
資料５

整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

1
基本的考え
方

現行の電気料金制度により電気事業がどれほど発展し、国民生活・経
済活動に安定と成長をもたらしたかが記載されていない。停電が少ない
国はどうして出来たのか。報告書の冒頭に、日本特有の電気料金制度の
特徴や必要性、電気の使用者のみならず日本国民・経済の安定と成長に
どれだけ貢献しているかについて、記載を追加すべきではないか。

我が国電気料金制度がこれまで果たしてきた役割の評価やその特徴等
については、｢１．はじめに～検討の背景及び基本的考え方～｣、｢２．現行
の料金制度（総論）｣において記載しております。

個人

電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議報告書案に対する意見の概要とそれに対する考え方（案）

御指摘の｢効率化努力｣をどのように織り込むかは、電気料金制度上、重
要な論点と考えており、その旨「１．はじめに～検討の背景及び基本的考え
方～」などにおいても、その旨記載しております。こうした考え方を踏まえ、
料金認可時の査定について、より合理的な経営効率化努力の織り込み、
料金認可プロセスの合理化の観点から、電気事業者として一般的に求めら
れる効率化努力を想定しうる費用項目については、一定のメルクマールを
基準として査定を行うことなどを検討しました。

個人

１．はじめに～検討の背景及び基本的考え方～

3
基本的考え
方

報告書の内容は、極めて規制色の濃い内容になっている。過去の歴史
を振り返ってみると、電力の安定供給が産業や国民生活に与えた影響は
大きい。今後とも、電力の安定供給を継続し、我が国が世界に冠たる国と
しての地位を保持していくためには、電力経営において、民営の良さ・利
点を生かしていくことが必須である。その意味で、経営の自由度を削ぎ、
効率化努力へのインセンティブを削ぐことに繋がりかねない今回の報告
書のような「規制強化」の方向性を採ることは、電気事業の健全な発展、
ひいては我が国の成長・発展を阻害しかねないものと懸念している。

2
基本的考え
方

電気事業は、独占の弊害や過当競争による二重投資の弊害を防止し、
お客さまに対して電気を安定的かつ低廉に供給するため、一般電気事業
者に独占的な供給を認めつつ供給義務と料金規制等が課されている。

そのような中、現行の料金制度は、電気事業法の目的である「電気の使
用者の利益保護」・「電気事業の健全な発展」を両立させるよう、「原価主
義の原則」「公正報酬の原則」及び「需要家に対する公平の原則」といっ
た電気料金決定の３原則に基づき決定されており、このことは、国民生活
に欠かすことのできない電気を、安全・安定的に供給するために要する費
用を回収する一方で、事業者が過度の利益を得ることを防止し使用者の
利益を保護してきたもの。

したがって、今般の検討の背景はあるにせよ、こうした電気事業法や電
気料金制度の目的に沿った制度設計とすべき。

今回の検討は、規制料金として、行政による原価の適正性確保と事業者
の経営効率化インセンティブをどのようにバランスさせるか、その際に、ど
のような費用について、どのような水準までを適正な原価と考えるか、対外
的な説明責任をどのように確保するかといった広範な論点について、現行
制度下において実施すべきものを中心に検討を行ったものであり、ご指摘
のような現行の電気事業法の目的に沿って検討が行われたと考えておりま
す。

匿名

1 / 17 ページ



整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

4
総括原価方
式

総括原価方式は、 増大する電力需要に安定供給するために、役立って
きた制度である。今後、再生可能エネルギーが増加すると、火力発電で
供給の安定を図らざるを得ず、送配電設備の増強が迫られることに留意
すべき。そのため、中期的には、総括原価方式を維持し、電力供給の安
定が見えてきた段階で議論すべき。

今回は、総括原価方式を含む現行の電気料金制度下において実施すべ
きものを中心に検討を行っており、総括原価そのものの見直しについて
は、電力システム改革の中で検討されることとなっております。

個人

３．供給計画等の前提計画

5 需要想定

今後10年間の需要想定を考えるにあたって、再生可能エネルギーの導
入状況が極めて不透明であるが、電力需給と経済指標に加え再生可能
エネルギーの普及状況などを視野に需要想定算出の根拠にすべきでは
ないか。

