んだのですが、よろしいですか。

それで、ちょっとご議論いただきたいのです。先ほど大臣がおっしゃっていた燃料費を頑張っ

て安く調達したら、例えばの話、その分は内部留保に回してもいいといったようなインセンティ

ブの付け方がないかということなのです。燃調との関係で片岡さんにご説明いただきたいのだけ

れども、これはどうですかね。この中でも例えば共同調達の話が出ましたが、共同調達となると、

各社ごとの安く調達する努力というのとそぐわないことになってしまうのですが、このあたりは

どうでしょう。どういうふうに書き込んでいったらよろしいですか。燃調の方をまず。

○片岡課長

すみません。本文の方でも燃料費のところで脚注でちょっと書きましたけれども、現在の燃調

制度というのは根っこの各社ごとの燃料費は各社ごとに決めるのですが、それ以降の変動部分に

ついては全国一律で決めますので、変動部分について全国一律よりも効率的な調達をすれば、そ

の分は利益になるという仕組みになっています。

他方で、恐らく大臣からもご指摘されたのは根っこの部分のそもそもの各社ごとに織り込む原

価についてそれぞれもう少し効率化のインセンティブが働くようなことが考えられないかという

ようなことだと理解しています。そこについてももしご議論があれば、昔はヤードスティックみ

たいな議論もあったやに聞いていますけれども、それは現在入れていないわけで、何かお知恵が
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あればということです。加えて、事業者の方からも何かコメントがあれば。

