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免責事項

本調査は、公開情報やヒアリングを基に、諸外国の託送料金制度について、中立的な立場でまとめたものです。したがいまして、本
調査は、これらの妥当性について、当法人として、保証を与えるものでも、意見を述べるものでもありません。

また、外国語の情報等については、利用者の便宜の用に供するため当法人にて日本語に翻訳したものであり、常に原文が優先す
ることにご留意下さい。
なお、本報告書の発行後に、関連する制度やその前提となる条件について、変化が生じる可能性があります。



1 調査概要
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1.1 背景と目的

3

背景

目的
こうした環境変化を踏まえ、次世代ネットワークシステムの構築に向けた託送料⾦制度を中⼼
とした託送制度の今後のあり⽅を検討することとしているが、当該検討に資するべく、諸外国
における託送料⾦制度を中⼼とした託送制度の詳細を調査・分析することを⽬的とする。

託送料⾦の認可制への移⾏
2016年4月の小売全面自由化にあわせて、発電、送配電、小売の事業ごとにライセンス
制が導⼊され、独占的な事業を営む⼀般送配電会社の託送料⾦については、認可制と
なった。

送配電事業を取り巻く環境変化
2020年には、電⼒システム改⾰の第3段階として発送電分離が予定される中、送配電事
業を取り巻く環境変化として、再⽣可能エネルギー⼤量導⼊への対応を始め、系統電⼒
需要の減少、送配電網の⾼経年化といった課題がより顕在化してきている。

デジタル技術による次世代ネットワーク構築
一方で、AIやIoT技術を始めとしたデジタル技術により、新たな次世代ネットワークシス
テム構築の可能性が広がりつつある。



1.2 本調査の範囲

本調査では、電⼒ネットワーク（NW）コスト改革に係る3つの基本方針の内、
「1. 既存NW等コストの徹底削減」と「2. 次世代投資の確保」を対象として、
それらを実現する上で必要となる、託送料⾦制度及び配電系統のビジネスの
規則について調査する。
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1. 既存NW等コストの
徹底削減

2. 次世代投資の確保
（系統増強・調整⼒等）

電⼒ネットワーク（NW）コスト改革に係る3つの基本方針（資源エネルギー庁）

3. 発電側もNWコスト最
小化を追求する仕組み

託送料⾦制度

本調査の範囲

配電系統のビジネスの規則



2 託送料⾦制度
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2.1 諸外国の託送料⾦制度の概要
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総論︓各国の課題と制度改正の変遷（イギリス）

 プライスキャップ制度を⼟台に、RPI-X*1、RIIO*2へと変遷した

1983年〜 プライスキャップ制度
• 政府の要請により、経済学者であるStephan Littlechild氏がブリティッシュテレコム社に
アドバイスしたのが始まり。その後、送配電事業者に適用されていった。

• 以降、プライスキャップ制度を⼟台として、RPI-X、RIIOへと変遷していった。
1993年〜 RPI-X（レベニューキャップ制度）
• 小売物価指数（RPI）と生産性指標（X-factor）を基に、託送料⾦の調整が⾏われた。
• 【課題】事業者に寛容との指摘があり、1997年に政府がレビューした結果、財務状況の
報告や会計基準が⼗分でないことが分かった。また、優秀な⼈材の流出や、エネルギーセ
キュリティ・料⾦低廉化・低炭素化のトリレンマに対応する事業者の適応⼒の⽋如等の課
題が浮き彫りとなった。

• 2008年、RPI-Xを抜本的に⾒直すプロジェクトRPI-X@20に着手した。ここで初めて、
産業界、有識者、コンサルタント、消費者等に、幅広く意⾒を求めた。

2013年〜 RIIO-1（レベニューキャップ制度）
• フォワードルッキングにより、規制期間8年間のレベニューキャップを設定する。
• 6つのアウトプット指標（安全性、信頼性、可⽤性、顧客満⾜度、接続性・拡張性）の達
成度に応じて、インセンティブが付与される仕組みが導⼊された。

• イノベーションを推進する仕組み（NIA、NIC等の研究開発補助⾦制度）が導入された。
• 【課題】事業環境の不確実性より、将来の事業コストを予測するリスクが⾼まっている。
振り返ると、RIIO-1のレベニューキャップ設定値は、実コストに対して高かった*3。
⇒2021年から始まるRIIO-2では、規制期間が8年から5年に短縮化される予定である。

（出所）*3: Ofgem, RIIO-2 Framework decision, 2018年

*1: Retail Price Index – X-factor（生産性指標）
*2: Revenue=Incentives+Innovation+Outputs



8

総論︓各国の課題と制度改正の変遷（ドイツ）

 事後規制と事前認可制の課題を踏まえて、インセンティブ規制へと変遷した

1998年〜 事後規制
• ⾃由化以降、ドイツの託送料⾦がEUの中で最も高いことが確認され、支配的地位の濫⽤
にあたり得るとして、連邦カルテル庁が、積極的な事後規制を開始した。

• 【課題】事後規制では、違反⾏為を事前に規制することができず、また、料⾦に関して、
定量的な規制を⾏う概念がなかったため、託送料⾦は下がらなかった。

2005年〜 事前認可制
• エネルギー事業法（EnWG）が抜本的に改正され、インセンティブ規制を2009年以降に
適用することと、それまでの移⾏期間に、事前認可制を適用することが決まった。

• 効率的な事業者の費用を基準として⽐較を⾏うことで、⾮効率的な事業者が⾼い託送料
⾦を設定していることへの規制が可能となった。

• 【課題】託送料⾦の規制は厳格化されたが、事前認可性の効果はまだ託送料⾦の若⼲の
低下という形でしか現れておらず、競争的な市場の形成には至らなかった。

2009年〜 インセンティブ規制（レベニューキャップ制度）
• レベニューキャップかプライスキャップかの議論があったが、需要減少による事業者の
収入減少のリスクを減らせるメリットがあるため、レベニューキャップを採用した*1。

• 事業効率化を求める⼀⽅、普及拡⼤が進む再エネ関連設備への積極的な投資環境の整備
と、託送料⾦による遅延のない回収が必要であるとの政府の⾒解が⽰された*2。

• 【課題】再エネの80%が接続する配電系統で、投資コストを託送料⾦で⼗分に回収でき
ていない。⇒2019年以降、総括原価⽅式の下、確実に回収できる制度に移⾏予定。

（出所）⼀橋⼤学、東⽥尚⼦、電⼒市場における競争と法（1、2・完）︓ドイツにおける託送料⾦の規制を⼿掛かりに（2009年）
*1: BNetzAの担当者へのヒアリング（2018年）、*2: BMWi、press release（2015年、16年）
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総論︓各国の課題と制度改正の変遷（フランス）

 送配電部⾨の法的分離に絡み、レベニューキャップ制度が採⽤された

2000年〜 TURPE（レベニューキャップ制度）
• 2000年の電⼒⾃由化法により、EDFの送配電部⾨が法的分離されることが決まり、送配
電事業の運営に必要なコストをカバーすると共に、公平で合理的な収⼊を設定する⽬的
で、TURPEが導入された。
（2005年に送電会社RTEが、2008年に配電会社eRDF（現Enedis）が法的分離された。）

• 託送料⾦は、HTB（送電系統）とHTA-BT（配電系統）に分かれ、消費者への公平なネッ
トワークアクセスを提供するために、それぞれについて、料⾦の地域差は無い。

• ⾼い⽐率の原⼦⼒発電（約75%）、EDFグループによる安定的な送配電事業の運営等の
背景もあり、託送料⾦の時系列における変動幅は⼩さい。
-送電会社︓RTEの1社（EDFによる株式保有⽐率は50.1%）
-配電会社︓Enedisのシェアが95%を占める（EDFによる株式保有⽐率は100%）

• 【課題】制御可能コストについてはインセンティブが設定されているが、設備投資につ
いては、インセンティブが働きづらい*1。

（出所）*1: RTEの担当者へのヒアリング（2018年）
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総論︓各国の課題と制度改正の変遷（カリフォルニア）

 事業者の安定的な収⼊確保のために、デカップリング制度が導⼊された

〜1981年 総括原価方式
• 事業に必要なコストと事業報酬額を基に、電気料⾦を算出する。
• 【課題】カリフォルニアの公益事業委員会（CPUC）が省エネを促進した結果、販売電⼒
量が減少し、電⼒会社が安定的な収⼊を得られない状況となった。

1982年〜 総括原価⽅式＋デカップリング制度
• 電⼒会社の安定的な収⼊確保を⽬的として、販売電⼒量と収⼊を切り離すデカップリン
グ制度が、CPUC主導で導入された。

• 当初は、省エネにより削減した電⼒量のみに対して適⽤していたが、計測と検証にコス
トがかかるため、省エネ分に限定せず、販売電⼒量の変動分に対して収⼊が調整される
仕組みとなった（販売電⼒量が減ると収⼊が補填され、逆の場合は払い戻す）。

• 1990年前半 デカップリング制度が事業者のエネルギー効率化を阻害しないように、
エネルギー効率化のインセンティブが導入された。

• 1990年後半 電⼒⾃由化によって、競争原理による市場合理化が期待されることから、
デカップリング制度が中⽌された。

• 2001年〜 カリフォルニア電⼒危機を受けて、電⼒の安定供給が重要視され、
デカップリング制度が再導⼊された。



Ｘ Ｘ＋３ Ｘ＋４

（年）

【TIM (TotexIncentive Mechanism) メカニズム】
レベニューキャップと実コストの差額（プロフィット）は、一部（約50%）は翌年度の原価
低減に反映（顧客や投資家に還元）され、残りは事業者の利益となる（返還不要）

Ｘ＋１ Ｘ＋５ Ｘ＋６ Ｘ＋７

レベニューキャップ

実コスト

Ｘ＋２
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総論①︓イギリスの託送料⾦制度
 基本スキーム︓規制期間8年のレベニューキャップ方式（現在のRIIO-1は、送電は2013〜21年、
配電は2015〜23年）。TOTEX全体には、顧客への利益還元を⽬的としたTIMメカニズム（説明
は下図に記載）が適用され、CAPEXは総括原価方式により精査される。アウトプットに対する
インセンティブ、イノベーション推進、ビジネスプランの提出・外部レビュー等、多様な仕組
みが組み込まれ複雑化している

 再エネ関連設備投資コスト、物価変動、需要変動等に起因する実レベニューとレベニュー
キャップの差分が毎年補填されるため、投資回収のリスクが⼩さい仕組みと⾔える

過去のコストを参照しつつ、事業者が提出するビジネスプランを精査
した上で、8年分を設定する（フォワードルッキング）

送配電事業を取り巻く環境の不確実性により、必要なコストをフォワードルッキングにより予測する
リスクが高まり、結果、Ofgemは、RIIO-1のレベニューキャップの設定が実コストに対して高かった
との振り返りをしている（Ofgem, RIIO-2 Framework decision, 2018年）

制度上の
イメージ

実態



制御可能コスト

制御不能コスト
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総論②︓ドイツの託送料⾦制度
 基本スキーム︓規制期間５年のレベニューキャップ⽅式（2009年〜）。総括原価⽅式により
個々のコストを精査すると共に、制御可能コストに対しては、DEA/SFA分析による効率スコア
やX-factor（生産性指標）を適用し一定の効率化を求める

 再エネ関連設備投資・システムバランシングサービス・送電ロス補填コスト、物価変動、需要
変動等に起因する実レベニューとレベニューキャップの差分が毎年補填されるため、投資回収
のリスクが小さい仕組みと言える

Ｘ＋１Ｘ Ｘ＋２ Ｘ＋３ Ｘ＋４ Ｘ＋５

第Ⅰ期（2009〜13年） 第Ⅱ期（2014〜18年）

（年） （年）

レベニューキャップ

Ｘ＋2（3年前）のコストに基づき第Ⅱ期の出発点の
レベニューキャップを設定

実コスト レベニュー
キャップ

毎年⼀定の割合の効率化を求める
（制御可能コスト）

Ｘ＋６ Ｘ＋７ Ｘ＋８ Ｘ＋９

再エネ普及に伴う設備投資、システムバランシングサービス費⽤（再給電指令等）の増加分が、制御不
能コストとして毎年調整（積み上げ）されているため、実際のレベニューキャップは増加傾向にある

制度上のイメージ

実態

Ｘ＋10

レベニューキャップとコストの差額は、全額、
事業者の利益となる（返還不要）
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総論③︓フランスの託送料⾦制度

Ｘ＋１Ｘ Ｘ＋２ Ｘ＋3 Ｘ＋4

TURPE4（2013〜17年） TURPE5（2017〜21年）

（年） （年）

レベニュー
キャップ

Ｘ＋２（2年前）、X＋1（3年前）のレベニューキャップと
実コストの差異分析と、TURPE5における事業者の予測値
の精査結果に基づいて、4年分のレベニューキャップを設定

実コスト

レベニュー
キャップ

Ｘ＋5 Ｘ＋6 Ｘ＋7 Ｘ＋8

2018年までは、（イギリスやドイツに⽐べて、）レベニューキャップや実コストの推移に⼤きな変動は
⾒られなかったが、2018年以降は、再エネ関連投資や⽼朽化対策等により、事前に予測されたレベ
ニューキャップは上昇傾向にある

制度上のイメージ

実態

 基本スキーム︓規制期間4年のレベニューキャップ⽅式（2000年〜、規制期間は必要に応じて
変更可能）。制御不能コストは総括原価⽅式により精査し、制御可能コストに対しては効率化
のインセンティブを設定する

 再エネ関連設備投資・システムバランシングサービス・送電ロス補填コスト、物価変動、需要
変動等に起因する実レベニューとレベニューキャップの差分が毎年補填されるため、投資回収
のリスクが小さい仕組みと言える。物価変動以外の調整は、CRCP (Claw-back)と呼ばれ、調
整幅の上限が±2%に設定され、それを超過した分は次年度以降に持ち越しとなる

レベニューキャップとコストの差額は、全額、
事業者の利益となる（返還不要）
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総論④︓カリフォルニアの託送料⾦制度

Ｘ＋１Ｘ Ｘ＋２

規制期間（3年）

（年）

実コスト

レベニュー要求

2006年以降、カリフォルニア州の販売電⼒量は僅かに減少傾向にある⼀⽅で、レベニュー要求はやや増
加傾向にある

制度上のイメージ

実態

 基本スキーム︓規制期間3年の総括原価⽅式。規制期間毎にレベニュー要求が設定される点、
デカップリング制度により実レベニューとレベニュー要求の差分が補填される点、また、エネ
ルギー効率化に対してインセンティブが設定される点等を鑑みると、欧州でレベニューキャッ
プと呼ばれる制度に類似している

Test year Post-Test year

Ｘ＋3

• デカップリング制度によるレベニュー調整（毎年）
• 物価変動、設備投資計画変更、⼤災害・事故等
に対する調整（Post-Testyear）

GRC (General Rate Case)

Phase 1
• 事業に必要なコストと事業報
酬額を事業者が申請し、
CPUCが審査する

Phase 2
• Phase 1で決まった総額を、
需要家毎・時間帯別に振り分
けて料⾦を算定する

• 事業者は根拠資料を提出し、
消費者団体がそれを審査する
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制度の枠組み
イギリス
（RIIO）

ドイツ
（インセンティブ規制）

フランス
（TURPE）

概
要

キャップの
設定方法

レベニューキャップ
（フォワードルッキング型*1）

レベニューキャップ
（過年度コスト参照型*1）

レベニューキャップ

規制期間 RIIO-1︓8年
RIIO-2︓5年（短縮予定） 5年 4年（変更可）

期中調整
• 自動的に調整される項目（物価変動、需要変動による実レベニュー変動、TIMメカニズ
ム）、コストの妥当性の査定を受ける項目（設備投資）、事後評価に基づいて積上げら
れる項目（アウトプットへのインセンティブ、電⼒品質指標達成度）、等に分かれる

効率化を
促す仕組み

• TIMメカニズム
• アウトプット指標に対す
るインセンティブ

• 効率スコア
• X-factor（生産性指標）

• 大型設備投資
• 送電ロス・調整⼒の低減

適切な投資を
促す仕組み

• WACC*2
• イノベーション推進費
• CAPEXとOPEXの同一化

• WACC
• R&D補助
（例︓SINTEG補助⾦）

• WACC
• R&D補助
• Linkyプロジェクト

• 上記の「期中調整」の欄に記載している設備投資についても、必要なコストが期中調整
され託送料⾦で回収できるため、「適切な投資を促す」ことに繋がっている

1

2

3

*1: NetzeBWの担当者へのヒアリング（2018年）、将来のレベニューキャップを設定する際、将来予測を基準とするものをフォワードルッキング型、
過年度のコストを基準とするものを過年度コスト参照型と呼んでいる

*2: Weighted Average Cost of Capital、イギリス・ドイツ・フランスでは、WACCはレベニューキャップに含まれる
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（参考）諸外国における託送料⾦制度の主要措置の俯瞰イメージ
英・独・仏では、再⽣可能エネルギーの⼤量導⼊に対応すべく、必要な投資促進や変動
リスクへの対応を円滑に料⾦に織り込む措置を設けつつ、併せて、既存コストを効率化
する措置を設けている

需要(kWh)

料⾦単価
(円/kWh)

需要減
の場合

事業報酬

コスト

変動リスク対応＜英・独・仏＞
• 期中調整、パススルー(Pass 
through)

• 需要・物価変動 等

投資促進＜英・独・仏＞
• 期中調整、認可(Assessed)
• 次世代投資（再エネ対応系統
投資、イノベーション投資
等）等

必要な投資分等を
料⾦へ反映

既存コストを
効率化

事業報酬
• 事業報酬率は4~6%程度
＜英・独・仏＞

• OPEXの一部もレートベース
とし、固定資産(CAPEX)以外
も事業報酬の対象に
＜英＞

料⾦設定＜英・独・仏＞
• 原価に基づき定期的にレベ
ニューキャップを設定

• レベニューキャップ額に基
づき料⾦設定 等

既存コスト効率化
• 他社比較・統計手法により
⾮効率コストを算定、算定
分を原価から削減
＜X-Factor,独＞

• 期中での効率化努⼒を事業
者の利益へ。英国について
は、⼀部を料⾦還元＜
SharingFactor＞ 等
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期中調整（1/7）
需要変動に伴うレベニュー変動、（再エネ）設備投資等、送配電事業者がコントロール
できない外部要因の変化に対して、レベニューキャップを毎年調整している

イギリス ドイツ フランス

スキーム

申請プロセス
• 毎年、TSO・DSOが計算し、
規制機関に申請

料⾦への反映時期
• 翌年の料⾦へ反映

申請プロセス
• 毎年、TSO・DSOが計算し、
規制機関に申請

料⾦への反映時期
• 翌年の料⾦へ反映されるが、
一部は翌規制期間への反映
となる

申請プロセス
• 毎年、TSO・DSOが計算し、
規制機関に申請

料⾦への反映時期
• CRCP分は翌年に（±2%以
内）、それを超過した分は、
それ以降に持ち越し

期中調整
の対象

物価変動 物価変動 物価変動
需要変動による実レベニュー変動 需要変動による実レベニュー変動 需要変動による実レベニュー変動
電⼒品質指標達成度 電⼒品質指標達成度 電⼒品質指標達成度
R&D補助(イノベーション推進費) R&D補助(50%) R&D補助
設備投資 設備投資 設備投資
－ 送電ロス 送電ロス
調整⼒・予備⼒ 調整⼒・予備⼒ 調整⼒・予備⼒
混雑管理費⽤ 混雑管理費⽤ 混雑管理費⽤（国外）
アウトプットへのインセンティブ－ －
TIMメカニズム(顧客への利益還元)－ －
※TO(Transmission Owner)と
SO(System Operator)に分かれる

※期中調整の対象コストは、ARegV§
4 (3) – (5)にて規定される

※物価変動以外は、CRCP (Claw-
back)と呼ばれ、調整幅の上限が
±2%に設定される

1
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期中調整（2/7）－イギリス－
毎年4月1⽇に新料⾦が適⽤されるが、System OperatorとしてのNational Gridが、
その約1年前に新料⾦の予測を開始（①）した後、1⽉末に新料⾦を公表（④）する

（出所）Ofgemのホームページ、Charging methodologies and governance
National Gridのホームページ、Transmission network use of system (TNUoS) charges 

4月1日

翌年度

新料⾦
適用開始日

4月末 6月末 8月末 11月末 1月末

①
予測

（1回目）

②
予測

（2回目）

将来5年間の
料⾦予測

③
案作成

④
公表

本年度

－送電料⾦（TNUoS）の料⾦改定－

新料⾦
改定

プロセス
 料⾦を決める⽅法論は、Connection and Use of System 
Code (CUSC)の第14章にて規定されている

 System operator (SO) であるNational Gridが、CUSCに基づ
いて新料⾦の計算や、必要に応じて、CUSCの技術的内容の変
更を⾏い、Ofgemがそれらを審査する

1
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期中調整（3/7）－イギリスー
イギリスは、TOTEXベースで託送収⽀を管理しているが、認められたTOTEX（≒レベ
ニューキャップ）と実コストの差分が大きい

（出所）*1: Ofgem, RIIO-ET1 Annual report

1

※ 認められたTOTEX＋税⾦＋インセンティブ＋イノベーション推進費＋他＝レベニューキャップ

認められたTOTEXと実コストの差分について、
Sharing Factorを適用することで、送配電事
業者と顧客への配分が決まる

－National Gridの認められたTOTEXと実コストの推移*1－
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期中調整（4/7）－ドイツ－
安全で、消費者に優しく、効率的で、持続可能な電⼒を提供するというエネルギー事業
法の目的（EnWG§ 1 (1)）に沿って、効率的なネットワーク接続を実現するために、
規制機関は、レベニューキャップの期初設定及び期中調整について、規定と承認による
決定権を有する（ARegV§ 32 (1) ）*1

（出所）*1: Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 17

1月1日

本年 翌年

新料⾦
適用開始日

 レベニューキャップの
期中調整

ARegV§ 4 (3)

ARegV§ 4 (4)

ARegV§ 4 (5) 託送料⾦
が上がる

託送料⾦
が下がる

※上位電圧系統の事業者は、下位電圧系統の事業者に、託送料⾦の調整量を、
翌年の1月1日よりも前に伝えなければならない

【事業者の義務】
託送料⾦を下げな
ければならない

【事業者の権利】
託送料⾦を調整す
る権利を有する

－期中調整のプロセス*1－

i

ii

1
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期中調整（5/7）－ドイツ－
制御可能コスト－⾮効率コスト（b）とX-factor（d）は5年間での削減率が期初に固定
されるが、それ以外は毎年調整される

レベニューキャップ（RC）の計算式
（第1期規制期間）RC= a + b * (c – d) * e + f + g
（第2期規制期間）RC= a + b * (c – d) * e + f + g + h
（第3期規制期間）RC= a + b * (c – d) + e+ f + g + h

年
（第1期）

(a)
制御不能
コスト

(b)
制御可能
コスト－
⾮効率コ
スト

(c)
消費者
物価指数
（CPI）

(d)
X-factor
（生産性
指標）

(e)
拡張係数
（第3期で
は廃止され、
KKAに代わ
る）

(f)
電⼒品質
指標

(g)
電⼒量（送
電ロス）の
調達コスト
変動調整

(h)
需要変動
調整、制
御不能コ
スト変動
調整

RC

2009 100 50 1.02 0.0125 1.000

（RCの計算簡素化のため、
数値は省略）

150.38
2010 120 49(=50-1) 1.04 0.0251 1.020 170.72
2011 125 48(=50-2) 1.05 0.0379 1.020 174.55
2012 130 47(=50-3) 1.07 0.0509 1.025 179.10
2013 130 46(=50-4) 1.10 0.0641 1.040 179.56

期中調整
可

（全てでは
ない）

不可
（原則、5年
間固定）

可
不可

（5年間
固定）

可 可 可 可
－

参照法令 ARegV
§ 4 (3) 2. － ARegV

§ 4 (3) 1. － ARegV
§ 4 (4) 1.

ARegV
§ 4 (5)

ARegV
§ 4 (3) 3.