また、系統安定化方策に関わる費用についても考慮すべきではない
か。

需要想定は、至近時点での景気動向、需要動向を反映しつつ、中・長期
的な経済・社会の成長テンポ・構造変化に留意し、それが電力需要の量、
用途構成、使われ方にどのような影響を与えるかを把握し、想定を行って
いるものです。余剰買取制度の開始などにより導入件数が増加傾向にある
太陽光発電については、その普及拡大を織り込んだものとなっています。

匿名

２．現行の電気料金制度（総論）
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整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

４．原価の適正性の確保

6 海外との比較

本件報告書案第１３ページ【論点２】について、電気料金規制の重要な
課題の１つは、わが国の国際競争力をそがないようにすることであるた
め、費用のメルクマールとして、外国の電気事業者が負担している費用を
考慮するべきではないか。

外国の電気事業者が負担している費用については、その全てが明らかに
されていないことから、これらを直接的にメルクマールとして採用することは
困難です。
ただし、例えば、スマートメーターの調達に当たってはオープンな形での実
質的な競争がある入札を行うことが原則とされており、海外事業者からの
応札も考えられることから、実質的に｢外国の電気事業者が負担している
費用｣も考慮したものになり得ると考えております。

個人

7
広告宣伝費、
寄付金、団体
費

認可時に原価算入が認められない広告宣伝費、寄付金、団体費につい
ては、値下げ届出時においても、届け出る原価に算入することを認めるべ
きではない。

現行電気事業法上、値下げ届出時には査定を行わない制度となっており
ます。他方、値下げの際の原価としてご指摘のような項目を織り込む場合
には、事業者の説明責任の観点から、一般電気事業者供給約款算定規則
を改正し、諸費に含まれる寄付金及び団体費を新たに項目立てるとともに
（広告宣伝費は「普及開発関係費」として既に項目が立てられている）、そ
の内容について十分な対外説明を求めることとしております。

特定非営利活動法
人 環境エネルギー
政策研究所

電気事業連合会

8
広告宣伝費・
寄付金・団体
費

「経営効率化の推進」や「経営の自主性の尊重」といった従来の電気料
金制度の検討経緯を十分に踏まえた上で、事業者の創意工夫・自助努力
が引き続き発揮できる制度設計が必要である。

特に、負荷平準化については、供給コストの低廉化の目的から、事業者
に対して積極的な推進が求められてきたところであり、平成７年の電気事
業審議会においては、電気事業者の負荷平準化促進のために支出する
費用の原価算入が提言されているところである。

報告書案では、広告宣伝費（普及開発関係費）、寄付金、団体費といっ
た費用については、報告書案本文にも記載されているとおり、設備の有
効活用、ＣＳＲ、業界全体の効率的な事業運営の観点などから、いずれ
の費用にも合理的な支出理由があると考えている。

こうした費用の原価上の扱いを判断するにあたっては、近視眼的な視点
だけでなく、「電気の使用者の利益を保護」・「電気事業の健全な発達」と
いう電気事業法の目的に照らし、中長期的な電気料金の安定化・低廉化
の視点からも、合理性があるかどうかの慎重な判断が必要であると認識
している。

広告宣伝費、寄付金、団体費については、一定程度、費用として必要な
側面があることを指摘しつつも、需要家に負担を求める値上げ時において
は、電気の供給により優先度の高い費用に原価を限定する観点から、原価
算入を認めないとしたものです。報告書においても｢電気の使用者の利益
を保護｣・｢電気事業の健全な発達｣という電気事業法の目的は記載してお
り、当該費用についての見直しもこれに反するものとは考えていません。
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整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

10

節電を呼びかけながら、オール電化住宅の営業促進を行うなど矛盾し
た行動を慎むべきではないか。今現在出回っている「IHコンロ」の使用を
全て止めれば、原子力発電所で発電する電力分は確保できる。

個人

11

認可料金であることから認可する経済産業省においては現状を把握した
うえ、原価計算を明確にして公正な料金となるよう監督する義務がある。

エコ給湯等貯湯式給湯器を設置すれば補助金を交付するといった不当
な利益の誘因等が各電力会社で行われており、その費用まで電気料金
に含まれていたことが問題となったが、発電事業の認可を各地域で１社し
か認めていなかった国は厳正に料金を精査して監督する義務があること
は言うまでもない。