○安念座長

松村先生、どうぞ。

○松村委員

理解を確認させてください。私はこう理解しました。現在の制度では、一応形の上では各社ご

とに調達価格を下げるインセンティブがある。燃料費調整制度の価格は全日本の輸入価格を前提

としているので、日本の平均的な輸入価格よりも低い価格で調達できれば利益になるように制度

が設計されています。ところが、オールジャパンで、多くの企業が共同で調達するということを

すると、自らの調達価格が下がったらオールジャパンの輸入価格自体も下がってしまう、つまり

自社の調達価格と平均調達価格の連動性がすごく高くなるので、現在の燃料費調整制度を前提と

してオールジャパン調達を進めると、調達価格削減のインセンティブがなくなってしまう。だか

ら、今の燃調制度は各社がばらばらに調達するというときには機能するかもしれないけれども。

○安念座長

まとまると。

○松村委員

まとまったときに機能しなくなるから、改善が必要である、という問題と理解していいのです

か？

○片岡課長

その面もあると思いますけれども、そもそもの燃料費の調達においてどういうインセンティブ

を働かせて、より安い効率的なものにしていくかというそもそも根っこのところの議論だと思っ

ています。

○安念座長

どうぞ、大西委員。

○大西委員

その点はまさに原価算定期間を延ばしたことによって、例えばオールジャパンでやるにせよ、

今現在はそういう状態にないものですから。多分燃料費は効率化と言っても、普通に言えばあま

り効率化する根拠もないですから、普通に引っ張って、その途中でそういう努力がされれば、少

なくとも最初の期間ではインセンティブはあるのではないかなという気がします。ただ、それ以

降をどう見るかというのはまたちょっと工夫が必要かなと思うのです。

○安念座長

確かにそうですね。どうぞ、松村先生。
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○松村委員

より安い構成に変えるインセンティブが働くのは分かるのですが、燃調制度がある限りにおい

ては一定のラグはあるけれども、3 年間の原価算定期間にして、認可を受けて届出をしたとして

も、調達価格を下げれば料金は下がってしまうわけですよね。従って、LNG の輸入価格の単価を

下げるインセンティブで言うと、原価算定期間を3年に延ばしても問題は解決していないのでは

ないでしょうか。

○安念座長

どっちみちオートマティック・アジャストメントだからだということですよね。どうなのだろ

う。そう言われてみればそうか。ここはどうしましょうか。

○秋池委員

なるべく安く燃料を調達して、日本全体の電力料金を下げていくという課題と今の各事業者が

どう下げていくかというのが別のことなのだと思うのです。後者については先ほどお話にもあり

ましたとおり自助努力で燃料効率を上げるとか、そういうことしかないのではないかと思います。

前者についてはいろいろな工夫の余地はまだまだあろうかと思うのです。まだまだと言っても、

そんなにたくさんの選択肢があるわけではなくて、代替手段がない国ですので、オールジャパン

で買ったとしても、ボリュームディスカウントということはなくて、世界で一番LNGを買ってい

る日本と韓国が最も高く買っているわけですから、上手な者が交渉をするということが多分交渉

者を減らしていくということの価値ではないかと思うのですね。

これから発電のプレイヤーが増えていったりすると、多分いろいろな方が燃料調達するように

なって、そのときにある方が極端に高く買ってしまったりすると、それが市場を壊してしまった

りすることも起こり得ます。それを避けるための方策がここに書かれている国全体としてという

話につながるかと思うのです。各事業者のインセンティブというのは私も先ほど申し上げた程度

のことしかないのではないかと考えます。

○安念座長

どうぞ、大西委員、その次が松村先生です。

○大西委員

松村委員のご指摘は理解します。おっしゃるとおりだと思います。ただ、そうすると燃料費調

整費制度自体がある意味そういうことにインセンティブが働かないような仕組みになっているの

です。それによって逆に言えばリスクヘッジはできているということなのです。ですから、ここ

をやはりいじらないとなかなか難しいような気もするのです。ただ、それがここでの会議の枠内

の話なのかどうかというのはちょっとよく分からないのです。要は、今の制度を前提にしても、
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別の枠組みでインセンティブを図れないかというような議論なのでしょうかね。どこを考えたら

いいか。

○安念座長

松村先生、どうぞ。

○松村委員

いいかどうかは別として、まさに今おっしゃったとおり燃料費調整制度をやめてしまえばイン

センティブは出てくる。ただ、そうすると事業者にコントロールが難しい、原油価格や為替レー

トの急変動のリスクを負わせることになります。こうすると、当然報酬率などを上げないとやっ

ていけないことになっていくので、ここにはトレードオフがあります。

○安念座長

まさにそういうことですね。

○松村委員

燃料費調整制度を廃止する以外に、もう一つの簡単なやり方は、基準を日本の輸入価格でなく、

世界全体のエネルギー価格に連動させるように変えるという案もあり得ると思います。世界全体

のガス価格の平均の変動だけ自動転嫁を認めるということです。調整制度をやめてしまうよりは

影響が小さいかもしれません。

しかし、北米でシェールガスが出てきて、ガス価格が下がったのだけれども、LNG の価格は全

然下がっていない状況で、世界価格が下がったから自動調整で下がるということをすれば、それ

はそれでまた事業者がリスクを負うとかということになるわけですから、いろいろ難しい問題は

ある、すでに述べたトレードオフは残ると思います。ただ、いずれにせよ、日本の輸入価格とい

う発想をやめて、もっと適切な指標を探すということを考えるのも、一つの手ではないかと思い

ます。

○八田委員

賛成です。韓国と台湾と日本の平均のLNG輸入価格ではどうでしょうか。ほかにもっといいも

のがあるかもしれないですけれども、そういう海外のものを入れるというのはどうしても必要な

のではないかなと思います。

○安念座長

電気料金全部についてそうではないかという議論になりませんか。

○八田委員

でも、これはやはり輸入の材料ですからね。本当は石油とか、ガスとかでも、特にガスですね。

アジアのスポットマーケットを作るべく日本は本当は頑張って、そういう価格の指標として使え
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るようにするというのが本来あるべき姿だと思います。取りあえずは松村さんが言われるように