ARegV
§ 4 (4) 1a. －

※ 数値はイメージ

※ ARegV︓ドイツのインセンティブ規制で、レベニューキャップの設定⽅法を規定している

1
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期中調整（6/7）－ドイツ－
2013年から16年にかけて、実レベニューは増加している
（再エネ投資増によるレベニューキャップの増加を裏付けている）

－Amprionの収支－ －TenneTの収支*2－ －50Hertzの収支－

2013→2016年

実レベニュー：＋31%

2013→2016年

実レベニュー：＋17%

支出：＋51%

2013→2016年

実レベニュー：＋39%

（出所）*1︓ TSO各社のアニュアルレポート
*2︓ オランダのTenneTも含む（規模はドイツの1/3程度）

1

－ドイツTSO・3社の実レベニューと実コストの推移*1－

0

1,000

2,000

3,000

2013 2014 2015 2016

（M€） 実レベニュー
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期中調整（7/7）－需要変動による実レベニュー変動－
欧州等では、需要変動に起因する実レベニューの変動分は調整されるため、事前に設定
されたレベニューキャップ分を託送料⾦で回収できる（タイムラグあり）

日本
イギリス、ドイツ、フランス、
米国カリフォルニア州

• 利益・・・実レベニューと実コストの差分
• 需要変動により実レベニューが変動した場合、利益
はその影響を受ける

• 託送収⽀上の利益・・・レベニューキャップと実コ
ストの差分

• 需要変動による実レベニューの変動分は調整され、
託送収⽀上の利益は需要変動の影響を受けない

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ

実
コ
ス
ト

実
レ
ベ
ニ
ュ
ー

託送収支上の
利益

調整
される

想
定
原
価

実
コ
ス
ト

実
レ
ベ
ニ
ュ
ー

利益

需要変動の影響を受け易い
（実レベニュー＝単価×需要）

固定費の割合が高く、
需要変動の影響を受け辛い

1
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効率化を促す仕組み（1/5）
送配電事業者の事業効率化を促すための仕組みが、制度として組み込まれている

イギリス ドイツ フランス

TIMメカニズム
認められたTOTEXと実際の
TOTEXの差分について、Sharing 
Factorを適用することで、送配電
事業者と顧客への配分が決まる。
このSharing Factorは、事業者が
事前に提出するビジネスプランの
質・精度に関係する*1

アウトプット指標に対する
インセンティブ
事後評価により、①安全性、②信
頼性、③可⽤性、④顧客満⾜度、
⑤接続性・拡張性、⑥環境性
（TSOの場合）の達成度に応じて、
ボーナス・ペナルティが付与され
る

効率スコア
DEA/SFA分析により効率スコアを
計算し、効率的でないと判断され
たコストを規制期間中（5年間）
に0にしなければならない。効率
的かそうでないかを判断する対象
は、制御可能コストのみ

X-factor（生産性指標）
独占事業であるが故に技術革新に
取組まないリスクを回避するため
に、5年間、定率のコスト削減を
求める。第1期規制期間は1.25%、
第2期は1.5%に設定され、対象は
制御可能コストのみ

大型設備投資
3,000万€を超える送配電設備及
び国際連系線への投資について、
目標予算額を実投資額が下回ると
ボーナスを受け取り、逆に上回る
とペナルティが課される

送電ロス・調整⼒の低減
ボリューム（kWh）の低減に対し
てインセンティブが設定されてい
る

2

（出所）*1: Ofgemの担当者へのヒアリング（2018年）
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効率化を促す仕組み（2/5）－英︓TIMメカニズム－
認められたTOTEX（≒レベニューキャップ）と実際のTOTEX（≒実コスト）の差分につ
いて、Sharing Factorを適用することで、送配電事業者と顧客への配分が決まる

2

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ

実
コ
ス
ト

N年

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
N＋1年

(i) N年のレベニューキャップ＞実コストの場合
• レベニューキャップと実コストの差分（30）に
Sharing Factor（60%）を乗じた分（18）を、顧客
や投資家に還元する ⇒N＋1年のレベニューキャッ
プが18下げられて82となる

• 顧客や投資家に還元した残り（12）が事業者の託送
収⽀上の利益となる

100

70

82

※説明を簡単にするために、上図では、認められたTOTEX＝レベニューキャップ、実際のTOTEX＝実コストに置き換えた
※ドイツとフランスでは、（レベニューキャップと実コストの）差分は、全て事業者へ割り当てられる（フランスはOPEXのみ）

(ii) N年のレベニューキャップ＜実コストの場合
• レベニューキャップと実コストの差分（30）に
Sharing Factor（60%）を乗じた分（18）のみが、
翌年度のレベニューキャップの増分として反映さ
れる

• 残り（12）は、顧客や投資家に還元される

Sharing Factor : 
60%（仮）

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ

実
コ
ス
ト

N年

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ

N＋1年

100

130
118

還元
利益

18
12

還元
反映 18

12
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効率化を促す仕組み（3/5）－独︓効率スコア－
DEA分析/SFA分析により計算した効率スコアを⽤いて、5年間の規制期間中に削減すべ
き⾮効率コストを設定する

2

規制期間（5年）

（€）

制
御
不
能
コ
ス
ト

非
効
率

コ
ス
ト
効
率
コ
ス
ト

規制機関は、効率スコアを、規制期間が始まる
前の7月1日に政府に提出しなければならない

制
御
可
能
コ
ス
ト

統計的検定の結果、事業効率性が⾼すぎ
るため通常のDEA分析・SFA分析の対象
外となった事業者は、別途⾏うSuper 
efficiency analysisにより、100%＋α
（α≦5%）のボーナスを付与される

提
出

効率スコア

下
限
値

上
限
値

効率スコア算定に必要なデータを提出
しない事業者は60%に自動設定する

1年⽬の⾮効率コスト＝制御可能コスト×(100－効率スコア (%))/100

(i)
100%

(ii)
105%

通常のDEA分析・SFA分析の対象とな
る事業者の場合

60%

規制期間内で
均等に削減し、

0にする

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 12, 12a
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効率化を促す仕組み（4/5）－独︓X-factor（生産性指標）－
独占事業であるが故に技術革新に取組まないリスクを回避するために、制御可能コスト
にX-factorが適⽤され、定率のコスト削減を促している

2

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 9

X-factorとは、
 送配電事業の⽣産性向上とマクロ経済的なコスト効率化を反映したもの
 生産性が向上した分、レベニューキャップを下げられるという考え方に基づく

レベニューキャップ（RC）の計算式
（第1期規制期間）RC = a + b * (c – d) * e + f + g
（第2期規制期間）RC = a + b * (c – d) * e + f + g + h
（第3期規制期間）RC = a + b * (c – d) + e + f + g + h

(d) X-factor
第1期

（2009〜13年）
第2期

（2014〜18年）
1年⽬ 0.0125 0.0150

2年⽬ 0.0251 0.0302

3年⽬ 0.0379 0.0457

4年⽬ 0.0509 0.0614

5年⽬ 0.0641 0.0773

1.0150 * 1.0150 = 1.0302

1.0302 * 1.0150 = 1.0457

1.0457 * 1.0150 = 1.0614

1.0614 * 1.0150 = 1.0773

計算例（第2期）

(a) 制御不能コスト
(b) 制御可能コスト－⾮効率コスト
(c) 消費者物価指数（CPI）
(d) X-factor（生産性指標）
(e) 拡張係数（第3期では廃止され、KKAに代わる）
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効率化を促す仕組み（5/5）－仏︓⼤型設備投資－
3,000万€を超える送配電設備及び国際連系線への投資について、目標予算額に対する実
投資額の大小に応じて、ボーナス・ペナルティが付与される

2

目
標
予
算
額

実
投
資
額

100

70

(i) 実投資額＜目標予算額の90%
• 目標予算額の90%（90）と実投資額（70）の差分
（20）の20%（4）をボーナスとして受け取る

目標予算額×90%
差分(20)

ボーナス
＝差分(20)×20%
＝4 目

標
予
算
額

実
投
資
額

100

130

(ii) 実投資額＞目標予算額の110%
• 目標予算額の110%（110）と実投資額（130）の差
分（20）の20%（4）がペナルティとして課される

目標予算額×110%
差分(20)

ペナルティ
＝差分(20)×20%
＝4

（出所）CRE, Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des
réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB
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適切な投資を促す仕組み（1/4）
WACC*1（⽇本で⾔うところの事業報酬率）は、⽇本の1.9%に対して高く、かつ、次世
代投資を促進する仕組みもあり、これらは、レベニューキャップに含むことができる

イギリス ドイツ フランス

投資回収の仕組み（既存NWコスト＋次世代投資）

WACC
4%（National Grid）
-株主資本コスト︓7% (x 0.4)
-負債コスト︓2% (x 0.6)

WACC
6% (TenneT)
-株主資本コスト︓9% (x 0.4)
-負債コスト︓4% (x 0.6)

WACC
6.1% (RTE)
-株主資本コスト︓9.7% (x 0.4)
-負債コスト︓3.7% (x 0.6)

次世代投資

イノベーション推進費
小規模のR&D事業に対するNIA、
大規模のR&Dに対するNICと呼ば
れる補助制度がある

CAPEXとOPEXの同一化
Slow moneyとして認められれば、
CAPEXだけでなくOPEXにも、事
業報酬率がかけられる

R&D補助
連邦政府に認められたR&D費用の
内、公的資⾦を除いた⾦額の50%
を制御不能コストに含めることが
できる
（例︓SINTEG補助⾦）

R&D補助
認められたR&D費用は全額、レベ
ニューキャップに含めることがで
きる

Linkyプロジェクト
スマートメータの導入に係る費用
を、レベニューキャップに含める
ことができ、かつ、WACCが上乗
せされる（DSOのみ）

3

*1: Weighted Average Cost of Capital、イギリス・ドイツ・フランスでは、WACCはレベニューキャップに含まれる
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適切な投資を促す仕組み（2/4）－独︓WACC－
期初と期末の平均簿価にWACCをかけ算した分を、レベニューキャップに含めることが
できる

3

100

N年
期
初

期
末

簿
価
（
帳
簿
価
額
）

90

簿
価
（
帳
簿
価
額
）

減価償却︓10

Allowed return＝期初と期末の平均簿価 * WACC ＝ (100 + 90) / 2 * 6% ＝ 5.7
⇒レベニューキャップに含めることができる

WACC︓6% (TenneT)*1
-株主資本コスト︓9% (x 0.4)
-負債コスト︓4% (x 0.6)

※株主資本コストは、規制機関BNetzAが規制期間
（5年）毎に算定する。第2期は下記の通り
1.66%︓Corporation tax
3.59%︓Risk premium: determined using the CAPM

(Capital Asset Pricing Model)
3.80%︓Risk-free rate: 10-year average current 

yield of fixed interest securities

（出所）*1: TenneTの担当者へのヒアリング（2017年）
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適切な投資を促す仕組み（3/4）－英︓イノベーション推進費－
イノベーション推進策として、R&DプロジェクトにNIA、NIC、IRMの3つの補助制度が
用意されている

3

内容

Network 
Innovation 
Allowance
(NIA)

小規模のR&D・実証事業を対象として、2013年からの3年間で、計167事業に対
して31.4M£が支払われた
【採択された事業の技術分類*1】
•送電ネットワーク︓63件、アセットマネジメント︓22件、モデリング︓20件、
コンダクター︓18件、架空電線︓16件、環境関連︓15件、他

Network 
Innovation 
Competition 
(NIC)

大規模のR&D・実証事業を対象として、2015年には、3事業に対して26.7M£が
支払われた
【採択された事業】
•変電所を改築し、新規技術開発・⽼朽化した設備の⾼寿命化・イノベーション
の加速のための試験センターに活用（NGET、12.0M£）
•小型で環境に優しい新型鉄塔の開発（SHET、6.6M£）
•自動制御可能なデジタル変電所の開発（SPT、8.3M£）

Innovation
Rollout 

Mechanism 
(IRM)

顧客に対して、環境⾯の⻑期的便益をもたらすR&Dプロジェクトに対して支払わ
れる費用で、2015年には、1事業のみ採択され、24.3M£が支払われた
【採択された事業】
•⾼温度域での性能劣化性が低い耐熱性コンダクターの開発（SPT、24.3M£）

（出所）Energy networks associationのホームページ、Smarter networks portal
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適切な投資を促す仕組み（4/4）－英︓CAPEXとOPEXの同一化－
CAPEX（設備）とOPEX（運用）に対する投資インセンティブを同等にするために、
CAPEXとOPEXという分類ではなく、Slow moneyとFast moneyに分類している。これ
により、Slow moneyとして認められれば、OPEXに対してもWACCがかけられる

3

Slow money
（⻑期間で償却）

Fast money
（単年度精算）

税⾦、その他

インセンティブ
イノベーション推進費

認められた
TOTEX

WACC
CAPEXとOPEX
の同一化

（出所）National Gridのannual report

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ

簿価
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（参考）原価回収の確実性の織り込み（1/2）
レベニューキャップ制度では、まず、レベニューキャップが決まり（①）、その次に、
託送料⾦単価が決まる（②）ため、原価回収の確実性は、①に織り込まれることになる

X年

X－1年
（事前）

X＋1年
（事後）

特別高圧 高圧

X年のレベニューキャップを設定

実レベニュー＝
単価×実需要

単価(kW, kWh) 単価(kW, kWh)

X年の実レベニューを集計

実レベニュー＝
単価×実需要

1 原価回収の確実性の織り込み

差分を計算し、
X＋2年以降に補填

2

低圧

実レベニュー＝
単価×実需要

単価(kW, kWh)

予測需要を基に、X年の単価を算定
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（参考）原価回収の確実性の織り込み（2/2）
イギリス・ドイツのTSOレベルでは、基本料⾦⽐率が⾼いものの、DSOレベル（低圧、
家庭⽤）では、従量料⾦⽐率の⽅が⾼い

TSOレベル（特別高圧）*1 DSOレベル（低圧、家庭用）*2

基本料⾦︓従量料⾦

（出所）*1: ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2016
*2: Study on tariff design for distribution systems, 2015
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（参考）制御可能コストと制御不能コスト
制御可能コストと制御不能コストの分類は、各国の定義によって異なる

TSO DSO

制御可能コスト
• 毎⽉の給料
• メンテナンスコスト
• 社員の職業訓練・教育

10〜
30%

• 毎⽉の給料
• メンテナンスコスト
• 社員の職業訓練・教育
• 設備投資（既設更新）

40〜
60%

制御不能コスト

• 税⾦
• ボーナス・年⾦
• 送電ロス
• 設備投資（新規拡張）
• 設備投資（既設更新）
• 洋上⾵⼒接続費⽤
• 混雑管理費⽤
• 予備⼒

70〜
90%

• 税⾦
• ボーナス・年⾦
• 送電ロス
• 設備投資（新規拡張）
• 上位系統への支払
（20〜30%と最も多
くを占める）

40〜
60%

合計 － 100% － 100%
緑⽂字︓TSOとDSOの違い

インセンティブ規制（ARegV） § 11 (2)にて、制御不能コストが定義されている。例えば、
“設備投資は制御不能コスト”だが、規制機関が精査し、必要に応じてコストダウンを求める

ドイツと同様に、設備投資を規制機関が精査し、必要に応じてコストダウンを求める。こ
の文脈より、イギリスでは、“設備投資は制御可能コスト”と定義している
（制御不能コストの割合はNational Gridで10%程と、ドイツのTSOと比べて低い）

ドイツ

イギリス



2.2 英国の託送料⾦制度
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[1983年〜] プライスキャップ制度
 プライスキャップ制度の検討の始まりは、経済学の有識者であるStephen Littlechild氏（1982年
〜83年に、英国財務省のアドバイザーに就任）が、政府に招かれ、ブリティッシュテレコム社
（BT社）にアドバイスしたのが最初である。

 Littlechild氏は、現状の総括原価方式をレビューし、BT社の規制⽅法としては適当でないと結論
付けた上で、物価指数と生産性指標（Xファクター）を反映したプライスキャップ制度が必要で
あるとした。

 プライスキャップ制度は、政治的には歓迎され、BT社に適⽤されて以降、全ての送配電事業者に、
徐々に適用されるようになった。

 Littlechild氏が、Director General of Electricity Supply (DGES)に就任した。DEGSの役割は、
基準を設定し、クリアできない事業者にペナルティを課すことである。

レベニューキャップ制度導⼊の経緯（1/3）

英国における送配電事業の料⾦規制は、1980年代に始まったプライスキャッ
プ制度が⼟台となっている。

37（出所）デロイトUKの担当者へのヒアリング

プライスキャップ制度を⼟台として、その後、RPI-X、RIIO（レベニューキャップ制度）へと変遷し
ていく。（次ページ参照）



[1993年〜] RPI-X
 1992年、RPI-XをNational Gridに1993年1月から適用することを、DGESが提案した。
 RPI-Xは、1994年にScottish Transmissionにも適用され、その他の地域事業者には、1995年〜
96年に適⽤された。

レベニューキャップ制度導⼊の経緯（2/3）

1993年に、RPI-Xが導入され、その後約20年間続いたが、財務状況の報告や
一貫した会計基準が十分でない等の課題があった。

38（出所）デロイトUKの担当者へのヒアリング

【課題】
• RPI-Xが事業者に寛容との指摘を受け、1997年、政府がRPI-Xをレビューした結果、継続的な適
用を承認したが、財務状況の報告や一貫した会計基準が十分でない等の指摘を⾏った。

• 規制事業からの優秀な⼈材の流出や、エネルギーセキュリティ、料⾦低廉化、低炭素化のトリレ
ンマに対する事業者の適応⼒の⽋如、といった課題が表⾯化した。

[1998年] Ofgemが、RPI-Xの改革の検討を開始した。
[2008年] Ofgemが、約20年間続いてきたRPI-Xを抜本的に⾒直すプロジェクト（RPI-X@20）に

着手した。RPI-X@20で初めて、規制の足並みを揃えるために、産業界のステークホル
ダー、有識者、コンサルタント、消費者の代表等に幅広く意⾒を求めた。

[2010年] RPI-X@20が完了し、次世代のRIIOを実施するためのハンドブックが発⾏された。



[2013年〜] RIIO-1（レベニューキャップ制度）
 RIIOでの主な変更点は、下記の3つである。
1.規制期間が5年から8年に延びた
2.アウトプットに基づいてインセンティブが与えられた
3.イノベーションを推進するメカニズムが導入された

レベニューキャップ制度導⼊の経緯（3/3）

2013年に、RIIOが導入され、アウトプットに基づいたインセンティブの付
与や、イノベーションの推進が⾏われるようになった。

39（出所）デロイトUKの担当者へのヒアリング、Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

【評価】
• 送配電事業を取り巻く環境の不確実性により、様々な事業活動に必要なコストを予測することが
難しいため、規制期間を⻑く（8年間）設定するリスクが高すぎる。実際に、RIIO-1では、事前
に予測したコストが高すぎたり、アウトプット目標値の設定が低すぎたりした。

• 2021年から始まるRIIO-2では、規制期間が5年に短縮化される予定である。

[2011年] RIIOの開始に向けて、Ofgemが、事業者ライセンスの基準や条件に関する変更を要求し
たため、事業者に膨⼤な業務が発⽣した。さらに、これらの変更は、ワーキンググループ
（産業界のステークホルダー、有識者、コンサルタント、消費者の代表等で構成される）
の承認を受ける必要がある。その後2012年に、これら一連の業務が完了した。



レベニューキャップの算定期間の短縮（1/2）

英国の規制機関Ofgemは、RIIO-2において、規制期間を現状の8年間から5
年間に短縮する⽅針を⽰している。
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 RIIO-1の規制期間は8年間で、TSOは2013 -21年、DSOは2015 -23年に設定されている。

RIIO-1
（TSO︓2013-21年、DSO︓2015 -23年）

（£）

レベニューキャップ

TOTEX
認められたTOTEX

RIIO-2

RIIO-2では、規制期間が
8年間⇒5年間に
短縮される予定である

過去の支出実績を基に、
初年度のレベニュー
キャップを設定

本年度
次年度

1
2 3

昨年度

2年前の結果が
反映される

レベニューキャップ（次年度）
＝認められたTOTEX（本年度）－②＋③
（②＝①／2、③︓税⾦、インセンティブ、等）



レベニューキャップの算定期間の短縮（2/2）

RIIO-2の規制期間を5年間に短縮することを⽀持するステークホルダーの意
⾒が圧倒的であるものの、反対意⾒についても引き続き検討を進める。
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枠組み決定
(2018年7月)

ステーク
ホルダー
の意⾒

決定の理由

 RIIO-2では、規制期間を5年間に短縮する
 地中ケーブルの埋設等の特定の業務について、より⻑い規制期間を適⽤すべきか
どうかについては、事業者の意⾒を基に、検討を続ける

次の
ステップ

 送配電事業を取り巻く環境の不確実性により、様々な事業活動に必要なコストの
予測が難しいため、規制期間を⻑く（8年間）設定するリスクが⾼すぎる

 実際に、RIIO-1では、事前に予測したコストが高すぎたり、アウトプット目標
値の設定が低すぎたりした

（出所）Ofgem, RIIO-2 Framework decision, 2018年

 リスクマネジメントの観点から、5年間に短縮することを⽀持する意⾒が圧倒的
に多かった

 DSO・1社と、地中ケーブル関連業者が、反対の意⾒を表明している
 不要な複雑さや、事業者のベンチマーク設定を混乱させるという理由で、より⻑
い規制期間を設けることへの同意は少なかった

 規制期間を5年間よりも⻑くする案について、そのメリットを証明するエビデン
スが提出されれば、検討をさらに進める



レベニューキャップは、期初のベースレベニューを基に、毎年調整される。
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制御不能コスト

レベニューキャップの設定と調整（1/4）

（出所）Ofgem, RIIO-ET1 Annual report, 2015-16年

MOD

レベニュー
物価

インセンティブ
イノベーション推進費

ファストマネー

減価償却費

RAV×WACC

税⾦

1 • 6つのアウトプット指標の達成度に
応じて付与される、経済的インセン
ティブ

2 • 実際のTOTEXが、認められた
TOTEXを下回った場合は、その差
額から、Sharing Factorを使って顧
客や投資家への還元分を差し引いた
分が、事業者の利益となる
（逆に上回った場合でも、Sharing 
Factorが適用され、顧客や投資家へ
の還元分を差し引いた分しかレベ
ニューの増分として認められない）

• 負債コストや税制の変更等のコント
ロールできない市場の不確実性を軽
減するためのAnnual Iteration 
Process (AIP)の一部として実施さ
れる

効率化インセンティブ再エネ接続費

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
（
毎
年
調
整
）

調整

期初の
ベースレベニュー

1

2

認
め
ら
れ
た
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｘ



SHE Transmissionのレベニューキャップは、再エネ接続費とMODの影響で、
期初のベースレベニューに対して91%増となっている。
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レベニューキャップの設定と調整（2/4）

（出所）Ofgem, RIIO-ET1 Annual report, 2015-16年

2017-18
(M£)

TSO (TOのみ、SOは除く)
NationalGrid SHE Transmission SPT

(a)再エネ接続費 - 84 31
(b)イノベーション推進費 21 1 17
(c)インセンティブ 15 2 8

調整

(d)物価 -40 -7 -7
(e)レベニュー 97 -2 4
(f)制御不能コスト 7 -7 -4
(g)MOD -322 67 -17

(h)期初の
ベースレベニュー 1,976 152 317

レベニューキャップ
（a-hの合計） 1,754 290 348

－11% ＋91% ＋10%

MODの
影響大

再エネ接続費、
MODの影響大

再エネ接続
費の影響大



昨年度（2017－18年）に⽐べて、期初のベースレベニューとレベニュー
キャップの差分が、National GridとSHE Transmissionで大きくなっている。
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レベニューキャップの設定と調整（3/4）

（出所）Ofgem, RIIO-ET1 Annual report, 2016-17年

2018-19
(M£)