直ちに、経済産業省は電力料金を見直し、国民が納得する料金の適正
化を行う必要がある。

社団法人 香川県エ
ルピーガス協会

広告費や寄付金、団体への経費等を電気料金に含めないなどの結論
は、一面だけとらえた議論の結果であることを明記するとともに、「これか
ら設備増強・更新を加速する電気料金制度を構築することが今早急に求
められている」ことを報告書の結論に記載すべき。

広告宣伝費、寄付金、団体費については、一定程度、費用として必要な側
面があることを指摘しつつも、需要家に負担を求める値上げ時において
は、電気の供給により優先度の高い費用に原価を限定する観点から原価
算入を認めないとしたものです。

また、｢設備増強・更新を加速する電気料金制度の構築｣については、今
後、電気料金制度そのもののあり方に関するものであり、｢１１．おわりに｣
において、｢総括原価方式の是非や託送制度の在り方など現行制度の枠
内に収まらない電力システム改革の一貫として検討すべき事項について
も、（中略）今後、適切な場において、こうした論点についても検討が行われ
ることを期待する。｣としている。

個人

広告宣伝費
等

オール電化の営業など販売促進費については、販売電力の増加という営
業目的の側面もあることから、料金認可時においては、原価への算入を認
めるべきではないと考えております。

なお、昨年夏、電気事業法第２７条による電気の使用制限を実施した東
北電力及び東京電力、今冬、数値目標つき節電要請を行っている関西電
力及び九州電力については、オール電化（エコキュートを含む）に係る奨励
金（手数料）制度やＣＭ、広告は実施していないと承知しております。

9
広告宣伝費・
寄付金・団体
費

4 / 17 ページ



整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

12 広告宣伝費

高温多湿で、負荷率の低い我が国電力事情を勘案すると、負荷平準化
の進展によって、すべての使用者が、安価で安定的な電力供給を受ける
ことが出来る可能性が高まる。

そのため、 一般的な節電・省エネを促すＰＲや選択約款周知など負荷
平準化に関わる広告宣伝は、電気事業遂行上必要な費用ではないか。
短期的には電力供給が逼迫する中、やむを得ないかも知れないが、将来
的な展望を考えると原価から排除すべきではない。

料金メニューの周知や安全に関わる周知、需給逼迫時の需要抑制要請
といった公益的な目的から行う周知については、料金値上げ認可時におい
ても料金原価に算入することを認めるべきと考えております。

また、御指摘の将来的な展望については、委員からの指摘を踏まえ、「環
境変化によっては販促が望ましい場合もあることに留意すべきとの指摘が
あった。」とP23の脚注に記載しております。

個人
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整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

14
広告宣伝費
等

２度にわたるオイルショックの教訓や低炭素社会の実現に向けた取組
みとして、国をあげて電力使用の「ピークシフト」「ピークカット」に取り組む
中で、オール電化関連費用は負荷平準化に資する、いわば公益的課題
に対応するものである。また、他の公共事業における料金算定においても
広告宣伝費への原価への参入との整合性も考慮すべきと考えることから
「広告宣伝費の原価への算入を認めるべきではない」とする考えは理解
できない。

匿名

15 寄付金

中央の電力会社と、地方電力を同じ土俵に乗せて考えることは問題で
はないか。報告書では、例えば、「寄付金の原価算入不可」という結論と
なっているが、地方電力においては、行政あるいは経済界から、地域の
活性化に資する諸活動について、電力会社に対する寄付金拠出の期待
は、非常に大きいというのが現実である。

寄付金については、民間企業として一定の社会貢献を行うとともに、地域
社会等との関係で電気事業の円滑な実施に資するという側面があるもの
の、需要家に負担を求める電気料金の値上げ認可を行う場合には、電気
の供給により優先度の高い費用に重点化する観点から、原価算入を認め
るべきでないと考えております。この考え方については、地方の電力会社で
あったとしても、料金規制の対象である以上、同様です。

個人

中国電力株式会社

オール電化等の普及開発関係費には負荷平準化に貢献している側面が
あるとは考えられるものの、その効果を定量的に効果を把握することが困
難であり、料金原価として全需要家に一律に負担を求めることは、需要家
に負担を求める値上げ時において、電気の供給により優先度の高い費用
に原価を限定する観点から、原価算入を認めるべきではないと考えており
ます。