海外のをある程度使うのが手ではないかと思います。

○安念座長

どうぞ、大西委員。

○大西委員

これから述べるのは賛否両論があるのですが、仮に単純にインセンティブだけを与えるという

ことをスキーム上取るのであれば、電力会社全社で共通の調達会社を作って、そこに電力会社と

の差を設けて、それを収益みたいな形で各社に還元するという形を取れば、一応理屈上はできま

す。消費者に還元する部分と電力会社が別の利益として残す部分とに分かれます。そこはバック

マージンとかではなくて、本当にクリアな状態で還元することはできそうな気もしますが、詰め

たわけではないのです。

○安念座長

それはオールジャパン発想ですよね。どうぞ、松村先生。

○松村委員

ここで言うような話ではないとは思うのですが、私はオールジャパンという言葉を聞くとすご

く期待する反面、不安にもなります。

○安念座長

うん、全くそうです。

○松村委員

本当にそれでうまくいくのだろうか。現実を見れば、大きなプレイヤーが安く上手に調達して

いて、小さなプレイヤーはいつも割高なものを買わされるというのは本当に正しいのだろうか。

ロットがあまりにも小さすぎるとすごく不利だというのは間違いなくあるのですが、本当に共同

調達すればそれでうまくいくのか。例えば先ほど大西さんが言われたように一つの会社を作ると

かならばうまくいくのかもしれないのですが、やり方を間違えると、プレイヤーがいっぱいいす

ぎて、合意を取るのにすごく時間がかかって、機動的に調達できなくなり、結局、世界で相手に

されず、安い調達を実現する機会を失うことにもなりかねない。

むしろ機動的に動ける会社が海外のプレイヤーとうまくアライアンスを組んで調達してくる方

が安く調達できる可能性だって十分あるわけです。オールジャパンというのを否定するわけでは

ありません。選択肢の一つとして選びにくくなっているような状況になっているとすれば、それ

は改善すべきだとは思います。しかしオールジャパンという議論が安易に出てくるのは、ちょっ

と懸念しています。
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○安念座長

僕もそう思います。大体プレイヤーの数が多い上に契約の条件だってみんな違うわけだから、

それを全部ならして一斉にというのは、口で言うのは簡単だけれども、やれといったら非常に難

しいだろうと思いますね。

幾つかお知恵をいただきましたので、整理をして、大臣のご疑問というか、問題意識にある程

度はお答えできるのではないかと思います。しかし、燃料費はでかいので、本当に大切なのです

が、全く外生的な要因になってしまっているから、秋池委員がおっしゃるように燃費のいいター

ビンを回した方が早いのではないのというような、私は技術的にはそんなような感じが確かにい

たしますね。

さて、そろそろ時間も過ぎてまいりましたが、大体以上のような点でよろしいでしょうか。今

までご指摘いただきましたのは燃料の調達の問題、レートベースから除外したものはコストから

も除外すべきではないかという問題、それから、電源構成の変動についてもご議論がありました。

それから、グループ企業にいわば付け回しするような形での実質的な脱法というのでしょうか、

そういうのは駄目よとか、電中研にも実際にはロビーイングをやらせるような発注の仕方は駄目

よなんていうお話もありました。寄付金の情報公開の話もございました。それから、政治献金や

書画骨董のたぐいと団体費、寄付金のたぐいとは範疇的に違うような感じがするので、そこを日

本語としてもう少し明確にするということでした。修繕費についても問題のご指摘がありました。

上がっていくのなら上がっていくトレンドをそれはそれで追うしかなかろうけれども、各社ごと

にできるだけ抑制するようなインセンティブを作るということであったかと存じます。

というようなご議論があった以外の点についてはこれでよろしいですか。

○八田委員

一つだけ。寄付は、グループ企業だけの問題ではないようです。聞いているところでは、原発

サイトの自治体に対しては電力会社だけでなく、発電メーカーも寄付しているというケースがあ

り、そのいくつかが、自治体によって情報公開されています。電力会社が寄付をしなくても、そ

こに卸している発電メーカーが寄付をすれば、発電機の価格を上げて電気料金の引き上げで賄う

事ができます。

私はそこまで全部これで禁止する事はできないと思いますが、原発のサイトで寄付が自治体に

行われているときには、自治体はどの会社からもらっているという事実だけは公開する何らかの

措置が取られるべきではないかと思います。

○安念座長

報道によるとだいぶ華やかにあったようです。やはりメーカーさんはお施主さまには逆らえな
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いということです。下品な言い方をして何ですが。

というわけで、いろいろ論点を出していただきました。ここから先ですが、3 月の頭にはまと

めなければいけないのです。パブコメにしますので、何だかんだで1カ月ぐらいかかるだろうと

いうことです。今いただきました点については書き加えるなり、修文をまた考えるなりさせてい

ただきますが、もう1回会合をするということもできません。今日の議事録についてはちゃんと

精査をいたしますので、その条件で私にご一任をいただいてもよろしいでしょうか。

＊＊＊異議なしの声＊＊＊

ありがとうございます。それでは、そういうことで報告案の方は確定をさせていただきます。

大臣はもう戻らないですね。

それでは、これをもちまして、第5回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議を閉会い

たします。本日は長時間にわたり熱心にご議論いただき誠にありがとうございました。日程につ

いて事務局からご説明をお願いいたします。

5.事務連絡

○片岡課長

次回につきましてはパブリックコメントをしますので、その後の3月にしたいと思います。ま

た追って事務局よりご連絡いたします。どうもありがとうございました。

6.閉会

○安念座長

ありがとうございました。

―― 了 ――