TSO（TOのみ、SOは除く）
NationalGrid SHE Transmission SPT

(a)再エネ接続費 - 78 31
(b)イノベーション推進費 14 1 2
(c)インセンティブ 10 0 6

調整

(d)物価 -8 -2 -1
(e)レベニュー -55 4 -1
(f)制御不能コスト 3 -17 -3
(g)MOD -408 102 -5

(h)期初の
ベースレベニュー 2,088 158 333

レベニューキャップ
（a -hの合計） 1,643 324 361

－21% ＋105% ＋8%

MODの
影響大

再エネ接続
費の影響大

再エネ接続費、
MODの影響大



• 毎年4月1⽇に新料⾦が適⽤されるが、SOとしてのNational Gridが、その約1
年前に新料⾦の予測を開始した後、1⽉末に新料⾦を公表する。

45
（出所）Ofgemのホームページ、Charging methodologies and governance、

National Gridのホームページ、Transmission network use of system (TNUoS) charges 

4月1日

翌年度

新料⾦
適用開始日

レベニューキャップの設定と調整（4/4）－料⾦改定プロセス－

4月末 6月末 8月末 11月末 1月末

①
予測

（1回目）

②
予測

（2回目）

将来5年間の
料⾦予測

③
案作成

④
公表

本年度

－送電料⾦（TNUoS）の料⾦改定－

新料⾦
改定

プロセス
 料⾦を決める⽅法論は、Connection and Use of System 
Code (CUSC)の第14章にて規定されている

 System operator (SO) であるNational Gridが、CUSCに基づ
いて新料⾦の計算や、必要に応じて、CUSCの技術的内容の変
更を⾏い、Ofgemがそれらを審査する

再掲



RIIO-2（1/6）－スケジュール－

2021年4月1日に開始となるRIIO-2に向けて、枠組みの決定、詳細な⽅法論
の決定、事業者のビジネスプランの決定を、3年半かけて⾏う。

46

2017 2018 2019 2020 2021
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

マイルストーン

ステージ

送電事業者の
ビジネスプラン

－RIIO-2開始に向けたスケジュール（TSO）*－

（出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

RIIO-2
開始

検討開始
Open letter
発⾏

枠組みの
協議

枠組みの
決定

詳細な
⽅法論
の協議

詳細な
⽅法論
の決定

枠組みのレビュー

詳細な⽅法論のレビュー

提出 案
決定

最終
決定

ライセン
ス更新

ビジネスプランに関する
RIIO-2Challenge groupとの関わり

ビジネスプラン分析

ライセンス発⾏⼿続き

* DSOの規制期間はTSOより2年遅れているため、RIIO-2開始に向けたスケジュールも異なる



RIIO-2（2/6）－ステークホルダーグループ－

送配事業者の活動に影響を受ける個人・組織・地域等のニーズを反映するた
めに、ステークホルダーの関与を強化するモデルを導入する予定である。

47（出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

送配電事業者のビジネスプランが、急速に変化する消費者のニーズに合致してい
るかどうかを確認し、その確認結果をビジネスプランに反映するために、
ステークホルダーの関与を強める

ステークホルダーとは
• 送配電事業者の活動に影響を受ける個人・組織・地域
• 現在と将来の両方の消費者を含む

目的

ステーク
ホルダー
グループ
の設置

3つのステークホルダーグループが設置され、送配電事業者のビジネスプ
ランを、各地域の特性に合わせて、より詳細に精査する

① Customer Engagement Group（各配電事業者が設置）
② User Group（各送電事業者が設置）
③ RIIO-2 Challenge Group（Ofgemが設置）

現在の状況 各ステークホルダーグループの役割、フォーカスすべき領域、報告書の記載事項等
の詳細は、今後明らかにされていく（2018年第2Q時点）

RIIO-2

Ofgemが選任した、消費者サイドやエネルギー部門等の8名の専門家で
構成するCustomer Challenge Group (CCG)のみであったRIIO-1



Customer
Engagement
Group

RIIO-2（3/6）－ステークホルダーグループ－

Customer Engagement Group、User Group、RIIO-2 Challenge Group
が送配電事業者のビジネスプランをレビューし、報告書を作成・提出する。

48（出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

各配電事業者 各送電事業者

User
Group

Ofgem

RIIO-2
Challenge
Group

• ステークホルダーのレビュー・コメントに必要な時
間を考慮して、ビジネスプランを提出する

• Ofgemに、各送配電事業者のビジネスプランを精密
に精査した結果に関する報告書を提出する

• 送配電事業者に挑戦を促した内容、送配電事業者の
反応、合意しなかった内容をハイライトする

• 送配電事業者が、ビジネスプランを更新する時間を
確保するために、早い段階でレビューを⾏う

• ビジネスプランをレビューし、コメントした後、
RIIO-2 Challenge Groupへ報告書を提出する

• 送配電事業者が合意した内容と合意に至らなかった
内容をハイライトしなければならない

• ステークホルダーグループ内で合意に至らなかった
内容もハイライトしなければならない

提出
レビュー・
コメント

－ビジネスプラン及び報告書の提出・レビュープロセス－

報告書の公開

ビジネスプラン

ビジネスプラン＋報告書

ビジネスプラン
＋報告書



RIIO-2（4/6）－ステークホルダーグループ－

ステークホルダーグループは、送配電事業者及び規制機関のいずれとも利害
関係のない、独⽴した組織であることが求められている。

49（出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

ステークホルダー
グループ

Customer Engagement
Group User Group RIIO-2 Challenge

Group

グループ設置者、
議⻑・グループメン

バー選任者
各配電事業者 各送電事業者 Ofgem

議⻑
の選任

議⻑の要件 特定の組織やステークホルダーの代表者でなく、独⽴した者

議⻑の要件
（要望）

挑戦的な意⾒やビジョンを持っている者、エネルギーや
他の規制事業での経験がある者

上級職でのリーダーの経験
がある者、挑戦的な意⾒や
ビジョンを持っている者

Ofgem
の承認

各送配電事業者は、議⻑候補のショートリストを、任命
前にOfgemに提出する必要がある。そして、Ofgemのレ
ビュー結果に慎重に対応することが求められている

－

グループ
メンバー
の選任

メンバー
の要件
（要望）

地域のニーズ、エネルギー
システムの将来ニーズ、消
費者の関心を反映できる者

サプライヤー、発電事業者、
配電事業者、大需要家、新
規ビジネスを展開する者

関連する分野の専門性を有
する者、特定の組織を代表
する独⽴した個⼈

Ofgem
の承認

Ofgemは、どの組織からメンバーを選任するかについて
は、規定しない －



RIIO-2（5/6）－ステークホルダーグループ－

Ofgem、送配電事業者、ステークホルダーグループのそれぞれに、役割が決
められている。

50（出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

Ofgem
の役割

 Customer Engagement GroupとUser Groupの議⻑を集めた会議の、公開で
の開催

 ステークホルダーグループ向けのガイダンスの更新
 グループ間での良い事例の共有
 RIIO-2 Challenge Groupの設置（2018年夏まで）

RIIO-2 
Challenge
Group
の役割

 持続可能性、受容性、脆弱な消費者の保護の観点から、ビジネスプランを詳細
に精査し、事業者の挑戦を促すこと

 RIIOにより、送配電事業者が事業リスクにどのように反応しているかの考察
 Ofgemの規制が、消費者の利益の観点から、アウトカムの向上につながってい
るかどうかの考察

送配電事業者
の役割

 複数地域のライセンスを持つ事業者について、全体で1つのグループを形成す
るか、地域毎にグループを形成するかの判断

 過去の実績、TOTEXの予測、他の送配電事業者からの比較データ、その他の根
拠データ等、ステークホルダーがレビューする上で必要な情報へのアクセス権
の付与

 ステークホルダーグループによる役員や従業員へのコンタクトの受け入れ



RIIO-2（6/6）－ステークホルダーグループ－

51（出所）Ofgem, RIIO-2 Enhanced stakeholder engagement guidance, 2018年

Customer
Engagement
Group、
User Group
の役割

 以下の項目について、送配電事業者の挑戦を促すこと
• 事業戦略レベルでの、エネルギーシステムの変⾰の理解
• 過去の業績、他の送配電事業者、他の産業と比べた場合の評価が可能なエビ
デンスの提出

• 脆弱な消費者への支援とアプローチ
• イノベーションの推進
• 将来の送配電事業を予測し、リスクマネジメントを⾏う上で必要なシナリオ
分析の実施

• 送配電ネットワークへの投資以外の代替手段の検討
 Ofgemへの、送配電事業者の進捗と内容の定期的な報告

【役割に該当しないもの】
 送配電事業者への直接的な助言や情報提供
 CAPEX、借⼊⾦や⾃⼰資本⽐率等の財政的な内容に関する議論やレビュー
 意思決定の権限の保有
 送配電事業者が提出するビジネスプランの共同所有



コストの増減（1/3）

52（出所）Ofgem、RIIO-ET1 Annual report、2016-17年

コスト分類*1
[構成比] 8年間の増減*2 理由

National Grid
(TO)

LR
[33%]

－280M£
（－2%）

• 送電ネットワーク接続に係る業務範囲の⾒直し
（例︓KingsLynn B connectionプロジェクトでは、
変電所の設計を⾒直し、建屋と遮断器の追加を回避）

• 投資計画のターゲットを優先度の⾼いものに絞った

NLR
[47%]

－1,100M£
（－9%）

• ITシステムとアセットマネジメントシステムの導入に
よるアセットコンディションの把握⽅法の⾒直し
（－260M£）（例︓変圧器の劣化診断、更新計画の精
査及びそれに伴う⼤量発注戦略の策定）

• リスク度合いに応じた設備更新計画の⾒直し
（－170M£）（例︓寿命に達した保護リレーの交換を
優先し、固定されたケーブル交換の優先度を下げる）

• 従来の更新計画の⾒直し（－80M£）（例︓開閉器の
建屋全体でなく、必要な箇所のみを更新）

• 使⽤する原材料・資材の削減（－200M£）
NON-OP
[1%]

＋50M£
（＋0.4%）

• ITシステムの更新（主に、アセットマネジメントシス
テム、現⾏業務と性能改善の迅速化）

OPEX
[18%]

＋119M£
（＋1%）

• 年⾦に係る費⽤、ビジネスサポート費⽤の増加
• National GridのSO (System Operator)の費用の一部
が、TOに割り当てられた

合計[100%] RIIO-1（8年間）の認められたTOTEX︓12,119M£
*1︓LR︓電⼒需要に影響を受けるCAPEX、NLR︓電⼒需要に影響を受けないCAPEX、NON-OP︓⾮稼働のCAPEX、OPEX︓制御可能な運⽤費
*2︓RIIO-1（8年間）の認められたTOTEXに対する実コストの増減（2017年度以降の実コストは予測）。（）内は認められたTOTEXに対する⽐率



コストの増減（2/3）

53

コスト分類*1
[構成比] 8年間の増減*2 理由

SHET
(TO)

LR
[82%]

－300M£
（－9%）

• 大規模プロジェクト（Beauly-Mossford、Kintyre-
Hunterston、CaithnessMoray）におけるコストダウ
ンの効果（－140M£）

• 設備の補強・増設作業の遅延や中止

NLR
[10%]

＋100M£
（＋3%）

• 架空電線に関するアセットコンディションのより正確
な把握ができるようになった結果、当初想定していた
単純な交換作業ではなく、⼤規模な更新や建替えが必
要であることが判明したため

NON-OP
[0.2%]

＋23M£
（＋1%）

• ITシステムの更新（主に、アセットマネジメントシス
テム、ネットワークの柔軟化技術の適用、サイバーセ
キュリティ対策）

OPEX
[8%]

－3M£
（－0.1%） －

合計[100%] RIIO-1（8年間）の認められたTOTEX︓3,225M£
*1︓LR︓電⼒需要に影響を受けるCAPEX、NLR︓電⼒需要に影響を受けないCAPEX、NON-OP︓⾮稼働のCAPEX、OPEX︓制御可能な運⽤費
*2︓RIIO-1（8年間）の認められたTOTEXに対する実コストの増減（2017年度以降の実コストは予測）。（）内は認められたTOTEXに対する⽐率

（出所）Ofgem、RIIO-ET1 Annual report、2016-17年



コストの増減（3/3）

54（出所）Ofgem、RIIO-ET1 Annual report、2016-17年

コスト分類*1
[構成比] 8年間の増減*2 理由

SPT
(TO)

LR
[54%]

－60M£
（－3%）

• －60M£の内約半分は、今まで一括外部発注をしてい
た設計業務を切り分けてその⼀部を⾃社対応としたこ
とと、競争入札による効果
（例︓Series and Shunt Compensationプロジェクト
では、調達コストを42%削減できた）

• 電⼒需要と発電電⼒の変化に伴う⼯事等、SPTのコン
トロールできない外部要因の影響

• MPR（RIIO-1の中間評価）で、幾つかの系統接続費用
が不適切と判断されたため

NLR
[37%]

－80M£
（－4%）

• 架空電線の更新⼯事における、分割発注とサプライ
ヤーへの発注時期の⾒直し

• アセットコンディション評価により、更新対象のコン
ダクターのいくつかが、延命可能となったため

• 投資計画の⾒直し
NON-OP
[0.4%]

＋5M£
（＋0.2%）

• ITシステムの更新（主に、アセットマネジメントシス
テム）

OPEX
[9%]

＋66M£
（＋3%）

• 会計処理⽅法が変わり、CAPEXとOPEXの割当てが変
わったため。主に、ビジネスサポート費用が増加した

RIIO-1（8年間）の認められたTOTEX︓2,177M£
*1︓LR︓電⼒需要に影響を受けるCAPEX、NLR︓電⼒需要に影響を受けないCAPEX、NON-OP︓⾮稼働のCAPEX、OPEX︓制御可能な運⽤費
*2︓RIIO-1（8年間）の認められたTOTEXに対する実コストの増減（2017年度以降の実コストは予測）。（）内は認められたTOTEXに対する⽐率



2.3 ドイツの託送料⾦制度

55



[1998年〜] 事後規制
 ⾃由化以後、ドイツの託送料⾦がEU加盟国の中で最も高いことが確認された。これにより、高い
託送料⾦が市場の⽀配的地位の濫⽤にあたり得るとして、連邦カルテル庁が、GWB19条の適用に
より、積極的な事後規制を開始した。

 （19条4項2号）他者との⽐較により規制が⾏われたが、⽐較対象が国内市場の場合、全ての事業
者が⾼い託送料⾦を設定していると⽐較の意味が無い。また、法制度や経済状況が異なる外国と
の⽐較も不適切であるとの⾒解が多かった。結果、国内の類似事業者との⽐較が⾏われ、他者よ
り相当程度⾼い託送料⾦を設定している場合は、濫⽤⾏為とみなされた。ここで、地理的条件等
の事業者がコントロールできない外部要因による場合は、調整が⾏われた。

 （19条4項4号）連邦カルテル庁は、接続を拒否した事業者に接続命令を下すことができ、また、
⾼すぎる託送料⾦を課す事業者に対しては、適切な託送料⾦を設定することができる。

レベニューキャップ制度導⼊の経緯（1/3）

1998年、エネルギー事業法（EnWG）の改正により電⼒市場が⾃由化された
後、GWB19条により託送料⾦の事後規制が⾏われた。

56（出所）⼀橋⼤学、東⽥尚⼦、電⼒市場における競争と法（1、2・完）︓ドイツにおける託送料⾦の規制を⼿掛かりに（2009年）

【課題】
GWB19条のような事後的な規制では、違反⾏為を事前に規制することができず、また、適切な料
⾦に関して、定量的な規制を⾏う概念がなかったため、託送料⾦は下がらなかった。



レベニューキャップ制度導⼊の経緯（2/3）

2005年、EnWGが抜本的に改正され、2009年以降のインセンティブ規制の
適用と、それまでの移⾏期間における事前認可制の適用が規定された。

57（出所）⼀橋⼤学、東⽥尚⼦、電⼒市場における競争と法（1、2・完）︓ドイツにおける託送料⾦の規制を⼿掛かりに（2009年）

【課題】
以上のように、託送料⾦の規制は厳格化されてきたが、事前認可性の効果はまだ託送料⾦の若⼲の
低下という形でしか現れておらず、競争的な市場の形成には至っていない。

[2003年] EU指令により、送配電部⾨の分離や、託送料⾦またはその設定⽅法の事前規制等の義務
が加盟国に課された。

[2007年] GWBが改正され、29条が挿入された。29条により、エネルギー市場において市場支配的
地位を有するエネルギー供給者による濫⽤⾏為、即ち、①他の供給会社より⾼い料⾦を設
定すること、②費⽤との差（利益）が⼤きい料⾦を設定すること、が禁止された。

[2005年〜] 事前認可制（2009年までの移⾏期間）
 EnWGが抜本的に改正され、2009年1月1日のインセンティブ規制（EnWG21a条）の適用と、そ
れまでの移⾏期間における、事前認可制（EnWG23a条）の適用が決まった。

 EnWG21条では、効率的な事業者の費⽤を基準として、託送料⾦の適切さを⽐較により判断する
こととなり、⾮効率的な事業者が⾼い託送料⾦を設定していることへの規制が可能となった。



レベニューキャップ制度導⼊の経緯（3/3）

2009年1月1⽇より、現⾏のインセンティブ規制（ARegV）が適用され、送
配電事業者にレベニューキャップが設定されることとなった。

58
（出所）⼀橋⼤学、東⽥尚⼦、電⼒市場における競争と法（1、2・完）︓ドイツにおける託送料⾦の規制を⼿掛かりに（2009年）

*1: BNetzA、Evaluation report pursuant to section 33 of the Incentive Regulation Ordinance（2015年）

【評価】
インセンティブ規制は、基本的には成功で、設備投資にもマイナスの影響は⾒られない
（BNetzAの評価*1）

[2009年〜] インセンティブ規制（レベニューキャップ制度）の適用
 インセンティブ規制の内容について、規制機関のインセンティブ規制の導入計画に関する報告書
が公表され、関係者の意⾒を収集した。本報告書では、料⾦の上限を定めるプライスキャップよ
りも、より少ない市場の情報で実施可能なレベニューキャップが好ましいと結論付けている。

 インセンティブ規制では、制御不能コスト（第11条(2)）を除いた制御可能コストに対して、他
事業者との⽐較によるベンチマーキングの結果に基づき設定される効率スコアを適⽤して（第12
条）、託送料⾦から得られる年間総収⼊額の上限（レベニューキャップ）が決定される（第4条）。
この上限より⽀出が低ければ、その差額を利益として得ることができる。

 各事業者に与えられる効率性の⽬標値は、企業が全ての合理化の余地をなくしてその達成を⽬指
すことができる値であること、地理的条件や需要密度に基づく供給の困難性等の外部要因を考慮
して、効率性の⽐較を⾏うこと、等が定められている。



レベニューキャップの算定期間

レベニューキャプは、基準コストを基に、規制期間中の5年分が5年毎に設定
されるが、毎年調整することで、実態との乖離を補正している。
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第1期規制期間︓
2009-13年

（€）

レベニューキャップ
（5年毎に設定し、毎年調整）

第2期規制期間︓
2014 -18年

支出（コスト）
レベニュー

基準コスト
（第2期基準年︓2011年）

基準コスト
（第1期基準年︓2006年）

 規制期間は5年間で、第1期は2009年1月1日より始まる。（ARegV § 3）
 レベニューキャップは、規制期間中、毎年調整される。（ARegV § 4 (2)）
 基準コストは、規制期間が始まる2年前に、それよりも1年前（基準年）の実コストを基に算定
される。第1期の基準年は2006年となる。（ARegV § 6 (1) ）

より直近の実際のコストを
反映するために、5年毎に
基準コストを改定している

（出所）⼀橋⼤学、東⽥尚⼦、電⼒市場における競争と法（1、2・完）︓ドイツにおける託送料⾦の規制を⼿掛かりに（2009年）



制御可能コストの内、⾮効率と判断されたコスト（⾮効率コスト）は、レベ
ニューキャップとして認められるコストから除外される。
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総
コ
ス
ト

制
御
可
能
コ
ス
ト

制
御
不
能
コ
ス
ト

⾮効率コスト

効率コスト

1
1

• ⾮効率コストは、制御可能コストを対
象としたDEA分析・SFA分析により求
められる効率スコアを基に算定される

• 【効率化⽬標】
⾮効率コストは、規制期間（5年間）
中に毎年均等に削減し、規制期間終了
時にゼロにしなければならない
（詳細は63ページ参照）2

2 • 制御不能コストは、インセンティブ
規制（ARegV）の§ 11 (2)にて規定
されている
（詳細は66〜69ページ参照）

⾮効率コスト
算定の対象外

レベニューキャップと効率化⽬標（1/2）

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 11 -14



レベニューキャップと効率化⽬標（2/2）

レベニューキャップは、規制期間が始まる前に5年分が設定されるが、実際は、
規制機関への申請・承認を経て、毎年調整することが可能である。
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総
コ
ス
ト

制
御
可
能
コ
ス
ト

制
御
不
能
コ
ス
ト

⾮効率コスト

効率コスト

3 • レベニューキャップ（＝効率コスト
＋制御不能コスト）は、5年間の規
制期間が始まる前に、5年間の各値
が設定される

• しかし、実際は、期初に設定された
レベニューキャップは、5年間固定
される訳ではなく、規制機関への申
請・承認を経て、毎年調整すること
が可能である

• 調整可能な項目は、 ARegVの§ 4 
(3) -(5)にて規定されている
（詳細は71〜73ページ参照）

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
（
５
年
目
）

3

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 4, 11 -14



制御不能コスト、効率コスト、⾮効率コストの割合

制御不能コストの占める割合は、TSO・4社が全て70%以上、特に、TenneT
が94%と高い。一方、TSO・4社の⾮効率コストは、全て1%未満である。
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総
コ
ス
ト

制
御
可
能
コ
ス
ト

制
御
不
能
コ
ス
ト

⾮効率コスト

効率コスト

TenneT 50Hertz AmprionTransnetBW

TSO DSO
規模の大きい
10社平均

94% 78% 73% 72%

5.8% 22% 27% 27.2%

0.2% 0% 0% 0.8%

56.3%

42.9%

0.8%

第2期規制期間
（2014 -18年）

（出所）NetzeBWのプレゼン資料



⾮効率コストの削減（1/3）

⾮効率コストの算定に使⽤される効率スコアは、下限値が60%に、上限値が
100%と105%の2通りに、それぞれ定められている。
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規制期間（5年）

（€）

制
御
不
能
コ
ス
ト

非
効
率

コ
ス
ト
効
率
コ
ス
ト

規制機関は、効率スコアを、規制期間が始まる
前の7月1日に政府に提出しなければならない

制
御
可
能
コ
ス
ト

統計的検定の結果、事業効率性が⾼すぎ
るため通常のDEA分析・SFA分析の対象
外となった事業者は、別途⾏うSuper 
efficiency analysisにより、100%＋α
（α≦5%）のボーナスを付与される

提
出

効率スコア

下
限
値

上
限
値

効率スコア算定に必要なデータを提出
しない事業者は60%に自動設定する

1年⽬の⾮効率コスト＝制御可能コスト×(100－効率スコア (%))/100

(i)
100%

(ii)
105%

通常のDEA分析・SFA分析の対象とな
る事業者の場合

60%

規制期間内で
均等に削減する

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 12, 12a

再掲



⾮効率コストの削減（2/3）

分析⼿法により効率スコアの算定結果が変わるため、単⼀の分析⼿法に限定
するのではなく、複数の分析⼿法を導⼊して不公平感の緩和を図っている。
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手法① -③の順番で、算定した効率スコアを使⽤する

複数の分析
手法の導入
（TSO）

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 22

緩和措置①緩和措置①

国内のTSOを対象としたDEA分析・SFA分析の効率スコアを使用する
（SFA分析の実施に十分なデータ数がない場合、DEA分析のみを実施）

Reference Grid Analysisとは
• 2019年から始まる第3期規制期間から新たに導入される分析手法で、各TSOは、2016
年のデータを基に、2017年に計算を実施済

• コストと経済効果の理想的な⽐率を有するネットワークモデルを決定する
• TSO4社の事業費について、上記のネットワークモデルからの乖離度を求め、乖離度が
最も小さいTSOの効率スコアを最⾼の100%に設定した上で、残り3社分も決定する

手法①の計算結果の信頼性確保に十分なデータが揃ってない場合
⇒他国のTSOも含めた国際比較e3GRIDの効率スコアを使⽤する

手法②のe3GRIDでも十分な比較データが揃わない場合
⇒Reference Grid Analysisの効率スコアを使⽤する
（e3GRIDとReference Grid Analysisの併用も可）

手法①

手法②

手法③



⾮効率コストの削減（3/3）

計画外の特別業務が発生した場合と、最低限のレベニューを確保すべき必然
性が認められた場合は、⾮効率コストの削減に対する緩和措置が適⽤される。
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あらゆる合理的な⼿段を使っても⾮効率コストを削減できない
ことが判明した場合
※合理的な⼿段であるかどうかは、⾮効率コストの算定対象
（制御可能費用）を考慮して、規制機関が判断する）

送配電事業
環境の考慮

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 15, 16

最低限の
レベニュー
の確保

計画外の
特別業務

効率スコアを算定する際に計画していなかったものの、必要
な特別業務であることを事業者が証明でき、かつ、その特別
業務が制御可能費用の5%以上の増加につながる場合

緩和措置②緩和措置②
適用
条件

緩和
措置 規制機関が、効率スコアを高める方向に調整する

適用
条件

緩和
措置

規制機関が、削減すべき⾮効率コストを低減する⽅向に調整する
※背景に、「エネルギー事業法（EnWG）で定められる必要業
務を省略してはいけない」との原則がある



制御不能コスト（1/4）

制御不能コスト（Uncontrollable Cost）は、インセンティブ規制（ARegV）
の§ 11 (2)にて規定されている。
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制御不能コスト（ARegV § 11 (2)） ︓TSOのみに適用
1. Statutory acceptance and remuneration obligations 法令で定められた報酬
2. Concession fees ⾃治体が所有する公共ネットワークの使⽤料⾦
3. Operating taxes 税⾦
4. Required utilization of upstream network levels 上位電圧系統の使⽤料⾦

5.
Retrofitting of inverters (SysStabV§ 10 (1)), 
Retrofitting of plants for the production of 
electricity from renewable energies and 
combined heat and power (SysStabV§ 22) 

低圧・高圧の太陽光発電のインバーター改修費用の
50%、再エネ及びコージェネレーション発電設備の
導入に伴う改修費用（SysStabVの目的は、分散電源
による系統不安定化のリスクを回避すること）

6.