13
広告宣伝費
等

報告書案において、一部の費用について料金値上げ時は原価算入を認
めるべきでないとされたことは，料金値上げの一時的な抑制という点では
「需要家利益の保護」に資するものの，これらは「長期的な需要家利益の
達成」を目的にした取り組みに関わる費用であり，電気事業法の目的に
照らしても，本来，原価算入に適切性のある費用だと考えている。

例えば，普及開発関係費には，省エネルギーの推進を目的とした効率
的な電気の使用方法の普及拡大を図る活動等に要する費用等が多く含
まれており，事業者の売上拡大のみを目的としたものとの指摘は，一面
的な見方であると考えている。これらの取り組みを抑制することは，省エ
ネルギー社会を志向する我が国にとっても損失につながるものである。

また，電力の負荷を平準化することは，長期的な供給コストの低廉化に
資するものであり，過去の電気事業審議会での提言も踏まえ，事業者が
長期間にわたり継続的取り組みを進めてきた結果，近年，高効率ヒートポ
ンプ式電気給湯機「エコキュート」等の普及率が高まり，負荷率の改善に
貢献しているところである。こうした機器等の省エネ性･安全性･経済性等
が，お客さまから高く評価され，幅広くご支持いただくようになったことは，
電気事業者の取り組みによるところも大きいと考えている。
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整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

16 寄付金

寄付金や団体費は公開が求められているが、貰った側が使途まで公開
することが一般的ではないか。

地方自治体や大学などが意義を示すものであり，寄付を行うものがする
ものではない。ましてや、県が電力側に寄付の申し入れをするなどの報道
がありましたが，ゆすりたかりと同様に思える。

これを寄付側にもとめるのであれば、全企業に会計報告とともに提出さ
せるべきではないか。電力会社にのみ求める理由を報告書に記載すべ
き。

今回の検討はあくまで電気料金制度について行ったものです。規制料金
において、原価を需要家から回収する以上、透明性を確保する観点から
も、一般電気事業者には原価についての説明責任が求められると考えま
す。

匿名

17 団体費

電気料金の算定に当たり、その経費として、当然各電力会社の運営経
費が含まれているが、その経費の中に様々な経産省の天下り団体用の
会費の名目で巨大な金額が含まれていると聞く。

大多数を占める一般消費者へ値上げを行うのであれば、徹底した経営
経費の見直しと、天下り団体の一掃を最優先して行うべきではないか。

事業団体費については、支出先の団体に公務員OBが存在するかどうか
にかかわらず、料金認可時においては原価算入を認めないことが適当であ
ると考えております。また、例えば、電力系統利用協議会（ESCJ）への加盟
に係る負担金のように、当該団体が電気事業法に規定された送配電業務
支援機関であるといった合理的な理由がある場合には、支出内容を公表
することを条件に、原価算入を認めることが適当であると考えております。

個人

匿名

18 人件費

「事業規模が極めて大きいことから、小規模・零細企業の平均値をメル
クマールとすることは、現実にそぐわない面がある」とあるが、どの様な事
柄が、現実にそぐわないのか報告がないので解らない。
人間が生活するに必要な費用は、勤務先の規模が大きかろうが小規模で
あろうが、変わない。

電気事業は、経済を支える公共事業で大変重要な職務ではあるが、例
えば人の命を支える介護事業に勤務する人の職務は重要では無いとは
いえず、この様な業種も含めてメルマークを設定とするのが正しい在り方
ではないか。

一般電気事業者の従業員数は平均１４，０００人程度であり、一般電気事
業を営むのに要する人員規模は大規模にならざるを得ないと考えられるこ
とから、比較対象として一定規模以上の企業の平均を採用し、加えて事業
内容の類似している公益企業との比較も行うことが適当であると考えてお
ります。
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19

電気事業法や電気料金制度の目的に沿って、安定的な電力供給と事業
の健全な発展を支えてきたのはそこに「働く者」であり、その意欲を引き出
し人材確保の基盤となってきたものは、事業特性をふまえて形成された労
働条件である。したがって原価として認めるべき人件費の査定にあたって
は、国民生活や経済活動を支える産業に相応しい水準とすべきである。

全国電力関連産業
労働組合総連合

20

国民生活や経済活動に欠かせない、国際比較においても極めて高い品
質の電力を安定的に供給し続けられるのは、そこに「働く者」の常に強い
使命感と責任感を持ちながら電気事業運営に勤しんできたからに他なら
ず、それを支えているのは、事業特性を踏まえて形成された労働条件の
裏打ちがあればこそ成し得られたもの。
言い換えれば、責務を負う代償として、現在の労働条件が構築されたも
の。

したがって、原価として認めるべき人件費の査定にあたっては、電気事
業に課せられた責務を果たし得る水準とすべきであり、そのことで人材を
確保・育成し続け、将来に亘って安定的な電力供給と社会の発展を支え
ていくことにつながる。

匿名

21

規制分野が検討対象であるが、東京電力では規制分野も自由分野も一
律して給料がカットされている。そのため、規制分野では給料一定とし、給
料を上げるためには自由分野で稼げばいいという理屈はあり得ない。ま
た、人件費にメルクマールを適用する論理が理解できない。ましてや，東
京電力で起こったことを他電力に押し付ける理屈が全く立たない。

匿名

国民生活や社会経済活動を支える電気事業において、優れた人材が確
保・育成されていくことは重要であると考えており、有識者会議においても
委員から同趣旨のご意見もありましたが、「あるべき適正な費用に限定して
料金原価での回収を認める」という料金規制の趣旨に鑑み、需要家に負担
を求める料金認可時においては、一般電気事業者が競争市場にある企業
と異なり地域独占の下で競争リスクがないこと、事業規模が極めて大きい
こと、公益事業としての側面があることなどを考慮し、一般的な企業（常用
労働者1，000人以上）の平均値をメルクマールとしつつ、他の公益企業の
平均値とも比較し査定を行うことが適当であると考えております。

また、このメルクマールは、料金値上げ認可時において、｢料金原価への
算入を認める範囲｣について検討を行ったものであり、実際の給料水準に
ついては各電力会社の判断等により決定されるものと考えております。

なお、「賃金構造基本統計調査」における過去１０年間の賃金の推移を見
ると、全産業及び他の公益企業の平均賃金が近年下降傾向である中、電
気事業は上昇傾向にあり、こうした他産業の状況も考慮すべきと考えま
す。

人件費

8 / 17 ページ



整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

22 役員報酬

先ずは、現状の分析（具体的な金額）について報告すべき。赤字企業の
役員に対してはその現状を踏まえた適切な報酬とするよう査定当局に要
望するのが正しい。

政治家等への個人献金をした役員が居たのか居なかったのかを調べ、
高額な役員報酬が団体献金の隠れ蓑になっていた可能性の有無につい
ても報告すべき。

御指摘のような分析については、認可申請があった場合に、個別の査定
時に行われるべきものと認識しております。

匿名

23 修繕費

安全・安定的な電力供給には、中長期的な視点にたった設備投資や適
切な修繕を行う必要があり、これを十分にふまえた制度設計とすべき。

日本を支える製造業、特に半導体や精密機器等の製造においては、周
波数・電圧など高い品質の電気が送電されることが製造における一つの
条件であり、安直な判断により必要な設備投資を抑制し電気の品質が低
下すれば日本を支える製造業にとって大きな痛手となり、製造業の海外
移転・雇用喪失につながりかねません。無理に設備投資を抑制した結
果、大規模停電が発生した欧米各国の実態を学ぶべき。

匿名

24 修繕費
安全・安定的な電力供給には、中長期的な視点にたった設備投資や適

切な修繕を行う必要があるが、このことを十分ふまえた制度設計とすべ
き。

全国電力関連産業
労働組合総連合

25 燃料費

共同調達などによる効率化が述べられている通り、大量購入による規
模の力は国際協力を考えても留意すべき。

発送電分離を安易に進めることは、規模の論理から考えても、慎重にす
べき。

共同調達については、肯定的な御意見として理解させていただきます。な
お、発送電分離については、今回の検討の対象ではなく、電力システム改
革において検討されることとなっております。

個人

26 研究開発費

電力だけでなく技術開発は、日本企業の生命線である、電力技術の革
新によって、設備・運用の効率化、環境負荷の低減、負荷平準化に資す
ることが期待できることから、他一般企業並に原価算入すべき。また、廃
炉技術の開発も必要である。電力中央研究所分担金も同様の観点では
ないか。