Approved investment indicated below
(ARegV§ 23 (1) 1-9) ARegV § 23 (1)の1-9で規定された投資に係る費用

§ 23 (1) 1. Grid expansion measures following the 
connection of power generation plants 
(EnWG§17 (1))

§ 23 (1) 1. 最終需要家、下位系統、EVの充電設備、
発電設備、蓄電池の接続に伴う系統拡張
（技術⾯・経済⾯で、適切性・公平性・透
明性が担保され、かつ、自社や関連会社内
で提供するサービスに劣らないこと）

§ 23 (1) 2.Integration of plants subject to 
EEG and KWKG

§ 23 (1) 2. 再生可能エネルギー法及びコージェネレー
ション法で定められた発電設備の統合

§ 23 (1) 3. Development of interconnection 
capacity (Regulation (EC) No 
714/2009 Article 16 (6) (b))

§ 23 (1) 3. 連系線の容量増強

6.

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 11



制御不能コスト（2/4）
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制御不能コスト（ARegV § 11 (2)） ︓TSOのみに適用

6.

§ 23 (1) 4. (Items forgas network) § 23 (1) 4.（ガス系統に関する事項）
§ 23 (1) 5. Lines for grid connection of wind turbines 

at sea (EnWG§17d (1), §43 1) § 23 (1) 5. 洋上⾵⼒発電の系統接続ケーブル

§ 23 (1) 6. Expansion investment for the 
construction of high-voltage lines on 
new lines with a rated voltage of 110 
kilovolts as underground cable, insofar 
as the total costs for construction and 
operation of the underground cable do 
not exceed the total costs of the 
technically comparable overhead line

§ 23 (1) 6.110kVの新規地中ケーブル（その
建設・運用に係る費用は、架空
ケーブルの建設・運用に係る費用
を超えてはならない）

§ 23 (1) 7. Basic restructuring measures which are 
associated with considerable costs, 
necessary to implement the technical 
standards to ensure the technical safety 
of the network (EnWG§ 49 (5))

§ 23 (1) 7. 系統の技術的な安全性を確保する
ために必要な基礎的な再構築費用
の内、高額なもの

§ 23 (1) 8. Use of conductor cable temperature 
monitoring and high-temperature 
conductor cables

§ 23 (1) 8. 高温のコンダクターケーブル及び
その監視装置

§ 23 (1) 9. High-voltage direct-current 
transmission systems for the 
expansion of electricity transmission 
capacities, New cross-border high-
voltage direct current interconnectors 
as pilot projects

§ 23 (1) 9. 送電容量を増強するための特別⾼
圧の直流送電システム、新規パイ
ロットプロジェクトにおける国境
を超える特別⾼圧の直流連系線

6.

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 11



制御不能コスト（3/4）
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制御不能コスト（ARegV § 11 (2)） ︓TSOのみに適用

6a. Liquidation of the deduction amount (ARegV 
§ 23 (2a))

投資期間終了後20年かけて清算される、ARegV§
4 (3) 2.に係る投資期間終了前3年間の投資費⽤

7.
Additional costs for the erection, operation 
and modification of underground cables 
(EnWG§ 43)

洋上⾵⼒の接続に伴う、海底または地中ケーブル
の建設・運用・改修費用

8. Avoided networkcharges 回避された系統利⽤料⾦の⽀払い
8a. (Items forgas network) （ガス系統に関する事項）

8b. Payments to cities or municipalities 
(StromNEV§ 5 (4))

新規建設に伴い、架空送電線が通過する市や自治
体への通⾏料の⽀払い（380kV以上（DCは300kV
以上）について、40,000€/km）

9.

Company agreements and collective 
bargaining agreements on supplementary 
pay and benefits, insofar as these were 
concluded in the period prior to 31 December 
2016

2016年12月31日より前に締結された、団体労働
協約による不定期労働コスト（退職⾦、健康保険、
失業保険、児童手当、妊娠手当、障害保険、休日
出勤手当、等）

10. Company and staff council activities carried out in the legal framework
法令で定められた会社及び社員の議会・委員会活
動費

11.
Vocational training and education in the 
company, Day-care centers for children of 
employees employed in the network area

社員の職業訓練・教育費用、社員の子供向け保育
所・託児所の費用

12. Cross-border cost allocation (Regulation (EU) No 347/2013 Article 12 )
国境を超える送電線建設（メンテナンス費用を除
く）に係る投資費用の割当て分

12a.Research and development (ARegV § 25a) 連邦政府が認めたR&D費⽤の内、公的資⾦を除い
た⾦額の50%

12.

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 11



制御不能コスト（4/4）
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制御不能コスト（ARegV § 11 (2)） ︓TSOのみに適用

1.
Compensation payments under the 
compensation mechanism (Regulation (EC) 
No 714/2009 Article 13)

国境を超える電⼒取引に係る費⽤

2. Proceeds from bottleneck management 
(Regulation (EC) No 714/2009 Article 16) 送電系統の混雑管理に係る費⽤

3.
Cost of purchasing energy to provide 
compensation, including the cost of load-side 
procurement

補填電⼒の購⼊費⽤（需要側も含む）

電⼒系統（ガス系統は除く）を対象とした制御不能コスト

制御不能コスト（ARegV § 11 (2)） ︓TSOのみに適用

13. Dissolution of grid connection costs, Building costs subsidies (StromNEV§ 9 (1))
他社から支払われる系統接続費用、建設費用助成
⾦ ⇒託送料⾦による回収対象から除外する

14. Nationwide compensation mechanism (EnLAG§ 2 (5)) 特別高圧地中ケーブルの実験に係る追加費用

15. Financial compensation (EnWG§ 17d (7)) 洋上⾵⼒発電の建設計画の実⾏に係る費⽤

16.
Capacityreserve (EnWG§ 13e (3), § 13h), 
Decommissioning of lignite power plants 
(EnWG§ 13g), Special network equipment 
(EnWG§ 11(3))

予備⼒の調達費⽤、閉鎖が決まった褐炭発電所を
起点日から完全閉鎖までの4年間において利⽤した
場合の料⾦、ネットワークの安全性と信頼性を回
復するための特殊設備費⽤

17. Compensation (EEG § 15 (1) which meets the requirements of EEG § 15 (2))
系統混雑に起因する、再エネ及びコージェネレー
ション発電電⼒に対する出⼒抑制の補償費⽤

1.

2.

15.

16.

14.

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 11



レベニューキャップの期中調整（1/9）
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レベニューキャップは、規制期間内（期中）でも調整が可能である。

レベニューキャップ（RC）の計算式
（第1期規制期間）RC= a + b * (c – d) * e + f + g
（第2期規制期間）RC= a + b * (c – d) * e + f + g + h
（第3期規制期間）RC= a + b * (c – d) + e+ f + g + h

年
（第1期）

(a)
制御不能
コスト

(b)
制御可能
コスト－
⾮効率コ
スト

(c)
消費者
物価指数
（CPI）

(d)
生産性指
標

(e)
拡張係数
（第3期で
は廃止され、
KKAに代わ
る）

(f)
電⼒品質
指標

(g)
電⼒量（送
電ロス）の
調達コスト
変動調整

(h)
需要変動
調整、制
御不能コ
スト変動
調整

RC

2009 100 50 1.02 0.0125 1.000

（RCの計算簡素化のため、
数値は省略）

150.38
2010 120 49(=50-1) 1.04 0.0251 1.020 170.72
2011 125 48(=50-2) 1.05 0.0379 1.020 174.55
2012 130 47(=50-3) 1.07 0.0509 1.025 179.10
2013 130 46(=50-4) 1.10 0.0641 1.040 179.56

期中調整 可
不可

（原則、5年
間固定）

可 不可
（5年間
固定）

可 可 可 可 －

タイプ － － －

参照法令 ARegV
§ 4 (3) 2. － ARegV

§ 4 (3) 1. － ARegV
§ 4 (4) 1.

ARegV
§ 4 (5)

ARegV
§ 4 (3) 3.

ARegV
§ 4 (4) 1a. －

※ 数値はイメージ

A A B C A B

再掲



レベニューキャップの期中調整（2/9）

期中調整の内容は、インセンティブ規制（ARegV）の§ 4 (3)-(5)で定められ
ている。
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変更があった場合に、次の1月1日に調整が適用される項目 －ARegV§ 4 (3)－

1. Consumer price index (ARegV § 8) 基準年の消費者物価指数に対する、対象年の消費
者物価指数の比

2.

Following uncontrollable cost (ARegV § 11 
(2))[refer to above]

下記に⽰す制御不能コスト [再掲]

§ 11 (2) 1. Statutory acceptance and 
remuneration obligations § 11 (2) 1. 法令で定められた報酬

§ 11 (2) 2. Concession fees § 11 (2) 2. 自治体が所有する公共ネットワークの
使⽤料⾦

§ 11 (2) 3. Operating taxes § 11 (2) 3. 資産運⽤に係る税⾦
§ 11 (2) 4.Required utilization of upstream 

network levels § 11 (2) 4. 上位電圧系統の使⽤料⾦

§ 11 (2) 5.Retrofitting of inverters (SysStabV
§ 10 (1)), Retrofitting of plants for 
the production of electricity from 
renewable energies and combined 
heat and power (SysStabV§ 22)

§ 11 (2) 5. 低圧・高圧の太陽光発電のインバー
ター改修費用の50%、再エネ及びコー
ジェネレーション発電設備の導入に伴
う改修費用（SysStabVの目的は、分
散電源による系統不安定化のリスクを
回避すること）

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 4

A



（前ページからの続き）

2.

§ 11 (2) 6. Approved investment
(ARegV§ 23 (1) 1-9)

§ 11 (2) 6.ARegV§ 23 (1)の1-9で規定された
投資に係る費用

§ 11 (2) 8. Avoidednetwork charges § 11 (2) 8. 回避された系統利⽤料⾦の⽀払い
§ 11 (2) 13.Resolution of grid connection 

costs, Building costs subsidies 
(StromNEV§ 9 (1))

§ 11 (2) 13. 他社から支払われる系統接続費用、
建設費⽤助成⾦ ⇒託送料⾦による
回収対象から除外する

§ 11 (2) 15.Financial compensation (EnWG§
17d (7)) § 11 (2) 15. 洋上⾵⼒発電の接続計画に係る費⽤

§ 11 (2) 16.Capacityreserve (EnWG§ 13e 
(3), § 13h), Decommissioning of 
lignite power plants (EnWG§
13g), Special network equipment 
(EnWG§ 11(3))

§ 11 (2) 16. 予備⼒の調達費⽤、閉鎖が決まった
褐炭発電所を起点日から完全閉鎖ま
での4年間において利⽤した場合の料
⾦、ネットワークの安全性と信頼性
を回復するための特殊設備費⽤

§ 11 (2) 17.Compensation (EEG § 15 (1) 
which meets the requirements of 
EEG § 15 (2))

§ 11 (2) 17. 系統混雑に起因する、再エネ及び
コージェネレーション発電電⼒に対
する出⼒抑制の補償費⽤

3.
Costs for the procurement of energy, in 
particular costs for the procurement of 
energy loss (ARegV § 11 (5))

電⼒量（特に送電ロス）の調達コスト

レベニューキャップの期中調整（3/9）

72（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 4



レベニューキャップの期中調整（4/9）

73

系統運用者から申請があった場合（1と1aは6月30日まで）に、次の1月1日に調整が適用さ
れる項目 －ARegV§ 4 (4)－

系統運用者から申請があった場合（1と1aは6月30日まで）に、次の1月1日に調整が適用される項目

1. Expansion factor (ARegV § 10),  
Capital cost surcharge (ARegV § 10a)

拡張係数（75ページ参照）、
CAPEX（＝減価償却費＋株主資本コスト＋負債コス
ト＋税⾦）

1a. Regulatory account (ARegV § 5)
需要変動によるレベニューの予測値と実測値の差異
（76ページ参照）、制御不能コストの⼀部（ARegV
§ 11 (2) 4-6, 8, 15-17）の予測値と実測値の差異

2.
Unreasonable hardship for the network 
operatorto retain the revenue cap due to 
the occurrence of an unforeseeable event

予測不能な事態によるレベニューキャップの変動

規制機関が主体的に⾏う調整で、次の1月1日に適用される －ARegV§ 4 (5)－

1. Quality element (ARegV§ 19) 電⼒品質指標（77ページ参照）

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 4

B

C



• 安全で、消費者に優しく、効率的で、持続可能な電⼒を提供するというエネ
ルギー事業法の目的（EnWG§ 1(1)）に沿って、効率的なネットワーク接
続を実現するために、規制機関は、レベニューキャップの期初設定及び期中
調整について、規定と承認による決定ができる。（ARegV§ 32 (1) ）

74（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 17

1月1日

本年 翌年

新料⾦
適用開始日

レベニューキャップの期中調整

ARegV§ 4 (3)

ARegV§ 4 (4)

ARegV§ 4 (5) 託送料⾦
が上がる

託送料⾦
が下がる

※上位電圧系統の事業者は、下位電圧系統の事業者に、託送料⾦の調整量を、
翌年の1月1日よりも前に伝えなければならない

【事業者の義務】
託送料⾦を下げな
ければならない

【事業者の権利】
託送料⾦を調整す
る権利を有する

レベニューキャップの期中調整（5/9）－料⾦改定プロセス－

A

B

C

再掲



レベニューキャップの期中調整（6/9）－拡張係数－

75

拡張係数は、DSOの高圧、低圧レベルのネットワークの拡張、または、特別
⾼圧／⾼圧、⾼圧／低圧の変電所の拡張に係る調整を⾏う係数である。

拡張係数
（EF）

EFの
計算式

適用条件

【対象】DSOの高圧、低圧レベルのネットワーク
【対象外】TSO、DSOの特別高圧レベルのネットワーク

（これらは、投資費用（ARegV§ 23）として反映される）

下記(i)及び(ii)で計算したEFを、制御可能コストに乗じることで、レベ
ニューキャップの調整を⾏う

(i) DSOの高圧、低圧レベルのネットワークの拡張
EFt,i= 1 + 0.5 * max ((Ft,i– F0,i)/F0,i; 0) 

+ 0.5 * max ((APt,i– AP0,i)/AP0,i; 0)
(ii) 特別高圧／高圧、高圧／低圧の変電所の拡張

EFt,i= 1 + max ((Lt,i– L0,i)/L0,i; 0)

F : 供給エリア、AP : 接続ポイント数、L : ピーク電⼒
i: 電圧レベル、t: 規制期間中の各年、0: 基準年

対象

電⼒の供給範囲が拡張した結果、制御可能コストが0.5%以上増加し
た場合に、拡張係数が適用される

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 10

2019年から始
まる第3期規制
期間ではEFが
廃止され、KKA
に代わる予定



レベニューキャップの期中調整（7/9）－需要変動－

76

需要変動に伴う、レベニューキャップと実際のレベニューの差異は、原則次
の規制期間にて調整されるが、差異が5%以上の場合は、翌年に調整される。

① 第1期規制期間（1stperiod)の1-4年⽬の変動分を、1st
periodの5年⽬に集計する

② 集計の結果、実際のレベニューがレベニューキャップを
上回った分は、第2期規制期間（2ndperiod）に減額さ
れる（逆に、下回った分は、 2ndperiodに増額される）

① 実際のレベニューがレベニューキャップを5%以上上回
る（右図のYear2）

② ①で上回った分は、翌々年に減額される（逆に、下回っ
た分は、翌々年に増額される）

③ Year2以外の5%以上変動していない年の変動分は、上
記のケース1と同様に調整される

ケース1︓レベニューキャップに対する実際のレベニュー
の変動分が5%未満（単年度基準）の場合

ケース2︓レベニューキャップに対する実際のレベニュー
の変動分が5%以上（単年度基準）の場合

（出所）RWE “Incentive Regulation for German Energy Networks” (2008年), BNetzA“The main tools of incentive regulation in Germany” (HP)



レベニューキャップの期中調整（8/9）－電⼒品質の維持－

77

電⼒品質指標による調整については、・・・

TSOは、ネットワークシステムに問題がある場合に、DSOや発電事業者に停止を命じることが仕
事であるため、SAIDIやSAIFIは適⽤されない。実際にドイツの電⼒品質に問題はなく、TSOレ
ベルでの停電は、直近で2006年にまで遡り、それも船舶の事故によるものであった（TenneTの
担当者）

ボーナス・ペナルティが付与されるが、実際に発⽣する停電は、多くても年間15分程度と少な
く、コスト換算でも、制御可能コストの0.5%程度である（NetzeBWの担当者）

TSO

DSO

 SAIDIやSAIFI等の電⼒品質指標による、ボーナス・ペナルティの付与は、
TSOには適用されない

（出所）Incentive Regulation Ordinance (ARegV) § 18-21、TenneT、NetzeBWの担当者へのヒアリング（2017年）

 SAIDIやSAIFI等の達成度に応じて、ボーナス・ペナルティが付与され、その
分、レベニューキャップが調整される

• 電⼒品質維持の観点から、インセンティブ規制が、投資活動に逆効果を与えていないかどうかの解明
• 事業者の年間の投資額が設備の⽼朽化や使⽤条件に釣り合ったものであるかどうかの分析
• 年間の減価償却費、メンテナンスの質
※規制機関は、追加資料の提出や説明を求めることができる

 規制機関が、電⼒品質の維持に必要な投資を促すための監視を⾏っている。

TSO・DSOは、規制機関の求めに応じて、下記に関する報告書を提出しなければならない



レベニューキャップの期中調整（9/9）－電⼒品質の維持－

78

電⼒品質指標による調整については、・・・

（出所）BNetzA, Monitoring report（2017年）

 ドイツの電⼒品質は欧州の中でも⾼く、エネルギー⾰命による電源の分散化が進んでい
る状況下においても、平均停電時間（SAIDI）は低下傾向にある。

－SAIDI（合計）－

－SAIDI（低圧・高圧）－
SAIDI

 送配電事業者は、毎年4月30日ま
でに、 3分以上の停電について、
発生時刻・継続時間・範囲・原因
に関する詳細と共に、将来の停電
を避けるための方法について、
BNetzAに、報告しなければなら
ない（EnWG§ 52）

 2016年のSAIDI（合計）は
12.80分と、過去⼗年の平均値
15.87分を下回っている（上図）
→エネルギー革命により分散電源
は普及しているが、電⼒品質は
向上している

 特に、低圧のSAIDIは、高圧の
SAIDIに比べて短い（下図）

（分）

（分）

低圧

高圧
合計



レベニューキャップへの投資コストの反映方法

79

レベニューキャップへの投資コストの反映方法は、TSOとDSOで異なる。
DSOについては、第3期規制期間より、新たにCost+が適用される。

 ARegV§ 11 (2)の6.において、9項目（ARegV§ 23 (1) 1-9）が、“制御不能
コスト”として認められているTSOの

投資コスト
（CAPEX）

DSOの
投資コスト
（CAPEX）

 CAPEXの増分は、拡張係数（EF）に反映され、“制御可能コ
スト”に乗じることで、レベニューキャップの調整を⾏う

第2期規制期間
（2014-18年）

第3期規制期間
（2019-23年）

 新たに導入されるCost+によりCAPEXが毎年⾒直され、その
結果を反映した係数KKAを加算することで、レベニュー
キャップの調整を⾏う

（出所）TenneT、NetzeBWの担当者へのヒアリング（2017年）

ドイツでは、エネルギー⾰命により多くの投資が必要となったため、制御不能コストの割合が⾼
くなった。現在は、設備投資のピークであり、エネルギー⾰命が達成され投資が減れば、制御不
能コストの割合は元に戻るだろう（TenneTの担当者）

NetzeBWの第2期の効率スコアは94%であったが、実際は、⾮効率コス
ト（＝制御可能コスト×6%）を削減できていない。要因として、太陽
光・⾵⼒発電の普及に伴う投資の増加が挙げられる。ここ数年コストは増
加傾向であり、今の制度は現状に適していない（NetzeBWの担当者）

第2期までは、DSOの再エネ関連の新規投資は、制御不能コストとして認
められていなかった。しかし、第3期から新たに導入されるCost+では、
CAPEXが毎年⾒直される予定である。Cost+の適用は第3期のみで、第4
期からは元（第2期）の制度に戻る予定である（NetzeBWの担当者）



送配電事業者へのインセンティブ

ドイツのインセンティブ規制では、事業効率化、投資促進、電⼒品質維持に
対するインセンティブが組み込まれている。

80

事業効率化

電⼒品質維持

投資促進

 ⾮効率コストの設定
⾮効率コストとして設定された分、レベニューキャップが
減額されるため、送配電事業者には、その減額分に対処す
るために、事業効率性を⾼めるインセンティブが働く

 効率スコアへのボーナス付与
事業効率性が⾼く、Super efficiency analysisの実施対象
となった事業者には、通常の効率スコア（上限値︓
100%）に＋α（α≦5%）のボーナスが付与される

 設備投資
ARegV§ 23で認められた投資費用は、
制御不能コストに含めることができる
（TSO）

 R&D投資
連邦政府に認められたR&D費用の内、
公的資⾦を除いた⾦額の50%を制御不
能コストに含めることができる

 電⼒品質指標
電⼒品質指標の達成度に応じて、ボーナス・ペナルティが付与される

 電⼒品質維持活動の報告義務
規制機関の求めに応じて、インセンティブ規制が電⼒品質維持の投資を妨げていない
か、設備の⽼朽化や使⽤条件に釣り合った投資をしているか、等に関する分析報告書
を提出しなければならない

インセンティブ



コストダウンの取組み（システムサービス費用）（1/3）

2014年から2015年にかけて、再給電指令と予備⼒に係る費⽤が大幅に増加
している一方で、バランシングサービス費用は2016年にかけて減少している。
（要因の分析は、次ページ以降を参照）

81（出所）BNetzA、Monitoring report（2015 -17年）

システムサービス TSO（4社合計、M€）
項目 説明 2014年 2015年 2016年

ネットワーク
システム
セキュリティ
・安定化

再給電指令
本来の発電計画とは異なる出⼒増
加・抑制指令に係る費⽤（運転中の
電源を優先）

185 412 220

カウンター
トレーディング

契約した取引の最低容量を、ネット
ワークの混雑なしで補償する費用 1 24 12

予備⼒ 再給電指令で⾜りない場合に発動す
る予備⼒の調達・運転費⽤ 75 219 285

フィードイン
マネジメント

再エネとCHPに対する出⼒抑制の補
償費用 － 478 373

その他 － 51 66 69

バランシングサービス
需給調整市場におけるバランシング
予備⼒（1次・2次・3次）の調達費
用（発生したインバランスのkWhに
係る費用は除く）

437 316 198

送電ロス補填 － 288 277 305 
合計 1,037 1,792 1,461

2.2倍1

2

3

2.9倍

約半分
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コストダウンの取組み（システムサービス費用）（2/3）

2015年の再給電指令費⽤は、電源構成等の外部要因により、⼤幅に増加した。
2015年の予備⼒は、再給電指令の効率化を追求した結果、⼤幅に増加した。

82

再給電指令に係る費⽤ 予備⼒（国内＋海外）に係る費⽤1 2

2.2倍

 2015年に⼤幅に増加した理由
• Grafenrheinfeld原⼦⼒発電所の停⽌
• ⾵⼒発電の増加、⾵速の増加
• 送電ネットワークの建設の遅れ
• オーストリアへの輸出量の増加

2.9倍

 2015年に⼤幅に増加した理由
• TSOが、再給電指令の⽅法を検討した結果、
予備⼒を海外から調達するのがより効率的で
あることが判明し、その⽐率を⾼めたため
（2015年の予備⼒の内、海外⽐率は80％）

（出所）BNetzA、Monitoring report（2016、17年）



 2次・3次予備⼒の調達費⽤が減少傾向にある理由
• 2010年に、4つのTSOのエリアを対象に、系統の協調運用が開始され、無駄が削減されたため

 従来、バランシングサービスは、主に⽕⼒で賄われてきたが、2017年6月にBNetzAが、
蓄電池・再エネ・⽔⼒発電・バイオガス発電等が参加し易いように、2次・3次予備⼒の⼊
札条件に関する改訂（⼊札期間の短縮、最低⼊札量の⾒直し）を⾏った
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コストダウンの取組み（システムサービス費用）（3/3）

2次・3次予備⼒の調達費⽤は、2010年に4つのTSOの系統運用が協調された
ことにより、減少傾向にある。

83（出所）BNetzA、Monitoring report（2017年）

バランシングサービスに係る費用3

－需給調整市場におけるバランシング予備⼒に係る費⽤－

棒グラフは、左から、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年



レベニューキャップ制度の評価・今後の⽅向性（1/2）

経済エネルギー省（BMWi）は、エネルギー革命や消費者保護の観点も含め
て、インセンティブ規制の改訂の方向性を示した。

84（出所）*1: BMWi、Press release（2015年、2016年）、*2: BMWiのホームページ, Article “Grids and grid expansion” 

BMWi
の視点

投資促進

 2016年9月に改訂されたインセンティブ規制では、下記に示す① -③
の3要素がバランスよく考慮されている*1、2
① 投資環境の改善・・・事業者の実際の設備投資コストをレベニュー
として認めることで、より良い投資環境をつくる。また、投資コス
トは、定期的に⾒直すのではなく、毎年調整できるようにする

② 事業効率化インセンティブ・・・事業者間の⽐較による事業効率化
インセンティブの導入は成功であった。さらに改善するために、規
制機関の権限を強めていく

③ 透明性の向上・・・規制機関の決定事項と、送配電事業者のコス
ト・利益を、さらに⾒える化していく

全体の
評価

 再エネの80%が、既に配電ネットワークに接続されており、かなりの
投資が必要となる。よって、インセンティブ規制は、エネルギー革命
と両⽴できるよう、改訂していく（BMWiの副大臣*1）

 消費者の託送料⾦は可能な限り低く抑える必要がある。⼀⽅で、投資
環境をより魅⼒的にするためには、投資により増えるCAPEXを遅延な
く料⾦に反映することも必要である*1



レベニューキャップ制度の評価・今後の⽅向性（2/2）

規制機関（BNetzA）は、インセンティブ規制（ARegV）の§ 33に従って、
第1期規制期間におけるARegVの評価を実施した。

85（出所）BNetzA、Evaluation report pursuant to section 33 of the Incentive Regulation Ordinance（2015年）

BNetzA
の視点

投資促進

 インセンティブ規制は、基本的には成功で、設備投資にもマイナスの
影響は⾒られない

 ARegVの§ 11 (2) 9.の不定期労働コスト*は、自社分は制御不能コス
トに含めることができるが、他社に委託した分はそうでなくなるため、
事業者の判断に影響を与えており、大きな問題となっている

全体の
評価

 配電ネットワークについては、いつくかの改訂が必要である。その1
つが、投資とレベニュー調整の時間遅れを解消することである

 送配電ネットワークの代わりに、インテリジェンス投資へのインセン
ティブを導入することで、10-20%の省コスト化が可能となる

 イノベーションに対する、⻑期的なインセンティブ制度が必要である

 効率化⽬標が達成され、電⼒品質も⾼いまま維持できている
 DEA分析の効率スコアは最⾼で100%であるため、効率的な事業者に
は、（効率スコアが100%以上とならないため、）メリットが小さい

 効率スコアの平均値は、第2期では94.7%となり、第1期に比べて、
2.5%向上した

事業
効率化
・

電⼒品質
維持

* 出所に⽰す資料には、Non-wage labourcostsと記載されており、一般的には、退職⾦、
健康保険、失業保険、児童手当、妊娠手当、障害保険、休日出勤手当、等が含まれる



2.4 送配電産業の競争⼒強化
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送配電事業者の事業範囲（1/6）

電⼒の送配電やシステムサービス等のコア事業のみが規制対象事業と定義さ
れ、これに係るコストのみが託送料⾦の算定対象となる。
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規制対象事業 規制対象“外”事業

送配電事業者

コア事業
• 電⼒の送配電
• 電⼒のシステムサービス
（バランシングサービス等）

• 近隣諸国との協調による国際市場形成

その他事業（例）
• 国際連系線のインターコネクター事業
• 放送・電気通信インフラ事業
• 電⼒卸市場の運営
• LNGターミナル事業
• 再エネ発電事業
• 計量業務
• 不動産、保険事業

 託送料⾦の算定対象となり、規制を
受ける

 電⼒の流通を円滑かつ効率的に⾏う
ために必要な、補助的な事業



送配電事業者の事業範囲（2/6）

National Grid plcは、英国と⽶国における電⼒・ガスの送配事業者と、規制
対象“外”事業を⾏うNational Grid Ventures等を保有する。

88（出所）National Grid, Annual report, 2017/18年

National Grid plc

英国 米国

規制対象事業
（英国・米国共に、各国の規制が適用される）

規制対象“外”事業

National Grid 
Ventures※、他
※2017年4月設⽴TSO

（電⼒）
TSO
（ガス）

TSO・DSO
（電⼒）

DSO
（ガス）

レベニュー︓
4,126 M£

レベニュー︓
9,272 M£

レベニュー︓
770 M£

レベニュー︓
1,082 M£

• 国際連系線のインターコネ
クター事業

• LNGターミナル事業
• 再エネ発電事業
• 計量業務
• 不動産、保険事業

コア事業 コア事業 コア事業 コア事業



送配電事業者の事業範囲（3/6）

TenneTホールディングスは、オランダとドイツにおける送電事業者と、
規制対象“外”事業を⾏うその他の事業会社を保有する。

89（出所）TenneT, Annual report, 2017年

TenneTホールディングス

オランダ TSO（電⼒） ドイツ TSO（電⼒）

規制対象事業
（オランダ・ドイツ共に、各国の規制が適用される）

規制対象“外”事業

その他事業会社

コア事業

（オンショア）

コア事業

（オンショア）

コア事業

（オフショア）

• 国際連系線のインターコネクター
事業 [BritNed(50%)]

• 放送・電気通信インフラ事業
[NOVEC (100%)、Relined (100%)]

• 卸市場の運営 [EPEX Spot (17%)]
（）内はTenneTの出資⽐率

レベニュー︓879 M€ レベニュー︓3,122 M€ レベニュー︓27 M€



送配電事業者の事業範囲（4/6）

2009年のEU指令︓Directive 2009/72/ECにより、TSO及びDSOは、原則、
蓄電池やEVの充電設備を保有できないため、他社との連携によるパイロット
プロジェクトに取り組んでいる。

90（出所）TenneT, Annual report, 2017年

TenneTオランダ TSO（電⼒） TenneTドイツ TSO（電⼒）

Vandebron（アグリゲーター）

• ⾃動⾞蓄電池の活⽤

Sonnen（家庭用蓄電池メーカー）

• 家庭用蓄電池の活用

TenneTグループが取り組むパイロットプロジェクト

連携 連携

 電⼒取引にブロックチェーンを活⽤し、系統のボトルネックの解消や、⾵⼒発電の
余剰電⼒の蓄電等を⾏う



送配電事業者の事業範囲（5/6）

EUの第3次エネルギーパッケージ（2009年）の中で規定されたDirective 
2009/72/EC の改定案が2016年に公開され、蓄電池、EV、デマンドレスポ
ンスに関する規定が新規に追加されている。
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Directive 2009/72/EC（2016年、改定案）
タイトル No. 内容（関連部分を抜粋）

DSO

DSOの業務 32条
（新規）

• 配電ネットワーク運⽤の効率化を⽬的として、DSOが、分
散電源、デマンドレスポンス、蓄電池等のサービスを利⽤
できるように、各国は、規制の枠組みを整備すること

電⼒ネットワー
クへのEVの融合

33条
（新規）

• EVの充電設備の配電ネットワークへの接続を容易にし、
DSOは、これに関連する業務に協⼒しなければならない

• 下記条件を満たせば、DSOは、EVの充電設備を所有・開
発・運用してよい
(a)競争入札への参加者がいなかった場合
(b)規制機関が認可した場合

蓄電池の保有 36条
（新規）

• DSOは、下記条件を満たせば、蓄電池を所有・開発・運用
してよい
(a)競争入札への参加者がいなかった場合
(b) 配電ネットワークの信頼性・安全性維持に必要な場合
(c)上記(a)及び(b)について、規制機関が認可した場合

（出所）EC、Proposal for a Directive of the European parliament and of the council（2016年）



送配電事業者の事業範囲（6/6）
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Directive 2009/72/EC（2016年、改定案）
タイトル No. 内容（関連部分を抜粋）

TSO

TSOの業務 40条
（修正）

• デマンドレスポンス及び蓄電池により供給されるアンシラ
リーサービスの信頼性を保証すること

• アンシラリーサービスを市場参加者から調達すること、そ
の際、再エネ、デマンドレスポンス、蓄電池、アグリゲー
ターの効率的な参加を保証すること

蓄電池の保有と
アンシラリー
サービスの規定

54条
（新規）

• TSOは、下記条件を満たせば、蓄電池や周波数調整機能を
持たないアンシラリーサービス設備を所有・開発・運用し
てよい
(a)競争入札への参加者がいなかった場合
(b) 送電ネットワークの信頼性・安全性維持に必要な場合
(c) 上記(a)及び(b)について、規制機関が認可した場合

DSO
・
TSO

デマンド
レスポンス

17条
（新規）

• 各国の規制機関は、最終需要家（アグリゲーターを介して
デマンドレスポンスを提供する者を含む）が、発電事業者
と同等の条件下で、市場へ参加することを促進しなければ
ならない

• TSO及びDSOがアンシラリーサービスを調達する場合は、
アグリゲーターを含むデマンドレスポンスプロバイダーを
公平に扱わなければならない

（出所）EC、Proposal for a Directive of the European parliament and of the council（2016年）



ドイツの送配電事業への投資状況（1/2）

BBPIGやEnLAGにより、送電ネットワークの建設計画を定めている。
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Power Grid Expansion Act (EnLAG)Federal Requirements Plan Act (BBPIG)
 2009年に、送電ネットワークの拡張を迅
速化する目的で制定された

 下記2種類のプロジェクトに大別される

（出所）BNetzA、Monitoring report（2017年）、* 数値はいずれも2017年第3Q時点

建設完了
承認済または建設中
承認前または承認中

空間計画プロセス

承認プロセス未到達
送電線

－送電ネットワーク拡張計画－

合計︓1,800km
建設完了︓750km

合計︓5,900km
建設完了︓150km

NABEGで指定された州や国
をまたぐ計画で、BNetzAが
計画に責任を持つ

17プロジェクト*
（下図の□印）

上記以外で、各州の規制当
局が責任を持つ

26プロジェクト*
（下図の◇印）

TSOが計画に責任を持ち、
各州の規制当局が認可する

22プロジェクト*
（下図の○印）



ドイツの送配電事業への投資状況（2/2）

2016年以降、設備投資費の伸びが鈍化または低下している。なお、ドイツで
は、2017年1月に、FIT制度からFIP制度（⼊札制度）に移⾏した。
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DSO（828社）TSO（4社）
 設備投資費は、2013年以降増加傾向に
あったが、2016・17年はやや下がる傾向
にある

 TSOと比較すると、2008年に対する2016
年の設備投資費の伸びは⼩さい

 設備投資費は、2009年以降増加傾向に
あったが、2016・17年は伸びが鈍化して
いる

 2016年の設備投資費2,073M€の内訳
- 90%︓新規建設・機能向上・拡張
- 10%︓メンテナンス・更新

（出所）BNetzA、Monitoring report（2017年）

－TSO（4社）の設備投資費＋関連支出－ －DSO（828社）の設備投資費＋関連支出－

（M€） （M€）

↑
（計画）

↑
（計画）

合計

設備投資費

関連支出

伸びが鈍化
やや下がる傾向



3 配電系統のビジネスの規則
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関連法制度の調査の概要

 諸外国の計量制度、EVの更なる普及、電⼒P2P取引、スマートメーターの
データの活⽤を促進する上で、必要な法制度について調査した。

 分散型電源の拡大や技術革新等によ
り、より柔軟な計量制度が求められ
ている

計量
制度

電⼒
P2P取引

EV

スマメ
データ
活用

 系統の負荷に応じた充電制御など、
EVの更なる普及を後押しする制度が
求められている

 スマートメーターの普及に伴い、そ
のデータの有効活用が期待される

 一方で、個人情報保護等の観点から、
スマートメーターのデータ活用の
ルールが必要

 2019年以降の⾮FIT電源の拡大など
から小規模電源の個人間売買のニー
ズが高まっている

 個人間売買を促進する方法のひとつと
して、P2P取引が挙げられ、P2P取引
を促すための制度改⾰が望まれる

消費者

P2P取引

プロシューマー

①

②

③

④

①

②

③

④



3.1 計量制度
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諸外国の計量制度（1/2）

欧州では、EUの計量器指令（MID）や国内の電気法・計量法等により計量器
の規制が⾏われている。
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調査項目 日本 英国 ドイツ

関連法令  電気事業法
 計量法

 MID
 ElectricityAct 1989
 Weightsand Measures 
Act 1985

 MID
 MessEG
 MessEV

① 検出部・表示部
一体要件の有無

有
（通達にて一部緩和済み） 無 無

② 特定計量器以外
の容認 無 無 無

③ ⾯前計量規制
の有無 有 無 無

④
検定方法 全数検査 サンプル検査 サンプル検査

検定期間 5-10年  電⼦式︓ 10年
 機械式︓ 10-20年

 電⼦式︓8年
 機械式︓16年
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諸外国の関連法令

 EU諸国では、EU全体に適用されるMIDと各国の国内法に準拠する必要があ
る。

Measuring Instruments 
Directive

（Directive 2014/32/EU）

The Electricity Act 
1989

the Meters (Certification) Regulation
（SI 1998/1566）

the Meters (Approval of Pattern of 
Construction and Manner of Installation) 

Regulation (SI 2002/3129)

the Measuring Instruments Regulation
(SI 2016/1153)

The Weights and 
Measures Act 1985

The Measures and Verification Ordinance
（MesseV）

The Measures and 
Verification Act
（MesseG）

Schedule 7で電⼒メーターの
使⽤等に関する法令

一般的な計量器に関する法令

電⼒メーターを含む
計量器に関する法令

電⼒メーターを含む計量器に関する規則

EU諸国に適⽤される計量器
に関する指令

電⼒メーターを含む計量器に関する規則

電⼒メーターを含む計量器の型式・設置に関する規則

電⼒メーターを含む計量器の検定に関する規則
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関連する法令

（出所）Measures Instruments Directive（2014/32/EU）

 計測器に関するEU指令（2014/EU/32）のAnnex Ⅰでは、特定計量器全般
の必須要件が、Annex Ⅴでは電⼒計に関する取り決めが規定されている。

計測器指令（2014/32/EU）
Chapter 1 総則（第1〜7条）
Chapter 2 事業者の義務（第8〜13条）
Chapter 3 計測器の適合（第14〜22条）
Chapter 4 適合性評価機関への通知（第23〜40条）
Chapter5 連合市場の監視、連合市場に流⼊する計測器の

制御、保護手順（第41〜45条）
Chapter 6 委員会と委任された⾏為（第46〜48条）
Chapter 7 経過措置及び最終規定（第49〜）
Annex Ⅰ 必須要件

（中略）
AnnexⅤ 有効電⼒メーター（MI-003）

（中略）

Annex Ⅰ 必須要件
1.許容誤差
2.再現性（Reproducibility）
3.再現性（Repeatability）
4.識別及び感度
5.強度
6.信頼性
7.適合性
8.破損からの保護
9.表記すべき情報
10.結果の表示
11.取引を完了するためのデータのさらなる加工
12.適合性評価

Annex V 有効電⼒メーター
1.精度
2.定格動作条件
3.許容誤差
4.外乱の許容効果
5.適合性
6.単位
7.使用開始
8.適合性評価
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検出部・表示部一体構造規制の有無

（出所）Measure Instruments Directive 2014/32/EU

 EUのMID（計量器指令）では、Annex Ⅰに計量器の必要要件が、Annex Ⅴ
に電⼒計に関する規定が記載されている。

Measuring Instruments Directive 2014/32/EU
Annex I Essential Requirements
10. Indication of result

10.1 Indication of the result shall be by means of a display or hard copy. 
10.2 The indication of any result shall be clear and unambiguous and accompanied by such marks and 

inscriptions necessary to inform the user of the significance of the result. Easy reading of the 
presented result shall be permitted under normal conditions of use. Additional indications may be 
shown provided they cannot be confused with the metrologicallycontrolled indications. 

10.3 In the case of hard copy the print or record shall also be easily legible and non-erasable. 
10.4 A measuring instrument for direct sales trading transactions shall be designed to present the 

measurement result to both parties in the transaction when installed as intended. When critical in 
case of direct sales, any ticket provided to the consumer by an ancillary device not complying 
with the appropriate requirements of this Directive shall bear appropriate restrictive information. 

10.5 Whether or not a measuring instrument intended for utility measurement purposes can be 
remotely read it shall in any case be fitted with a metrologicallycontrolled display accessible 
without tools to the consumer. The reading of this display is the measurement result that serves 
as the basis for the price to pay. 
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検出部・表示部一体構造規制の有無

（出所）Measure Instruments Directive 2014/32/EU

計量器指令 2014/32/EU（日本語訳）計量器指令 2014/32/EU（日本語訳）
Annex I 必須条件
10. 結果の表示
10.1計量結果の表⽰は、ディスプレイ⼜はハードコピーで⾏われなければならない。
10.2 全て結果の表示は明瞭・明確でなければならず、結果の意義をユーザーに知らせるために必

要な刻印を付けること。通常の使用条件提示された結果を簡単に読むことは、提示された結
果は、通常の使⽤条件下で読みやすいものでなければならない。計量管理された表⽰と混同
しなければ、追加的な表示も可能である。

10.3 ハードコピーの場合、印刷物または記録は、読みやすく且つ消去不能でなければならない。
10.4 直接販売取引のための計量器は、意図した通りに設置された場合、測定結果を取引の両当事

者に提⽰するように設計されなければならない。同指令の適切な要件を満たさない付属機器
によって消費者に提供される値札には適切な制限情報を課す。

10.5 ユーティリティの計量⽬的の計量器を遠隔で読み取ることができるかどうかにかにかかわら
ず、いかなる場合においても消費者が道具を使うことなく計量管理された表⽰部にアクセス
できる様に設置しなければならない。この表示部に示される値は支払の基礎となる測定結果
である。
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関連する法令

（出所）TheWeights and Measures Act

 The Weights and Measures Act 1985では、計量器に関する⼀般的な取り
決めが規定されている。

The Weights and Measures Act 1985
Part1 測定の単位と基準（§1〜6）
Part2 取引のための計量器（§7〜17）

総則（§7〜10）
取引に使⽤する計量器（§11〜14）
雑則（§15〜17）

Part3 公共の計量器（§18〜20）
Part4 物品取引の規制（§21〜46）

特定の物品の取引（§21〜25）
書⾯で述べられる数量（§26〜27）
一般的な違反（§28〜32）
弁護（§33〜37）
検査員の権限（§38〜40）
雑則及び補足（§41〜46）

Part5 包装品（§47〜68）
Part6 管理（§69〜78）
Part7 総則（§79〜99）

 計量法1985のPart2で取引のための計量器に関
する規定がされている。

 物品の取引に使⽤する計量器は、検定に合格し、
検定に合格したことを示す刻印が必要である。
（§11 (2)）
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関連する法令

（出所）The Electricity Act 1989、The Meters(Certification) Regulation(SI 1998/1566)

 The Electricity Act 1989の別表7では、電⼒計の使⽤等について規定されて
おり、電⼒計は承認された様式・構造であり、検定に合格したものでなけれ
ばならない。

The Electricity Act 1989
Part1 電⼒の供給

（中略）
供給に関する一般的な規定（§29〜31）
（中略）

Part2 電気事業の再編（§7〜17）
Part3 雑則及び補足（§18〜20）
別表 1 
（中略）
別表 7 電⼒計の使⽤等

適切な計量器による消費の確認（第1項）
メーターの使用に関する制限（第2〜3項）
（中略）

（中略）

 電⼒計の使用、認証、試験、メンテナンスに関する、
同法の別表7の規定は効⼒を発するものとする。
（§31）

 電⼒料⾦の請求に⽤いられる電⼒計は、適切な電⼒
計を使用しなければならない。（第1項1号）

 電⼒量を確定するための計量器は。承認された様
式・構造であり、検定に合格してなければならない。
（第2項1号）
 承認された様式・構造とは、英国国内法である
Meters（Certification）Regulation（SI 
1998/1556）や欧州連合指令であるMeasures 
Instruments Directive（2014/32/EU）の要件を満
たす計量器を指す。

 検定は、「製品安全・基準局（Office for Product 
Safety and Standards）によって指定された検定
員」もしくは「⾃らが検定を⾏うことが認められてい
る電⼒計の製造業者／修理業者に雇われた検定員」が
⾏う。
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特定計量器以外の容認の有無

（出所）Electricity Act 1989, 英国政府ホームページ”National Regulation : gas and meters” より

 英国外地域に設置された計量器や⼦メーターに関して、⼩売電気事業者と顧
客の間で書⾯での合意が得られている場合は、特定計量器以外の計量器が容
認されるが、それ以外の場合は検定に合格したものでなければならない。

原文 日本語訳
TheElectricityAct1989 電気法1989

Schedule7Useetc.ofElectricityMeters
2.Restrictionsonuseofmeters
(1)Nometershallbeusedforascertainingthequantityof
electricity supplied by an authorized supplier to a
customerunlessthemeter;
(a)isofanapprovedpatternorconstructionandis
installedinanapprovedmanner,and

(b)subjectto sub-paragraph (2)below,is certified
underparagraph5below.

andinthisSchedule“approved” meansapprovedbyor
underregulationsmadeunderthisparagraph.