研究費については、事業者が各研究について必要性を説明した上で個別
に査定を行うべきものと考えております。

個人

今後、高経年化やスマートグリッド等への対応のため投資が増加すること
も考えられるとの御意見や有識者会議における委員の発言も踏まえ、本文
を修正いたします。【本文ｐ２５参照】
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27 子会社

需要家等の一般人から見ると企業（東京電力等）が電気供給業務と無
関係な子会社を沢山作っているのではないか。関西電力では警備会社等
が存在するが、これは過大利益で作られたと思われる。

料金認可においては、設備関係費や一般経費について、発注・調達等行
う場合には、関係企業に発注するかどうかを問わず、入札等を行うことを原
則とし、入札等を経たものは査定を行うことなく料金原価として認めるが、
入札等行わないものについては、一定の基準で原価を査定すべきであると
考えております。

個人

５．新しい火力入札

28 火力入札
新しい火力入札する場合、電源多様化に支障が生じないこと，新しい技

術の開発導入に支障をきたさないこと，電力系統と整合の取れた開発が
行なわれること等に十分留意した制度設計にすべき。

個人

30 火力入札

「原価の適正性の確保」の観点からは、設備関係費については原則入
札を実施することが適当ではあるが、CO2排出量抑制の観点からは、む
やみに化石燃料火力発電所を新設するインセンティブとならぬよう配慮が
必要であることを明記すべきである。

特定非営利活動法
人 環境エネルギー
政策研究所

31
火力入札（環
境アセス）

環境アセスなど、既存の環境規制は緩和すべきではないことを明記す
べき。
環境アセス期間短縮の要望については、必要な手続きを省略することなく
合理的に短縮することはあったとしても、決して必要とされるアセス手続き
自体を省略すべきではないことを明記すべき。

特定非営利活動法
人 環境エネルギー
政策研究所

住友共同電力株式
会社

今後、有識者会議報告書を受けて、行政において策定・公表する予定の
新しい火力入札に係る指針を検討するに当たっては、ご指摘の点も含め、
競争性の確保や環境面、安定供給等の観点も十分に勘案してまいります。

なお、エネルギーミックスのあり方については、総合資源エネルギー調査
会基本問題委員会において検討されており、本有識者会議の検討対象で
はありません。

また、環境アセスのあり方については、本有識者会議の検討対象ではな
いため、報告書に記載することは適当ではないと考えております。

火力入札29

①自家消費、ＰＰＳ、卸電力取引所向け併給の発電所も入札可能とすべ
き。

②既存設備のリプレースにおいては一般電気事業者の敷地も含めた既
存インフラを入札事業者が障害なく活用できるよう、一般電気事業者によ
る情報提供、公正価格での使用ができるような制度とすること。

③入札電源の落札の決定に際しては、価格だけでなく、事業者の能力、
エネルギーの有効利用、安定発電（機器仕様、運転体制等）の観点から
の評価も行う制度とするべき。

④入札事業者が長期にわたり安定的に事業を行うための収益確保にか
かる措置を充実させるべき。（燃料価格激変による逆ざやへの対応、事業
者の責によらない出力抑制、停止に対する配慮等）

⑤環境アセスに係る負担・リスクの軽減策（アセス期間の短縮、環境対
策の要求水準の規定、アセスを理由に実現を断念した場合の損失補填）
を望む。

⑥燃料種別の選定は事業者任せにするのではなく、国のイニシアチブ
の下、石炭火力の開発・リプレースを進めるべき。

⑦石炭火力を入札する場合は環境対策(特にCO2対策)の要件として非
現実的または経済合理性を著しく損なうような条件とならないよう配慮さ
れるべき。
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32

東日本大震災や3/7発表の東京首都直下地震による津波被害を考える
と、安定供給の観点は特に重要であり、将来的な電源配置については、
分散型電源の必要性は益々大きくなるため、津波被害のない海岸線から
離れた発電所や内陸型発電所等のリスク分散電源を確保していくような
制度設計にすべき。