(2)Paragraph(b)ofsub-paragraph(1)aboveshallnotapply
toameterusedinconnectionwithanexemptsupplyif
theauthorizedsupplierandthecustomerhaveagreedin
writing to dispense with the requirements ofthat
paragraph.

別表7電⼒計の使⽤等
2.メーターの使用に関する制限
(1)認定供給者が顧客に供給する電⼒量を確定するために使われる
電⼒計は、
(a)承認された様式又は構造であり、承認された方法で設置
されること、そして

(b)以下の(2)の対象となる計量器が、第5条の下で認証され
ること

そして、このスケジュールの”承認された”とはこのパラグラフ
に基づいて制定された規制によって承認されることを意味する。

(2)認定供給者が顧客と同項の要件を免除することを書面で合意し
ている場合は、免除供給に関連して使⽤される計量器※には上
記(1)の(b)は適用されない。

※「⾮国内地域に設置された計量器」や「子メーター」を指す。
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関連する法令

（出所）The Measures and Verification Act（MessEG）

 ドイツでは、The Measures and Verification Actにより計量器の規制が⾏
われており、適合性評価に合格したものを使用しなければならない。

The Measures and Verification Act（MessEG）
Part1 総則（§1〜5）
Part2 測定器の市場への投入（§6〜30）

1. 市場投入条件
2. 適合性評価機関の認可と通知
3. 事業者の義務
4. 特定の市場への投入
5. 法的承認

Part3 測定器及び測定値の使用、測定器の校正（§31〜
41）

Part4 包装及びその他販売単位（§42〜44）
Part5 PTB（国⽴理⼯学研究所）の任務、照会ルール、返

却（§45〜47）
Part6 計量の監視（§48〜58）
Part7 ⼿数料と罰則のルール（§59〜61）
Part8 経過措置及び最終規程（§62）

 測定器は必須要件を満たす必要がある。
（§6(2））

 必須要件を満たしていることを証明するた
めに、適合性評価に合格しなければならな
い。（§6(3)）
 適合性評価は、PTB（Physikalisch-
TechnischeBundesanstalt, The 
National Metrology Institute of 
Germany）が実施

The Measures and Verification 
Ordinance（MessEV）にて規定
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関連する法令

（出所）MessEV

 計量器が満たすべき要件は、The Measures and Verification Ordinanceの
Annex2に規定されており、電⼒計に関してはEU指令の要件も満たす必要が
ある。

The Measures and VerificationOrdinance
（MessEV）

Part1 範囲、例外、定義（§1〜6）
Part2 測定器の市場投入に関する規則（§7〜17）
1. 測定器の必須要件（§7〜8）
2. 適合性評価に関する規則（§9〜12）
3. マーク、刻印、添付する情報（§13〜17）

Part3 ECタイプ認証及びECの初期検定（§18〜21）
Part4 ユーザーの義務（§22〜32）
Part5 校正及び検査（§33〜39）
Part6 ソフトウェア更新（§40〜41）
Part7 電⼒、ガス、⽔、熱の測定器の校正のための試

験場及び修理（§42〜55）
Part8 当局の通知手続き（§56）
Part9 罰⾦、経過措置及び最終規程（§57〜58）
Annex 1〜8

 計量器はAnnex2に示す必須要件を満たす必
要がある。（§7）

 §8に規定のある特定の測定器（ガス、電気、
水、熱など11種）に関しては、EUの測定器指
令（2014/32/EU）に規定される要件を満た
さなければならない。（§8）

Annex 2 測定器の要件
1.誤差限界および環境条件
2.測定結果の再現精度（Reproducibility）
3.測定結果の繰り返し精度（Repeatability）
4.計量器の応答閾値及び感度
5.測定の安定
6.測定結果の精度への不具合の影響
7.計量器の適合性
8.偽造に対する保護
9.測定結果の表示
10.取引を完了させるための更なる処理
11.適合性評価
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⾯前計量義務の有無

（出所）StromnetzBerlin社ウェブサイトより、https://www.stromnetz.berlin/en/meter-reading.htm

 基本的には、少なくとも1年に1回、直接現場で検針が⾏われるが、その際に
消費者が⽴ち会う必要はない。また、消費者が代理で検針する仕組みもある。

配電事業者

消費者

電⼒メーター

確認

 基本的には、少なくとも1年に1回、配電事業者が直
接現場で検針を⾏う。

 消費者は検針に⽴ち会う必要はない。

通常の検針手順

配電事業者

消費者 電⼒メーター

①確認

 何らかの理由でDSOによる検針ができない場合に、
DSOから消費者へ代理検針を依頼する。

 あらかじめ決められた検針日に、消費者自らがメー
ター値を読み取り、DSOに報告する仕組みがある。

 メーター値の報告をしない場合、前年の消費量を
ベースとして料⾦が請求される、

消費者による代理検針⼿順

②報告
（電話、オンライン、郵送など）⽴ち合い不要

https://www.stromnetz.berlin/en/meter-reading.htm
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3.2 EV普及に向けた制度
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EV移⾏への影響分析

（出所）Ofgem’sFuture Insights Series ”Implications of the transition to Electric Vehicles”, Ofgem, 2018年7月

 Ofgemは、既存の系統を最⼤限に活⽤するために、系統容量に余裕のある時間帯に
EVの充電を⾏う、柔軟な充電（”flexible charging”）を推奨している。

 2018年7月、OfgemはEVへの移⾏がエネルギーシステム、消費者、規制にどのように影響を与え
得るかについて、 “EVへの移⾏によって引き起こされる結果”というFuture Insight Paperを公表
した。

 Future Insight Paperによれば、ピーク時間帯以外で充電を⾏う”柔軟な充電（flexible 
charging）”を選択することで、ピーク時間帯に比べて、既存の系統を増強することなく、普通充
電の場合には1.6倍、急速充電の場合は6.7倍のEVの充電が可能と分析している。

項目
変圧器

容量の限界
配電網

容量の限界
配電網

最低電圧の限界
充電の

タイミング 充電方式 ヒートポンプ
の運転の有無Case

低圧配電網に接続したEVの数
充電の

タイミングCase

33 36 72普通 無ピーク1

9 12 18急速 無ピーク2

102 54 84普通 無オフピーク3

108 60 96急速 無オフピーク4

60 30 72急速 有オフピーク5

1.6倍

6.7倍

接続可能なEV数のボトルネック
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託送制度の⾒直し(1/4)

（出所）Consultation document ”Getting more out of our electricity networks by reforming access and forward-looking charging arrangements”, 
Ofgem, 2018年7月23日発表

 “flexible charging”の具体的な制度対応として、Ofgemでは託送料⾦の課⾦
⽅法の⾒直しを検討している。

 Ofgemは2018年7月23日に、『アクセスの改⾰と将来を⾒通した課⾦制度による送配電網のさら
なる活用』に関する協議書（Consultation document）を公表し、2018年9月18日を期限に、専
⾨家、利害関係者、⼀般公衆から制度改⾰に関する意⾒を募っている。

 協議書によれば、配電料⾦（接続料⾦や現⾏のシステム利⽤料⾦）の幅広い⾒直しや送電線利⽤料
⾦の集中的な⾒直しが提案されており、以下のような内容が例として挙げられている。

区分 託送料⾦⾒直しの例

⼩量消費者
（家庭、中小企業等）

家庭や中小企業などの小規模な消費者が、
ピーク時間帯に過剰な電⼒消費をするときに
は、追加の託送料⾦を⽀払う。

⼤量消費者
（工場等）

系統の負荷が大きい時にはアクセスが制限さ
れることを受け⼊れれば、⾒返りとしてより
早い接続や低い託送料⾦の恩恵を受ける。
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託送制度の⾒直し(2/4)

（出所）Consultation document ”Getting more out of our electricity networks by reforming access and forward-looking charging arrangements”, 
Ofgem, 2018年7月23日発表

 電源の分散化・多様化及び輸送・熱消費の電化に伴う送配電網の混雑に対応
する為に、Ofgemでは託送制度の⾒直しを検討している。

既存設備を最⼤限に活⽤し不要な投資を回避する為に、託送制度の⾒直しの検討

送配電網を取り巻く環境の変化
【環境変化①】発電の分散化・多様化
分散型の電源の増加
発電資源の多様化

【環境変化②】輸送・熱の電化
輸送（EV）
熱（ヒートポンプ）

【対応方針①】系統へのアクセスに関する取り決め
小規模ユーザー向けのアクセス権の明確化
大規模ユーザー向けのアクセスの定義の改善
アクセス権の配分の改善

【対応方針②】将来を⾒据えた託送料⾦制度
将来を⾒据えたDUoS料⾦（配電システム利⽤料
⾦）の包括的な⾒直し

配電接続料⾦の境界線の⾒直し
TNUoS料⾦（送電網システム利⽤料⾦）のより焦
点を絞った⾒直し

送配電網が圧迫される為に、系統の増強が必要
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託送料⾦の⾒直し(3/4)

（出所）Consultation document ”Getting more out of our electricity networks by reforming access and forward-looking charging arrangements”, 
Ofgem, 2018年7月23日発表より作成

 小規模ユーザーに対しては、系統使用の“コアレベル”を基準とした接続ルー
ルに変更することが検討されている。

ユーザーA

ユーザーB

各ユーザーの負荷

ユーザーC

契約容量
コアレベル

実際の負荷 各ユーザーが使用する系統の実際の負荷。横方向は時間軸、縦軸は系統への負荷のイメージ。
託送契約における契約容量。原典では”access rights”という表現。
通常時に使用する必要最低限の水準。

現在の系統運用の考え方 ⾒直し案

ユーザーB

ユーザーC

ユーザーA

ユーザーA,B,Cの
積み上げ負荷

系統容量

ユーザーA

ユーザーB

各ユーザーの負荷

ユーザーC
ユーザーB

ユーザーC

ユーザーA

ユーザーA,B,Cの
積み上げ負荷

系統容量

空き容量

“コアレベル”を超えて系統を使用する場合は、
 追加コストの支払が必要
 条件付きアクセス（限られた時間や負荷が高い
ときはアクセス制限されるなど）が可能
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託送料⾦の⾒直し(4/4)

（出所）Consultation document ”Getting more out of our electricity networks by reforming access and forward-looking charging arrangements”, 
Ofgem, 2018年7月23日発表

 DUoS料⾦（配電システム利⽤料⾦）の⾒直しでは、『低圧・高圧における
区域毎の料⾦の導⼊』、『特別⾼圧における地域別料⾦の変更』、『容量基
準料⾦と使⽤量基準料⾦のバランスの⾒直し』が検討されている。

区域毎の料⾦
の導入

（低圧・高圧）

 配電系統（Distribution system）を異なる区域に分類（例えば、”発電支配
的”、”需要支配的”など）し、区域によって異なる料⾦を設定する。

 例えば、発電が⽀配的な（供給過剰な）地域においては、発電側は料⾦を⽀払
い、需要側が報酬を受け取る。

地域別の料⾦
の変更

（特別高圧）

 上記に⽰した、低圧・⾼圧における区域毎の料⾦設定へ移⾏する。
 TNUoS料⾦（送電網システム利⽤料⾦）において採⽤されている⽅法と提携
する。

容量基準料⾦・
使⽤量基準料⾦
のバランスの
⾒直し

 DUoS料⾦は『固定料⾦（p/day）』、『容量基準料⾦（p/kVA/day）』、
『使⽤量基準料⾦（p/kWh）』、『無効電⼒料⾦（p/kVArh）』から構成さ
れる。

 容量基準料⾦と使⽤量基準料⾦のバランスを⾒直すことは、DUoSのコスト反
映性を改善する。容量基準料⾦の⽅へ調整することは、ユーザーがどのアクセ
スを選択するかによって創出されるコストや便益をよりよく料⾦に反映するこ
とにつながる。
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EV普及に係るその他政策

（出所）各種資料より作成

 EV普及のための制度的対応として、ガソリンスタンドや⾼速道路のサービスエリアへのEV
充電器設置義務化やEV購⼊・家庭向け充電器設置の補助⾦等が実施されている。

 交通部門における完全な脱炭素を目標とした、政府の”Road to Zero 
strategy”において、2040年までにガソリン⾞の販売を禁⽌し、ハイブリッド
⾞と電気⾃動⾞のみを販売することができる。（Road to Zero Strategy）

公共の充電場所
の設置

EV購入の
補助⾦

新築住宅への充電
器設置義務化

ガソリン⾞・
ディーゼル⾞
販売禁止

 EVの普及に伴う充電器需要の増加に対応する為に、ガソリンスタンドや高速
道路のサービスエリアの運営者に対して、EV充電器の設置を要求する規則が
設けられる可能性がある。（Automated and Electric Act 2018; 2018年7月
19日に成⽴し、2018年9月時点ではまだ公布されていない。）

 低炭素⾞両に対して7つのカテゴリーを設置し、カテゴリー毎に補助⾦額が決
められている。例えば、⽇産リーフが含まれる”Category 1 cars”では、最大
で購⼊⾦額の35%（上限は£4,500（652,500円@1£=145円）)の補助⾦が
交付される。

 今後、新築住宅にEV充電器の設置を義務化する方針を英国政府が発表した。
（2018年7月9日）

家庭向け
充電器設置の
補助⾦

 OLEV公認の充電器であれば、充電器の本体および設置料⾦の最⼤で75%（上
限は£500（72,500円@1£=145円））の補助⾦が交付される。（EVHS; 
The Electric Vehicle HomechargeScheme）
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産業界での関連する取組（1/2）

（出所）Octopus Energyウェブサイトより, https://octopus.energy/agile/#clarification

 Octopus Energyでは、30分単位の卸売電⼒価格に連動した時間帯別料⾦メニュー
を提供しており、⼩売電⼒価格が0p/kW以下になった際に、その期間は消費者が電⼒
を消費した分だけ報酬を受け取る。

小
売
価
格

時間

35p/kWh
(上限価格)

0p/kWh

30分間隔で卸売電⼒
価格に連動した料⾦

再エネ電源発電量が極端に多い場合や需要が極端に
少ない場合など、供給過剰の時に価格が下落し、⼩
売価格がマイナスになる。

需要過剰により卸売価格が上
昇したとしても、消費者が支
払う上限は35p/kWh

① SMSやアプリを通じて消費者に通知
消費者

!

③ 報酬

Octopus Energy社の時間帯別料⾦”Agile Octopus”のイメージ
Octopus Energy
（小売電気事業者）

② 電⼒供給

② 電⼒消費

EV・家電等

https://octopus.energy/agile/#clarification
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産業界での関連する取組（2/2）

（出所）OVO energy社ウェブサイトより

 OVO energy社は、ピーク時間帯にプラグを差し込んでも、実際の充電はオフピーク時
間帯に開始されるスマート充電器を今年中に提供開始する予定である。

 電気料⾦が安い時や電⼒の炭素原単位が低い時
に充電が⾏われる。

 最⼤出⼒7kWで、30kWhの容量の充電器であれ
ば、4.3時間で充電できる。

 今年の秋ごろに販売が開始される予定である。

 電気料⾦が安い時や電⼒の炭素原単位が低い時
に充電が⾏われる。

 現状では日産LEAFのみに対応している。
 放電した電⼒は£0.06/kWhでOVO energy社
が買い取る。OVO energy社の試算によると、
年間で£305（44,225円@1£=145円）節約が
可能とされている。

OVO Smart
Charger

OVO 
Vehicle-to-Grid 

Charger

OVO energy社が提供するスマート充電器及びV2G充放電器の概要
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託送料⾦割引

（出所）Energy Industry Act, Lichtblick社プレスリリース(2016/4/2)

 系統の安定化に寄与する形で電気⾃動⾞の充電を⾏うことで、託送料⾦が通常よりも
安くなる。

 配電系統運用者は、個別の計測点を持つ制御可能な消費設備のオンライン制
御に合意する系統使用契約を結んだ低圧供給者及び最終消費者に対し、託送
料⾦を安くするものとする。

 電気⾃動⾞も制御可能な消費設備として適用される。

制限

低圧における
制御可能な
消費設備

（EnWG§14 a）

EVへの適⽤事例

 配電事業者StromnetzHamburgと小売電気事業者LichtBlickが2016年に共
同で実施したプロジェクト。

 EV充電ついて、EnWGの§14aが機能するかどうかの初めての実用的な実装
例である。

 制限された時間（夜9時から翌朝6時）に電気⾃動⾞の充電を⾏うことで、電
気料⾦が安価になる。⼀般的な家庭的な電気料⾦よりも年間€200（29,000
円@1€=145円）削減できる。

 全ての関係者に法的確実性を提供する詳細な実施規則が不⾜している
夜9時 朝6時

電気料⾦が安価になる
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3.3 P2P取引普及に向けた制度
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サンドボックス制度(1/3)

（出所）Ofgemウェブサイト

 英国Ofgemでは、エネルギー分野におけるサンドボックス制度を導⼊してお
り、2017年2月に第1期、2017年10月に第2期の募集が⾏われた。

サンドボックス制度（Regulatory Sandbox）とは︖
 新しい技術やビジネスモデルについて、より合理的な規制⼿法の在り⽅をスピーディーに検証・追
及する為に、新たな技術やビジネスモデルを社会実装する際に妨げとなる規制等について、一定の
手続きの下に、規制が適用されない環境をつくることで社会実験的な実証を加速化する。

英国での取組
 英国ガス電⼒市場規制庁Ofgemがサンドボックス制度を導⼊しており、2017年2月に第1期、
2017年10月に第2期の募集を開始した。
 第一期では30事業者から応募があり、3事業者にサンドボックスが付与された。その内２つは
P2P取引に関する内容であった。

 2017年10月に、サンドボックスの第2期の募集が開始され、37事業者から応募があり、現在、
8事業者と協議を進めている。中にはサンドボックスが必要ない（規制上の障壁が存在しな
い）ものもあった。
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サンドボックス制度(2/3)

（出所）Ofgem資料より作成

 第1期では3件の実証に対してサンドボックスが適用され、その内2件が電⼒
P2P取引に関する案件となっている。

区分 事業者名 概要

第1期

EDF Energy R&D 
UK

 地元産の再⽣可能エネルギーを近隣住⺠間で取引するための、エネル
ギーのP2P取引プラットフォームの実証

 コンソーシアムメンバー︔Electron, PassiveSystems, Repowering 
London, University College London

Empowerd  消費者が互いに電気を直接取引する、P2P取引プラットフォームの実
証

OVO Energy  スマートホーム技術によってサポートされる⾰新的な料⾦設定⽅法の
実証

 ストレージヒーターを有しているが、現状では夜間の電気料⾦が安価
な時間帯に使用が制限されている消費者に温かい家をより安く提供

P2P取引に関する案件
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サンドボックス制度(2/3)

（出所）Ofgem資料より作成

 第2期では4件の実証に対してサンドボックスが適用され、その内2件が電⼒
P2P取引に関する案件となっている。
区分 事業者 概要

第2期

SIG,SmartKlub, 
GEN

 太陽光発電、蓄電池、系統からの供給の間で切り替えるSIG社のデジ
タル技術の実証

 スタッフォードシャーのCannockChase群議会が所有する太陽光パネ
ル付きの住宅で実証を実施

 太陽光発電、蓄電池。系統からの電⼒供給を切り替えるSIG社のデジ
タル技術の実証

 ノッティンガムのTrent盆地において、実証を実施。
Verv  ロンドンのハックニーで⾏われるP2P取引プラットフォームの

 2018年4⽉に、本実証にて英国初のブロックチェーンを⽤いた電⼒
P2P取引を実施

BP  BPが開発するプロシューマーが市場で余剰電⼒を販売できるプラット
フォームの実証

 英国の250以上の消費者が本実証に参加
 実証では実際の電⼒売買は⾏われず、リアルタイムの情報に基づいた
シミュレーションによる仮想的な取引を実施

P2P取引に関する案件
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サンドボックス制度の下で⾏われる実証の例 -Verv社-(1/4)

（出所）Enabling trials trough the regulatory sandbox, Ofgem

 Verv社は、ロンドンのハックニー⾃治区にある公営住宅で、⾃⽴したコミュニティの形成を
⽬的として、太陽光発電の余剰電⼒のP2P取引の実証を実施している。

Verv社製
取引プラット
フォーム

Banister House Estate
公営住宅

（ロンドン、ハックニー自治区）

Verv社

P2P取引プラット
フォームの提供

British
Gas社

小売電気事業者

ブロックチェーン事業者

Repowering 
London

請求書発⾏※

⾮営利団体
地域共同所有の再エ
ネプロジェクト推進
を専門とする

地域共同所有
太陽光発電プロ
ジェクトの推進

※ 実証では、British Gas社が発⾏する請求書には、「British Gas社から供給される系統電⼒の購⼊」と「P2P取引による余剰電⼒の売
買」の両方が含まれる。

【実証の目的】⾃⽴したコミュニティの創出に取り組むことで、住⺠が地元のエネルギー源から利益を
得て、エネルギーコストを下げること。

発電容量
102kWp
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サンドボックス制度の下で⾏われる実証の例 -Verv社-(2/4)

（出所） Hackney Energyホームページより作成, http://www.hackneyenergy.org.uk/banister-house/

 2015年に実施されたBanister House Solarプロジェクトでは、太陽光発電電⼒を公
営住宅の共⽤部に供給し、余剰分は売電する。FIT収⼊から得られた利益を太陽光
発電への出資額に応じて分配する。

＜Banister House Solarプロジェクト＞

小売電気
事業者

共用部

住⺠1

住⺠2

住⺠3

National 
Grid

余剰電⼒の売電

系統電⼒

自家消費

公営住宅

太陽光発電
FIT収⼊から得られた利益
は出資額に応じて分配

共用部のみ
で自家消費

 2015年に、Repowering LondonがBanister House Estateの住⺠、Hackney Energy（ローカル
エネルギーの⽀援団体）と協⼒して、Banister House Estateの屋根に太陽光パネルを設置

http://www.hackneyenergy.org.uk/banister-house/
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サンドボックス制度の下で⾏われる実証の例 -Verv社-(3/4)

（出所） Hackney Energyホームページより作成, http://www.hackneyenergy.org.uk/banister-house/

 2018年から実施されているVerv社の実証では、太陽光発電電⼒を公営住宅の共⽤
部に供給し、余剰分を蓄電池に貯めた上で、住⺠間でP2P取引により売買する。

＜Verv社の実証事業＞

小売電気
事業者

共用部

住⺠1

住⺠2

住⺠3

系統電⼒

自家消費

公営住宅

太陽光発電

 定置型蓄電池を設置し、2018年よりVerv社のブロックチェーンプラットフォームでのP2P取引の
実証事業が⾏われている。

蓄電池

余剰電⼒は蓄電池に
貯めて、住⺠間で
P2P取引

Verv社のブロックチェーン
プラットフォームを介した
余剰電⼒の住⺠間での売買

http://www.hackneyenergy.org.uk/banister-house/
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サンドボックス制度の下で⾏われる実証の例 -Verv社-(4/4)

（出所）Enabling trials trough the regulatory sandbox, Ofgem

 Verv社の電⼒P2P取引の実証では、「消費者への情報提供」、「最安料⾦の
通知」、「実証期間のFIT収入の受取」について、Ofgemと実証実施者との
間で、実証期間における特別な合意がなされている。

項目 実証を⾏う上での課題 合意内容
消費者への情報提供
（Customer Communica-
tionRules）
小売電気事業者は、消費者に適
切な⽅法、タイミングで適切な
情報を提供しなければなない

余剰電⼒のP2P取引に係る情報を
誰が消費者に提供するかがルー
ル上明確になっていない。

Verv社が免状供給者※の代わり
に免除供給に関する情報に加え
てP2P取引に係る情報を消費者に
提供する。

※小売ライセンスの所持を免除された電
気事業者（詳細は次項以降で説明）

最安料⾦の通知
（CTM︓Cheapest Tariff 
Messaging）
小売電気事業者は、消費者に選
択可能な最安料⾦メニューを通
知しなければならない

電⼒使⽤量データには、系統か
ら購⼊した電⼒だけでなくP2P取
引により調達した電⼒も含まれ
るため、通知された最安料⾦が
正確でない可能性がある。

小売電気事業者は、左記の旨を
消費者に伝えること。

実証期間のFIT収入の受取 実証の期間、ソーラーパネルの
所有者は、余剰電⼒の売電によ
り、「P2P取引による収入」と
「FIT制度による収⼊」を⼆重で
受け取ることになる。

実証の間は、余剰電⼒売電によ
る「FIT制度による収⼊」の受け
取りを辞退する。
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ライセンス免除（1/3）

（出所）Information note ”Regulatory Options for supplying electricity to consumers”, Ofgem

 英国では、ある一定の要件を満たすことで、ライセンスなしで発電、配電、
⼩売を⾏うことが許されている。

 ある一定の要件を満たす電気事業者はライセンスなしで、発電、配電、⼩売事業を⾏うことが許されている。
（section 5(1)(a), The Electricity Act 1989)

 ライセンス免除には、① 一定要件を満たすことで適用される “クラス免除”と②クラス免除に該当しない個別の電
気事業に対するライセンス免除である“個別免除”の2種類がある。

 クラス免除は、要件を満たす電⼒事業者に⾃動的に適⽤される。⼀⽅、個別免除は申請が必要である。
 個別免除における配電、⼩売ライセンスの免除は、例外的に認められることもあるが、原則はライセンスが必要
である。

ライセンス免除

一定の要件を満たすことで適用されるライセンスが免除
要件を満たせば⾃動的に適⽤（申請等は不要）
発電、配電、小売それぞれに免除要件の規定がある

クラス免除
Class exemption

クラス免除に該当しない個別の電気事業に対するライセンス免除
ライセンス免除をBEIS大臣に申請し、認可される必要がある
原則的に発電ライセンス免除のみが対象

個別免除
Individual exemption
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ライセンス免除（2/3）－クラス免除－

（出所）The Electriciy(Class Exemptions from the Requirement for a Licence) Order 2001

 クラス免除では、計11（発電4、配電3、小売4）のクラスについて、ライセ
ンスを必要としない電気事業の条件が規定されている。

種類 クラス 項目 内容

発電

A 小規模発電事業者 供給する電⼒が10MW未満の発電事業者、もしくは、設備容量100MW未満で
供給する電⼒が50MW未満の事業者

B 洋上発電事業者 洋上に設置された発電所で発電した電⼒を、洋上施設に供給する発電事業者

C 100MWを超えない発電事業者 2000年9月30⽇時点で英国の系統に接続されている発電所で、通常の電⼒販
売量が100MW未満の発電

D プール市場への電⼒販売を
必要としない発電事業者

2000年9月30⽇時点で系統に接続しており、プール市場に電⼒販売すること
を必要とされておらず、その発電所で発電された電⼒のみを供給する発電事
業者

配電

A 小規模配電事業者 国内の消費者への供給を目的とする2.5MWを超えない配電

B オンサイト配電 同じ配電系統内の発電所の電⼒を国内消費者へ供給する場合の1MWを超えな
い配電

C 国内地域以外の消費者への配電 国内地域以外への消費者への配電

小売

A 小規模小売事業者 5MW未満の⾃家発電電⼒の供給
B 再販売 構内に再販売される電⼒（例えば、テナントや家主など）
C オンサイト供給 規制で定義される”On-site”に該当する消費者への⾃家発電電⼒の供給
D 洋上供給 洋上の施設に供給される洋上で発電された電気

＜クラス免除の概要＞
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ライセンス免除（3/3）－個別免除－

（出所） Electricity Generation, Distribution and Supply LicenceExemptions – FAQs, Department for Business, Energy & Industry Strategy

 個別免除では、電⼒系統全体への影響が⼩さい100MW未満の発電事業者が
ライセンス免除の対象となる。配電、小売では、クラス免除の要件を除き、
原則的にはライセンス免除が認められない。

種類 適用可否 ライセンス免除に対するBEISの考え方

発電 ○

 容量100MW未満の発電所への適用を考慮することとしてきた。
 そのような発電所は、ほとんどの場合で電⼒系統全体への影響
は小さいので、協議のうえで、そのような発電所は標準的なラ
イセンス条件によって課される規制（およびコスト）が適用さ
れるべきではい

配電
原則
×

 クラス免除の要件を除き、ライセンス条件を満たさない配電、
小売事業者が、事業を実施するのに適当であると判断されるこ
とがほとんどない為、多くの場合で配電、小売ライセンスを免
除することは適切でないと考えている。

 例外的な状況における免除の適⽤の可能性はあるので、まずは
BEISへ連絡を取ることを勧める。

小売

＜個別免除の概要＞
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（参考）消費者への情報提供ルール

（出所） Working paper: Domestic supplier – customer communications rulebook reforms, Ofgem

 消費者が⾃⾝の電⼒消費量や料⾦を把握し、適切な料⾦を選択できるように、
小売電気事業者が提供すべき情報の種類や提供方法等について、情報提供
ルールが定められている。

情報提供
チャネル毎の規定

⾏動規範

情報に基づいた選択

消費者に
提供すべき

情報に関する規定

主に、『請求書・明細書』、『年間明細書』、『価格上昇
の通知』、『契約期間満期の通知』に関して、内容や形式
を規定

消費者に提供すべき情報に関する規定であり、『料⾦情報
ラベル』、『契約条件』、『年間コストの⾒積』、『エネ
ルギー源の構成⽐率』、『環境料⾦情報』などを含む。情
報提供チャネルやウェブサイトへの掲載を通じて、場合に
よっては消費者からの要求に応じて情報を提供

消費者が容易に料⾦の⽐較と選択をできるようにするため
の情報を提供することを小売電気事業者に要求する狭義の
原則

完全かつ正確で誤解を招かない情報を消費者に提供するこ
とを、小売電気事業者に求める広義の原則

原則

規定

＜消費者への情報提供ルールの枠組み＞
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地域内消費による電気税の免税（1/2）

（出所）StromStG, StromStV, BDEW-StrompreisanalyseMai 2018より

 発電設備から近距離で消費される電⼒に関して、電気税が免除される。
 2MW未満の発電設備の近隣（4.5km以内）で消費される電⼒に関して、電気税が免税される。近隣地域内での電⼒
消費を促すことで、送電線の混雑を緩和し、送電網の拡張を回避するねらいがある。（StromStG§9 (1) 3. 及び
StromStV§12b (5)）

 2018年5⽉時点で、年間電⼒消費量3,500kWhの家庭の平均電気料⾦は29.44ct/kWhであり、その内の
2.05ct/kWh（約7%）が電気税である。

託送料⾦︓7.27(24.7%)

再エネ賦課⾦︓6.79(23.1%)

調達・販売費︓6.20(21.1%)

VAT︓ 4.70(16.0%)

コンセッション料︓1.66(5.6%)

その他︓0.76(2.5%)

電気税︓2.05(7.0%)

発電設備
（2MW未満）

4.5 km

電気料⾦内訳※
（2018年5月）

29.44 cent/kWh

※ 年間消費量3,500kWh
の家庭の平均

免税対象

免税対象外
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地域内消費による電気税の免除（2/2）

（出所）StromStG

 電気税は、最終消費者が電⼒系統から電⼒を供給された際に⼩売電気事業者
に課税され、⼩売事業者は電気料⾦として最終消費者から電気税を回収する。

 電⼒に対する消費税であり、付加価値税（VAT）とは別に課税される。
 最終消費者が電⼒系統から電⼒の供給を受けたときに課税される。
 税率は電⼒1kWhあたり2.05ctとなっている。
 電気税の納税義務者であり、⼩売電気事業者は電気料⾦として消費者から電気税を回収する。

小売電気事業者 消費者

国

電気の供給

電気料⾦の⽀払
（電気税2.05cent/kWhを含む）

電気税の納税
（2.05 cent/kWh）
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Brooklyn Microgridでの電⼒P2P取引の実証

（出所）Brooklyn Microgridホームページより作成

 ニューヨーク州で実施されたBrooklyn Microgridの実証では、マイクログ
リッド内で太陽光の余剰電⼒のP2P取引が⾏われた。

 2016年4月に、 LO3Energy社とブロックチェーン開発者であるConsenSys社の合弁会社であるTransActiveGrid
社がニューヨーク州ブルックリンのマイクログリッドで、太陽光の余剰電⼒のP2P取引の実証を実施した。

 プロシューマー世帯で電⼒が発電されるとトークンが⽣成され、消費者は取引プラットフォームを介してトークン
を購⼊し、トークン分の電⼒が電⼒会社から供給される。取引をマイクログリッド内で⾏うことで、CO2排出量削
減等のメリットをコミュニティ内で享受することができる。

 NY州のユーティリティのひとつであるConsolidated Edison社が配電サービス及び課⾦業務を⾏う。

②余剰電力をグリッ

ドに流すことで
トークンが生成

取引プラットフォーム

プロシューマー 消費者

マイクログリッド

③プラットフォームを

通じてトークンを売
買

①太陽光で発電

④電力が供給受電

することでトーク
ンを消費

トークン

電力
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3.4 スマートメーターのデータ活用
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個⼈情報保護との整理 (1/2)

（出所）Electricity Directive

 EUの電⼒指令において、消費者のプライバシー及びデータ保護は、関連する
連合データ保護及プライバシー法に従って取り扱われると規定されている。

Electricity Directive
Article 20 Smart metering functionalities
Where smart metering is positively assessed as a result of cost-benefit assessment referred to in Article 
19(2), or systematically rolled out, Member States shall implement smart metering systems in 
accordance with European standards, the provisions in Annex III, and in line with the following 
principles:
(c) the privacy and data protection of final customers is ensured in compliance with relevant Union 
data protection and privacy legislation;

電⼒指令（⽇本語訳）
第20条 スマートメーターの機能性
スマートメーターが第19条2項で⾔及した費⽤便益評価の結果が前向きな結果であった場合、若しくは体系的に本
格展開される場合、加盟国はAnnexⅢの規定に定めるヨーロッパ基準及び関連する原則に従ってスマートメーター
システムを実⾏しなければならない。
(c) 最終顧客のプライバシー及びデータ保護は関連する連合データ保護及びプライバシーに関する法律に準じて
保証される。
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個⼈情報保護との整理 (2/2)

（出所）EU一般データ保護規則（GDPR）に関わる実務ハンドブック（入門編），2016年11月，JETROブリュッセル事務所海外調査部

 GDPRが定義する個⼈データは、個⼈を識別する直接的・間接的な幅広い情
報が含まれ、個人データを取得・編集する際には、本人からの同意が必要と
なる。

 2016年4月27日に採択され、2018年5月25⽇から施⾏された。1995年のデータ保護指
令（Directive 95/46/EC）に代わるもの

 EUを含む欧州経済域（European Economic Area）域内で取得した「個人データ」を
「処理」し、EEA域外の第三国に「移転」するために満たすべき法的要件を規定

個人データ
の定義

処理の定義

 識別された、⼜は識別され得る⾃然⼈（データ主体）に対するすべての情報
 ⽒名、識別番号、所在地データ、メールアドレス、オンライン識別⼦（IPアドレス／クッ
キー識別⼦）、⾝体的・⽣理学的・遺伝⼦的・精神的・経済的・⽂化的・社会的な同⼀性
を⽰す⼀つ⼜は複数の要素を参照することによって、直接的⼜は間接的に、識別され得る
ものを指す。

 ⾃動的な⼿段であるか否かに関わらず、個⼈データまたは個⼈データの集合に対して⾏わ
れる、あらゆる単独または一連の作業

 取得、記録、編集、構造化、保存、修正または変更、復旧、参照、利⽤、送信による開⽰、
周知⼜はその他周知を可能にすること、整列または結合、制限、消去または破壊すること

概要

一般個人データ保護規則（General Data Protection Regulation︓GDPR）

個⼈データの処理を適法に⾏うためには、原則、本⼈の同意が必要
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⽬的外利⽤に対する考え⽅(1/2)

（出所）Smart Metering Implementation Programme

 英国エネルギー・気候変動省のSmart Metering Implementation 
Programme）により、データの利⽤者・種類・⽤途毎にアクセスの条件が
定められている。

データ利⽤主体 データの種類 用途・目的 アクセスの条件

小売電気
事業者

基本
枠組

⽉単位（もしくはそれ以上の粒
度）のエネルギー消費データ

請求や法定要件・
ライセンス義務の履⾏ 消費者の同意不要

⽇単位（もしくはそれ以上の粒
度）のエネルギー消費データ マーケティング以外の目的 消費者への事前通知が必要

（オプトアウト方式での同意）
30分単位の

エネルギー消費データ 規定なし 消費者の事前同意が必要
（オプトイン方式での同意）

規定なし マーケティング目的

送配電事業者 集約されたデータ、
匿名化されたデータ

規制業務の履⾏（例えば、効率
的で調和された経済的な系統の
構築・維持のため、など）

アクセスするデータの種類、利
用目的、どのようにデータを処
理したかなどについての計画を
事前にDECC若しくOfgemに提
出し、承認を受けることが必要

第三者 規定なし 規定なし
事前に消費者のデータを利⽤す
る事について事前に知らせ、消
費者の同意が必要

※ オプトアウト︓あらかじめ本⼈に対して個⼈データを利⽤することを認識する機会を与え、本⼈がこれに反対しない限り、同意を得
たものとみなすこと。これに対し、データ利⽤にあたり、あらかじめ本⼈の同意を得ることを「オプトイン」という。

※ Smart Metering Implementation Programmeは2011年より実施されているスマートメーターの導⼊実⾏計画
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⽬的外利⽤に対する考え⽅(2/2)

（出所）The Metering Point Operation Act (MsbG)

 原則、電気事業に関連する機関が業務の履⾏をする場合にスマメデータの収
集、処理、利⽤が認められるが、⽬的外利⽤する際には接続ユーザーの同意
が必要となる。

権限を
与えられた機関
(MsbG§49)

 権限を与えられた機関のみが個人データを取得、処理、使用することができる。
 権限を与えられた機関とは、メーターオペレーター、系統運用者、バランシング
グループの管理者、⼩売電気事業者、連邦データ保護法§4aの要件（書面での同
意）を満たす同意を接続ユーザーから得ている全ての機関、など。

データの収集
・処理・使⽤
の許容範囲
(MsbG§50)

更なる
データ収集
(MsbG§59)

 §55（電⼒消費量の測定）、§56（系統状態データの収集）、§57（マスタデー
タの収集）、§58（ガス消費量の測定）の範囲を超えたデータ収集は、個⼈デー
タを含まない又は連邦データ保護法§4aの要件（書面での同意）を満たす必要が
ある。

 スマートメーター等からのデータ収集・処理・使⽤は『接続ユーザーの同意を得
ている』若しくは、『必要とされるとき（各接続ユーザーとの契約の履⾏、関係
機関の法的義務の履⾏）』に限り許される。

 上記の『必要とされるとき』とは、バランシンググループの管理者や系統運⽤者
の業務の適切な履⾏、電気料⾦・発電料⾦・託送料⾦・インバランス料⾦の請求、
エネルギー及び需給における柔軟性のマーケティング、低電圧配電網に接続され
ている制御可能な消費設備の制御、変動料⾦の運⽤、など。
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活⽤のための制度(1/2) Data Communications Company

（出所）DCC社ホームページより作成

 DECC（現BEIS）からSMCライセンス※を付与されたSmart DCC社を介して
スマートメーターデータを活⽤する仕組みが確⽴している。

消費者

 家庭や企業におけるスマート
メーターデータは通信ハブを介
して、DCCが管理するサーバー
にデータを送信

Data Communication Company(DCC) DCCサービスユーザー

小売電気事業者

送配電事業者

第三者

 DCCを通じてスマートメーター
データを利⽤し、その対価とし
てサービス利⽤料を⽀払う

 Capita社の100%子会社であるSmart DCC社がSMCラ
イセンスを付与され、5社のサービスプロバイダーと契
約することで、スマートメーターデータ管理及び通信
インフラを確⽴

 スマートメーターデータを⼀元管理し、DCCサービス
ユーザーにデータ提供。データ提供に対して対価を受
け取る

通信ハブ

スマート
メーター

イン・ホーム・
デスプレイ Arqiva社

（通信サービス）

Data Data

Data

Data

Telefonia社
（通信サービス）

BT社
（スマートメーター基盤インフラ）

Critical Technologies社
（データ解析ソフトウェア）

CGI社
（データサービス）

Smart DCC社
（サービスプロバイダーの管理）

Capita社

※スマートメーターコミュニケー
ション(SMC)ライセンス︔the Gas 
Act 1986及びthe Electricity Act 
1989に従って付与された、スマー
トメーターデータと通信のインフラ
整備・管理を許可するライセンス

100%子会社

契約

契約

契約

契約

契約
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活⽤のための制度(2/2)スマートメーターゲートウェイ

（出所）Metering Point Operation Act (MsbG) §25

 ドイツでは、分散型のスマメデータ管理体制となっており、権限を与えられ
た機関がスマートメーターゲートウェイを介して、スマメデータにアクセス
する。

 メーター値の受信、
処理

 制御可能な家電や発
電設備（PV、CHP
等）と通信

 消費者へのデータ提
供

 権限を与えられた機
関はSMGWを通じて、
スマメデータを取得

管理者
（SMGWA）

権限を与えられた
機関

 SMGWAの責任︔スマート
メーターゲートウェイの設
置、試運転、設定、管理、
監視、メンテナンス
（MsbG§25 (1)）

メーター値+
顧客情報を保管

Wide Area Network

スマートメーター 家電
発電設備

ディスプレイ

スマートメーター
ゲートウェイ
（SMGW）

 権限を与えられた機関は取得した
データを電気関連事業の履⾏に活⽤
（系統の運⽤、電気料⾦や託送料⾦
の請求等）

 ⽬的外利⽤のためには、データ主体
の同意が必要
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スマートメーター導入拒否需要家への対応(1/3)

 ガス電⼒市場規制庁Ofgem監視の下で小売電気事業者がスマートメーターの
導入を進めており、導入を拒否した需要家は結果的に割高なコストを支払う
ことになる。

Ofgem
ガス電⼒市場規制庁

小売電気事業者

消費者
（スマメ導入）

監視

 小売電気事業者がスマートメーターの導入に対しての責任
を負っており、導入計画に対する遅れが発生すると最大で
70億ポンドの罰⾦を⽀払う

 小売電気事業者は、スマートメーター向けの安価な料⾦メ
ニューを⽤意し、スマートメーターへの切り替えを促して
いる

 消費者はスマートメーターへの切り替えを拒否した場合は、
結果的に割高なコストを支払うことになる

－実際に罰⾦を⽀払った⼩売電気事業者の例－
小売電気事業者 罰⾦ 公表年⽉
EDF Energy £350,000 2018年6月
npower £2,400,000 2018年8月
British Gas £4,500,000 2016年12月

罰⾦
(未達成の場合)

スマメ+
安価な料⾦メニュー

消費者
（スマメ未導入）

通常の料⾦メニュー
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スマートメーター導入拒否需要家への対応(2/3)

（出所）Metering Point Operation Act(MsbG) §29, §31

 MsbGによると、年間電⼒消費量が6,000kWhを超える消費者及び7kWを超
える再エネ電源・CHP事業者に対してスマメの導入が義務付けられている。

2017 2020 2024 2027 2032

年間消費量
10,000 kWh超

年間消費量
10,000 kWh超
10,000 kWh以下
年間消費量
6,000 kWh超
10,000 kWh以下

年間消費量
6,000 kWh以下

消費者

設備容量
100 kW超

設備容量
7 kW超

100 kW以下

設備容量
7 kW以下

再エネ・
CHP発電
事業者

スマメ導入義務なし（任意）

スマメ導入義務なし（任意）

スマメを導入する期間

ドイツでは、スマメ導⼊の費⽤便
益分析の結果、6,000kWh未満の
消費者の場合、スマメ導入に係る
費⽤を回収できるほどに⼗分な省
エネ効果が⾒込めないことから、
スマメ導⼊の義務は⼤量消費者の
みに課せられた。

【スマメ導入計画】



FL

NM

DE
MD

TX

OK

KS

NE

SD

NDMT

WY

COUT

ID

AZ

NV

WA

CA

OR

KY

ME

NY

PA

MI

VT
NH
MA

RICT

VAWV
OHINIL

NC
TN

SC

ALMS

AR

LA

MO

IA

MN

WI

NJ

GA

DC
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スマートメーター導入拒否需要家への対応(3/3)

（出所）各州政府の規制機関・電⼒会社のホームページより作成

 米国では少なくとも17州において、消費者はオプトアウトでスマートメー
ターを拒否することが認められており、多くの州でメーター交換や検針に係
る費用が追加で徴収される。

Opt-out可（無料）

Opt-out可（有料）

 Florida Power & Light社
（フロリダ州）
 初期︓96.36 USD
 ⽉額︓15.60 USD

 Con Edison社
（ニューヨーク州）
 初期︓104.74 USD
 ⽉額︓9.50 USD

 PG&E社
（カリフォルニア州）
 初期︓75 USD
 ⽉額︓10 USD

 Georgia Power社
（ジョージア州）
 初期︓０ USD
 ⽉額︓19 USD

Opt-out不可

スマートメーター設置拒否に対する各州の対応

※ 各ユーティリティが設定するオプトアウトオプション（追加料⾦の徴収可否も含め）を規制機関が承認する。上記の図は、各州の規制機関やユーティリ
ティのホームページによりオプトアウトの可否が確認できた州のみをハイライトしている。

※ 初期費用はスマートメーターをアナログメーター等に交換する費用で1回のみ発生し、月額費用は検針に係る費用で毎月発生する。
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スマメデータの活⽤事例(1/2)

（出所）各種資料より作成

 配電事業者が集約・匿名化された30分エネルギー消費データを活用して、配
電網の運⽤改善を実施した例が⾒られた。

発表日 事業者 概要

2018/7/4
WesternPower 
Distribution
（配電事業者）

 Ofgemに提出したデータ利⽤に関する計画が承認され、
WPD社の管轄域内での消費者の30分エネルギー消費データ
にアクセスすることが認められた。

 WPD社が取得したデータは直ちに集約・匿名化される。
 取得したデータは配電網の運⽤、安全、効率化の向上のため
に活用される。

2018/3/1
Northern
Powergrid

（配電事業者）

 ノースイースト地域、ヨークシャー地域、リンカンシャー州
北部の配電を担当するNorthern Powergrid社が、スマート
メーターデータの分析を含む、配電網の損失とCO2排出の削
減のための計画を発表した。

 計画によれば、30分単位のエネルギー消費データを活用し、
系統のロスを予測し、最小限に抑える。



※ Data Privacy Planは、DNOがスマメデータにアクセスするための計画書で,データの匿名化の
方法やデータにアクセスすることでどのようなメリットがあるか等が記載される。
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スマメデータの活⽤事例(2/2)

（出所）Western Power Distribution’s Data Privacy Planより作成

 WPD社がOfgemに提出したData Privacy Planによると、各スマメの30分単
位の電⼒消費量データを⽉単位に集約し、更にフィーダー（若しくは変電
所）単位で集約する。

DataDataData
DataDataData

DataDataData

① 各スマメの1ヶ月
分の30分単位デー
タを集約

DataDataDataDataDataDataDataDataData

Data

フィーダー

DataData

② 各スマメの1ヶ月
データをフィー
ダー単位で集約

家庭A 家庭B 家庭C

1ヶ⽉分の消費量

1ヶ月の消費プロファイル

X月 X月 X月 X月

消
費
量
,k
W
h

消
費
量
,k
W
h

時間

【スマメデータの処理⼿順（WPD社）】

配電網の運⽤・安全・効率化の
向上に活用

30分
単位

月単位



4 諸外国の⼩売電気料⾦
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4.1 韓国の⼩売電気料⾦
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電⼒市場と小売価格に関する政策

CBP 電⼒市場/ 
KPX

KEPCO

GENCOs IPP

顧客

自己所有 CHP

自身所有の
供給ライン

電気熱変電,配電,販売 販売

特別地区

電⼒市場の構造

Note : CHP (Combined Heat and Power) CBP : Cost-Based Pool 
Source : Korea Power Exchange (www.kpx.or.kr)
https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju
8MvOx_veAhWvnOAKHTjBBtgQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kpx.or.kr%2Fwww%2Fdownload
BbsFile.do%3FatchmnflNo%3D23407&usg=AOvVaw36QmeLjJ__mbaZXl2gUzZt

小売価格に関連する政策

• 2001年から開始された規制改⾰にて、2つの卸売価格があ
るCBP市場を通じて製造した電⼒のやりとりが実施されて
いる。2つの卸売価格については land-price と Jeju-price
とよばれている。

• 電気の変電, 配電と販売はすべてKEPCOによって実施され
ており、小売価格については地域や発電事業者に関わらず
一定である。

• ⽬的や使⽤量により価格は7つに分類される。
（住居、⼀般、教育、産業、農業、道路灯、深夜電⼒）

• 価格の特徴及び原理は以下となっている。
-消費部⾨の省エネルギーの推進している。

 住居 : 3段階
 一般 :  他の部門より高い料⾦

-農業と教育は低料⾦によって⽀援している。
-デマンドを管理することにより、資源の合理的な利⽤に
つながる。
 季節により異なる料⾦ : 1年を通して使⽤量が多く
なる夏と冬は⾼い料⾦となる

 時間帯による異なる料⾦ : 高いデマンドが集中した
場合⾼い料⾦となる

https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju
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顧客タイプ毎の価格とその決定原理

顧客タイプ毎の価格 (2017年の場合)

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp

タイプ 価格, KRW/kWh
(指標)

合計 109.53 (100)

住居 108.50 (99)

一般 130.42 (119)

教育 103.07   (94)

産業 107.41   (98)

農業 47.57   (43)

道路灯 113.48 (104)

深夜電⼒ 67.48   (62)

価格決定原理

• 価格構成は電⼒の利⽤法による。
-住居
-一般
-教育
-産業
-農業
-道路灯
-深夜電⼒

• 価格決定の目的は
-供給コストの適用 (供給コストは使用するパターンによ
り異なる)
-省エネルギーや⼯業能⼒の⾼まりにより、低所得層、
農家や漁師を守るために国策が適用される

※換算レート 1KRW = 約0.10円

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp


• 最適コスト = 販売費 + 最適な税⾦費⽤

• 最適投資補償 = ベース料⾦ * 最適投資補償料⾦

• ベース料⾦ = 正味の設備価格 + 進⾏中の建設 (実質所有部
分) + 運転資⾦

• 最適投資補償料⾦ = 株式補償料⾦(A)* + 負債補償料⾦
(B)*

* 株式補償料⾦ (A) : 
予想される投資リターン (CAPM) * 株式部分

* 負債補償料⾦ (B) : 
課税された後の平均⾦利 * 負債部分
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電⼒⼩売価格の内訳及び計算方法

電気料⾦の内訳

95

91

110

110

4

4

6

5

6

2

12

7

2

1

8

2

7

6

9

7

合計

産業

住居

一般

発電 変電 配電 販売 投資補償

電気料⾦の計算方法

Source : Quoted in report of <Korea ElectrotechnologyResearch Institute >, KEPCO 
presentation at National Assembly(Y2014)
https://www.keri.org/web/www/research_03_02_01?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=1&p_
p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_EXT_BBS_struts_action=%2Fext%2Fbbs%2Fget_file&
_EXT_BBS_extFileId=5467

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00103.jsp

電気料⾦ (一括払いのコスト) 
= 最適コスト + 最適投資補償

KRW/kWh ※換算レート 1KRW = 約0.10円

https://www.keri.org/web/www/research_03_02_01?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=1&p_
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00103.jsp
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電⼒⼩売価格の推移

~1971/12/1 1973/12/1~ 1974/12/7~ 1988/11/3~ 1992/2/1~

住居 住居 住居 住居 住居

一般
(電圧や容量によ
る)

一般

公共

仕事

一般

ビジネス 教育

産業 産業 産業 産業

農業 農業 農業 農業 農業

道路灯 道路灯 道路灯 道路灯 道路灯

価格カテゴリーの経年変化

• 1973年以前では価格は電圧を基に決定していた。

• 1973/10にオイルショックが起こった後に, 国策に
より考慮された使⽤量による価格決定カテゴリーの
変更がエネルギー部門に対しても⾏われた。

• 1992年に、⼀般よりも教育のカテゴリーが安くなっ
たのは教育基⾦や⽂化的基盤のサポートが加わった
ためである。

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00201.jsp

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00201.jsp
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電⼒⼩売価格の推移

´82 ´83 ´86 ´87 ´88 ´89 ´90 ´91 ´92 ´95 ´97 ´98 ´99 ´00
合計 -0.7 -3.3 -2.8 -7.6 -7.6 -7 -3.7 4.9 6 4.2 5.9 6.5 5.3 4
住居 0 -5.2 -2.1 -1.3 -8.2 -5 -3.6 12.6 6.1 2.6 5.9 6.5 0 3.3
一般 0 -6.3 -3.3 -9.7 -17.3 -15.8 0 3.5 6.1 4.9 5.9 6.5 6 3
教育 0 -6.3 -3.3 -9.7 -17.3 -15.8 0 3.5 0 0 5.9 6.5 6 3
産業 -1.3 -1.8 -2.8 -9.3 -4 -5 -5 1.9 6.1 4.9 5.9 6.5 8 5
農業 0 0 -2 0 -2 -5 -2.1 -2.4 0 0 5.9 6.5 0 3
道路灯 0 -8 -3 -20 -20 -7 0 0 6.1 4.9 5.9 6.5 6 3

´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11.8 ´11.12 ´12.8 ´13.1 ´13.11 累積
(́82~´13)

合計 -0.1 0 -1.5 2.8 2.1 0 4.5 3.9 3.5 4.9 4.5 4.9 4.0 5.4 49.4
住居 -0.5 -2.2 -2.8 2.4 0 0 0 0 2 2 0 2.7 2.0 2.7 19.2
一般 0 -2 -3.5 2.8 0 -3 3 2.3 0 4.4 4.5 4.4 4.6 5.8 1.2
教育 0 0 -3 -15.3 0 0 4.5 6.9 5.9 6.3 4.5 3.0 3.5 0 -16.4
産業 0 2.5 0 3.3 4.2 1 8.1 6.5 5.8 6.1 6.5 6.0 4.4 6.4 93.9
農業 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 3.0 11.7
道路灯 0 0 0 3.4 4.2 0 4.5 6.9 5.9 6.3 6.5 4.9 5.0 5.4 21.9

電⼒⼩売価格の推移（前年⽐）
%

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00105.jsp

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00105.jsp
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電⼒⼩売価格の推移

消費者物価指数と電⼒⼩売価格の変動率

%

´82 ´83 ´84 ´85 ´86 ´87 ´88 ´89 ´90 ´91 ´92 ´93 ´94 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01

消費者物価
指数の変動
率

7.2 3.4 2.3 2.5 2.8 3.1 7.1 5.7 8.6 9.3 6.2 4.8 6.3 4.5 4.9 4.4 7.5 0.8 2.3 4.1

電⼒⼩売価
格の変動率 -0.7 -3.3 · · -2.8 -7.6 -7.6 -7 -3.7 4.9 6 · · 4.2 · 5.9 6.5 +5.3 +4.0

´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15
合計
(́82~
´15)

消費者物価
指数の変動
率

2.8 3.5 3.6 2.8 2.2 2.5 4.7 2.8 3.0 4.0 2.2 1.3 1.3 0.7 273.8

電⼒⼩売価
格の変動率 -0.1 -1.5 +2.8 +2.1 +4.5 +3.9 +3.5 +4.9

(8/1)
+4.5
(12/
5)

+4.9
+4.0
(1/1
4)

+5.4
(11/
21)

· · +49.4

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00105.jsp

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/C/CYHCHP00105.jsp
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付録. 使⽤量による電⼒価格表

住居向けのサービス (低電圧)
• 住居の顧客 (アパートも含む)
• 3kWもしくそれ以下での契約を⾏っている顧客
• 単身者用アパート (ドミトリー含む) と社会福祉
施設のような集合住宅

デマンドへの課⾦ (ウォン/世帯) エネルギーへの課⾦ (ウォン/kWh)

1 ~ 200kWh 910 1 ~ 200kWh 93.3

201 ~ 400kWh 1,600 201 ~ 400kWh 187.9

400kWh ~ 7,300 400kWh ~ 280.6

住居向けのサービス (高電圧) デマンドへの課⾦ (ウォン/世帯) エネルギーへの課⾦ (ウォン/kWh)

1 ~ 200kWh 730 1 ~ 200kWh 78.3

201 ~ 400kWh 1,260 201 ~ 400kWh 147.3

400kWh ~ 6,060 400kWh ~ 215.6

一般向けのサービス (A) Ⅰ

• 住居、教育、産業、農業と道路灯以外
の顧客

• 4~300kWでの契約を⾏っている顧客

分類
デマンドへの

課⾦
(ウォン/kW)

エネルギーへの課⾦ (ウォン/kWh)

夏
(7/1~8/31)

春/秋
(3/1~5/31,
9/1~10/31)

冬
(11/1~2/28)

低電圧 A 6,160 105.7 65.2 92.3

高電圧 A
オプションⅠ 7,170 115.9 71.9 103.6

オプションⅡ 8,230 111.9 67.6 98.3

高電圧 B
オプションⅠ 7,170 113.8 70.8 100.6

オプションⅡ 8,230 108.5 65.5 95.3

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp

住居向けのサービス

一般向けのサービス

低電圧 : 110V~380V, 高電圧 A : 3,300~66,000V, 高電圧 B : 154,000V, 高電圧 C : 345,000Vもしくより高い電圧

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp
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付録. 使⽤量による電⼒価格表

一般向けサービス (A) Ⅱ
• 住居、教育、産業、農業と道路灯以外の顧客
• 4~300kWでの契約を⾏っている顧客

分類
デマンド
への課⾦
(ウォン
/kW)

エネルギーへの課⾦ (ウォン/kWh)

時間周期
夏

(7/1~8
/31)

春/秋
(3/1~5
/31,9/1
~10/31
)

冬
(11/1~
2/28)

高電圧 A

オプショ
ン Ⅰ 7,170

オフピー
ク 62.7 62.7 71.4

中間負荷 113.9 70.1 101.8

ピーク 136.4 81.4 116.6

オプショ
ン Ⅱ 8,230

オフピー
ク 57.4 57.4 66.1

中間負荷 108.6 64.8 96.5

ピーク 131.1 76.1 111.3

高電圧 B

オプショ
ン Ⅰ 7,170

オフピー
ク 62.1 62.1 71.1

中間負荷 110.7 68.0 98.4

ピーク 127.1 73.4 112.6

オプショ
ン Ⅱ 8,230

オフピー
ク 56.8 56.8 65.8

中間負荷 105.4 62.7 93.1

ピーク 121.8 68.1 107.3

一般向けサービス (B)
• 住居、教育、産業、農業と道路灯以外の顧客
• 300kW以上での契約を⾏っている顧客

分類

デマン
ドへの
課⾦
(ウォ
ン
/kW)

エネルギーへの課⾦ (ウォン/kWh)

時間周期
夏

(7/1~8/3
1)

春/秋
(3/1~5/3
1,9/1~10
/31)

冬
(11/1~2/
28)

高電圧 A

オプション
Ⅰ 7,220

オフピーク 61.6 61.6 68.6

中間負荷 114.5 84.1 114.7

ピーク 196.6 114.8 172.2

オプション
Ⅱ 8,320

オフピーク 56.1 56.1 63.1

中間負荷 109.0 78.6 109.2

ピーク 191.1 109.3 166.7

オプション
Ⅲ 9,810

オフピーク 55.2 55.2 62.5
中間負荷 108.4 77.3 108.6

ピーク 178.7 101.0 155.5

高電圧 B

オプション
Ⅰ 6,630

オフピーク 60.0 60.0 67.0

中間負荷 112.3 82.3 112.3

ピーク 193.5 112.6 168.5

オプション
Ⅱ 7,380

オフピーク 56.2 56.2 63.2

中間負荷 108.5 78.5 108.5

ピーク 189.7 108.8 164.7

オプション
Ⅲ 8,190

オフピーク 54.5 54.5 61.6
中間負荷 106.8 76.9 106.8

ピーク 188.1 107.2 163.0

高電圧 C

オプション
Ⅰ 6,590

オフピーク 59.5 59.5 66.4
中間負荷 112.4 82.4 112.0

ピーク 193.3 112.8 168.6

オプション
Ⅱ 7,520

オフピーク 54.8 54.8 61.7
中間負荷 107.7 77.7 107.3

ピーク 188.6 108.1 163.9

オプション
Ⅲ 8,090

オフピーク 53.7 53.7 60.6
中間負荷 106.6 76.6 106.2

ピーク 187.5 107.0 162.8

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp

一般向けのサービス(続き)

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp
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付録. 使⽤量による電⼒価格表

分類
デマンド
への課⾦
(ウォン/k
W)

エネルギーへの課⾦ (ウォン/kWh)

時間周期 夏
(7/1~8/31)

春/秋
(3/1~5/31,9/1

~10/31)
冬

(11/1~2/28)

低電圧 2,390

オフピー
ク 57.6 58.7 80.7

中間負荷 145.3 70.5 128.2

ピーク 232.5 75.4 190.8

高電圧 2,580

オフピー
ク 52.5 53.5 69.9

中間負荷 110.7 64.3 101.0

ピーク 163.7 68.2 138.8

電気⾃動⾞充電サービス

• 顧客の電気⾃動⾞(⾃転⾞を除く)と充電設備の登録に
ついて、⾃動⾞管理法の条項3及び⾃動⾞管理法の施
⾏ルールの条項2に規定されている

Source : Webpage <Korea Electric Power Corporation>
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp

一般向けのサービス(続き)

http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00201.jsp


4.2 中国の⼩売電気料⾦
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地域名 2017年 2018年

広州 0.87⼈⺠元/kWh 0.80⼈⺠元/kWh

上海 0.91⼈⺠元/kWh 0.90⼈⺠元/kWh

北京 0.81⼈⺠元/kWh 0.81⼈⺠元/kWh

【課題】 社会福祉の⽬的で住宅の電⼒⼩売価格は商業・産業部門より優遇されていた
が、この状況は近年の景気減速を加速させてしまう要因となる可能性がある。

【取組】 2018年中に商業・産業部門の電⼒⼩売価格を10％低下させることを宣言した。
一部地域を除き、低下が実現している。
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電⼒小売価格の推移

 電⼒小売価格は、広州と上海では、2017~2018年にて減少傾向にある。
 これは、商業・産業部門の価格低下が影響している。

各地域の産業部⾨の電⼒⼩売価格の推移(2017-18)

減少

減少

変化なし

※換算レート 1⼈⺠元 = 約16円

Source :CEICデータ
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電⼒小売価格の内訳

 電⼒⼩売価格の主な構成要素は3種類である。

電⼒⼩売価格内訳

項目 1kWhあたりの⼈⺠元
[⼈⺠元/ kWh]

平均小売価格
[%] 利益取得先

平均小売価格 0.6091 100% -

オングリッド価格 0.37628 62% 発電事業者

送電及び配電⼿数料 0.19622 32% 送配電事業者

財政資⾦ 0.0366 6% 政府

• 主な構成内訳
-オングリット価格、送電及び配電⼿数料、財政資⾦

Source :国家エネルギー局データを基に算出

※換算レート 1⼈⺠元 = 約16円



[2015年] 5月に国務院により、「ドキュメント#9」とよばれる新たな電⼒改⾰が開始された。
3275億⼈⺠元の削減につながる⽯炭価格と電⼒価格が連動するメカニズムを試⾏した。

[2017年] 32の州で送電及び配電⼿数料改⾰のパイロットプログラムの初期段階終了(480億⼈⺠元
の削減)及び公益事業⼿数料の終了（350億⼈⺠元の削減）
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政策及び規制

 2015年よりコスト削減の取組みを開始し、2018年は3段階にて施策を実⾏
した。

[2018年] 4月、5月、7月の３つの声明により、コスト削減取組みの3段階での実施を表明
（合計で821億⼈⺠元の削減）

実施期日 4/1〜 5/1〜 7/1〜

実施内容

グリッドの送電及び配電
の国際ガイドラインに従
い、地域及び地域を超え
た送電及び配電⼿数料の
改革を推し進め、一時的
な低下を実現した

電⼒部⾨のVAT調整と送
配電事業者への税還付に
より、さらなる電⼒⼩売
価格の低下へとつながっ
た

⽔⼒発電の基本価格を
25%下げるため、州や
地域を超えた電⼒取引量
を増加させ、自家消費の
発電施設に相互補助⾦の
支払いを促した

削減目標額 431億⼈⺠元 216億⼈⺠元 173億⼈⺠元
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地域による傾向

 商業・産業部⾨の電⼒⼩売価格は下落傾向にある。
 住宅の電気料⾦はまだ低い状態だが、上昇傾向にある。

住宅

商業・産業
部門

 2017年の商業・産業部門の顧客の平均価格は0.8⼈⺠元/kWhである。
 政府は2018年に商業・産業部門の電⼒小売価格を10％低下させることを宣言した。

 住居の電⼒価格は0.377⼈⺠元/ kWh (⻘海省)〜 0.68⼈⺠元/ kWh (深セン市)
であり、それらは商業や産業部門の価格の平均値である0.76⼈⺠元/ kWhより
も低い。

 しかしながら、住居の電⼒⼩売価格は中国の電⼒システムの改⾰が進むにつれ、
今後上昇することが予想される。

※換算レート 1⼈⺠元 = 約16円



162

付録. 電⼒⼩売価格データ
⻘海省

Source : Qinghai Price Bureau
http://www.qhfgw.gov.cn/gzdt/tzgg/201808/t20180813_742685.shtml 

ピーク フラット 低負荷時

最大デマン
ド (Rmb

yuan/kV/
month)

変換容量
(Rmb

yuan/kVA /
month)

0.3771
0.4271
0.6771
0.3964
0.3914

0.8784 0.5934 0.3084
0.8709 0.5884 0.3059
0.8634 0.5834 0.3034
0.8612 0.5374 0.2136 28.5 19
0.8531 0.5324 0.2117 28.5 19
0.8449 0.5274 0.2099 28.5 19
0.5838 0.3672 0.1506 28.5 19
0.5675 0.3572 0.1469 28.5 19
0.5512 0.3472 0.1432 28.5 19

0.3467
0.3417
0.3347

消費税(Rmb yuan/kWh)

< 150 kWh
151-230 kWh

>230 kWh

備考

2018/5/1より
適応

地域 顧客タイプ 電圧

メーターシェア
< 1kV

1-10 kV

定額料金

<1kV
1-10 kV

35 -110 kV
< 1kV

1-10 kV
35 -110 kV

1メーター/家庭
住宅

商業・産業

大規模産業

青海省

基本価格

35 kV & above
1-10 kV
<1kV

農業

110 kV & above
35 -110 kV

1-10 kV

2部料金

http://www.qhfgw.gov.cn/gzdt/tzgg/201808/t20180813_742685.shtml
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付録. 電⼒⼩売価格データ
北京

Source : Bureau, Beijing DRC
https://www.mrcjcn.com/n/285278.html

ピーク ラッシュ フラット 低負荷時

最大デマン
ド (Rmb

yuan/kV/
month)

変換容量

(Rmb
yuan/kVA /

month)
1-240  kWh/月 0.4883
241-400 kWh/月 0.5383
>401kWh/月 0.7883
1-240  kWh/月 0.4783
241-400 kWh/月 0.5283
>401kWh/月 0.7783

0.4733

メーターシェア(都会), 1 kV & above 0.4633
< 1kV 1.512 1.3827 0.857 0.3573
1-10 kV 1.489 1.3607 0.842 0.3483
20 kV 1.482 1.3537 0.835 0.3413
35kV 1.474 1.3457 0.827 0.3333
110 kV 1.459 1.3307 0.812 0.3183
220 kV & above 1.444 1.3157 0.797 0.3033
1-10 kV 1.0761 0.9864 0.677 0.3766 48 32
20 kV 1.0611 0.9742 0.667 0.3706 48 32
35kV 1.0451 0.9584 0.657 0.3646 48 32
110 kV 1.0181 0.9334 0.637 0.3496 48 32
220 kV & above 0.9951 0.9104 0.617 0.3316 48 32
< 1kV 0.9292 0.6255 0.3378
1-10 kV 0.9142 0.6105 0.3218
20 kV 0.9062 0.6035 0.3158
35kV & above 0.8982 0.5955 0.3088

大規模産業

農業

北京

備考

1メーター/家庭,
<1kV

1メーター/家庭, 1 kV
& above

メーターシェア(都会), <1 kV

住宅

消費税 (Rmb yuan/kWh) 基本料金

地域 顧客タイプ 電圧

商業・産業

https://www.mrcjcn.com/n/285278.html


5 補⾜資料

164



略語の説明(1/2)

165

略語 正式名称 説明
ARegV IncentiveRegulation Ordinance インセンティブ規制（ドイツ）
BMWi Federal Ministry forEconomic Affairs and Energy経済エネルギー省（ドイツ）
BNetzA Bundesnetzagentur 連邦ネットワーク規制庁（ドイツの規制機関）
BBPIG Federal Requirements Plan Act 送電ネットワーク計画法（ドイツ）
CHP Combined Heat and Power コージェネレーション
DCC Data CommunicationsCompany データ通信会社（英国）
DEA Data Envelopment Analysis 包絡分析法
DSO Distribution System Operator 配電系統運用者
DUoS Distribution Use of System 配電システム利⽤
EEG Renewable Energy Sources Act 再生可能エネルギー法（ドイツ）
EnLAG Power Grid Expansion Act 電⼒ネットワーク拡張法（ドイツ）
EnWG Energy Industry Act エネルギー事業法（ドイツ）
GDPR GeneralData Protection Regulation 一般個人データ保護規則（欧州）
GWB Actagainst Restraints of Competition 競争制限禁止法（ドイツ）
KWKG Combined Heat and Power Act コージェネレーション法（ドイツ）
MessEG The Measuresand Verification Act 計量検証法（ドイツ）
MessEV The Measures and Verification Ordinance 計量検証規制（ドイツ）
MID MeasurementInstruments Directive 計量器指令（欧州）
MsbG TheMetering Point Operations Act 測定点運用法（ドイツ）
NABEG Grid Expansion Acceleration Act 送電ネットワーク拡張迅速化法（ドイツ）
Ofgem Office of Gas and Electricity Markets ガス電⼒市場規制庁（英国の規制機関）
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略語 正式名称 説明

PTB TheNational Metrology Institute of 
Germany ドイツ物理⼯学研究所

RIIO Revenue = 
Incentives + Innovation + Outputs インセンティブベースの規制（英国）

SAIDI System Average Interruption Duration Index平均停電時間
SAIFI System Average Interruption Frequency Index平均停電回数
SMGW Smart Meter Gateway スマートメーターゲートウェイ
SMGWA Smart Meter Gateway Administrator スマートメーターゲートウェイ管理者
SO System Operator 系統運用者（設備を持たず運用のみを実施）
StromNEV Electricity Network Charges Ordinance 電⼒ネットワーク料⾦規制（ドイツ）
StromStG Electricity Tax Act 電⼒税法（ドイツ）
StromStV Electricity Tax Ordinance 電⼒税規制（ドイツ）
SysStabV System Stability Ordinance 電⼒ネットワーク安定化規制（ドイツ）
TSO Transmission System Operator 送電系統運用者
TNUoS Transmission Network Use of System 送電網システム利⽤



Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマツ合

同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会

社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本
で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファ

イナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に約11,000名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとして
います。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービスを、
さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合
化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスをFortune Global 500® の8割の企業に提供
しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約245,000名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメン
バーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または
“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about 
をご覧ください。

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.



168