個人

33

東日本大震災の教訓から、その指針作成時の観点において、下記のよ
うに、「電源停止リスク分散」との言葉を加えて明文化すべき。
（追加案）

「今後、行政において競争性の確保や環境面、安定供給及び電源停止
リスク分散等の観点も十分に勘案しつつ、火力入札実施のための指針を
策定し、公表する。」

個人

34

東日本大震災や3/7発表の東京首都直下地震による津波被害を考える
と、安定供給の観点は特に重要であり、将来的な電源配置については、
分散型電源の必要性は益々大きくなるため、津波被害のない海岸線から
離れた発電所や内陸型発電所等のリスク分散電源を確保していくような
制度設計にすべき。

個人

安定供給の観点からは、災害リスクに対し適切な対応策が講じられてい
ることは必要であると考えられますが、具体的にどのようなケースを評価し
ていくかは、今後の制度設計の中で検討していくべき事項であると考えて
おります。

火力入札(災
害リスク）
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６．公正かつ適正な事業報酬

35 レートベース

レートベースから除外される設備に係る減価償却費等の営業費用につ
いては、「基本的に同じ扱いになると考えられる」との曖昧な表現ではな
く、原価に算入することを認めないと明記すべき。

よって脚注ではなく、22ページの(2)対応の方向 ①値上げ認可時に原価
として認めることが適当ではない費用の一つとして明記すべき。同じく、値
下げ届出時においても原価として算入することを認めないことを明記すべ
き。

有識者会議においても、「違うことがあり得る」とのご意見があり、どのよう
な設備をレートベースから除外するか、また当該設備に係る営業費用の扱
いをどうするかについては、個々の状況を踏まえ、個別に査定を行う必要
があるため、表現については原案どおりとすることが適当と考えております
が、御指摘を踏まえ、明確化の観点から、脚注の表現を本文に移すととも
に、同趣旨の脚注を｢４．原価の適正性の確保｣の｢（２）対応の方向性｣に記
載することといたします。【本文ｐ２３、ｐ３７参照】

特定非営利活動法
人 環境エネルギー
政策研究所

36
レートベース
（核燃料資
産）

使用済み核燃料は、原価に組み入れる資産には不適切。核燃料サイク
ルは、技術が確立するまでは、原価に組み入れるべきではない。

地元の理解が得られてプルサーマルに利用できる場合のみ、１０年間
分の使用量に相当する分量のみを原価に組み入れる事とすべき。

資産価値のない使用済み燃料については、会計上備忘価格のみを資産
計上することとしており、レートベースにも算入しないことが適当であると考
えております。

なお、再処理により将来の核燃料として再利用される有用物質が取り出
された場合には、資産に計上し、レートベースに算入されるものと考えてお
ります。

匿名

37

レートベース
（リース物件
を対象とすべ
き）

電気事業資産（供給設備、スマートメーター等）をファイナンス・リース形
態で取得・保有する場合、対象となる電気事業資産をレートベースに算入
することが可能となる旨、明確化するべきではないか。

リース資産は電気事業固定資産に計上するものの、その取得時点にお
いては資金調達を行わず、毎年、リース料（減価償却費及び支払利息相
当）を支出することから、現在、リース資産をレートベース資産からは除外し
ていますが、電力会社のリース資産の実態や料金原価に与える影響も踏
まえ、今後検討していきたいと考えております。

株式会社日本政策
投資銀行

38 事業報酬
諸外国と比べても低水準であり、報告書にある通り、経営リスクを勘案

すると、むしろ上がる方向ではないか。名称が誤解を招きやすいため、
「資金調達コスト」など改称してはどうか。

事業報酬は御指摘のとおり｢資金調達コスト｣との位置づけではあります
が、名称変更については、他公益事業の法令用語との整合性もあることか
ら、直ちに対応することは困難であると考えております。

個人
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７．原価算定期間及び電源構成変動への対応

39
原価算定期
間

本報告書で指摘されている、「事業者の十分な経営効率化努力を織り
込む観点から、認可時の原価算定期間は３年を原則とすることが適当」と
しており、電気料金の激変を緩和する措置として合理的かつ正当な判断
として評価できる。

肯定的な御意見として理解させていただきます。

一般社団法人 日本
鉄鋼連盟

40
電源構成変
動への対応

電源構成の変動を料金へ反映する仕組みについては、原価の適正性を
確保するものであり、安全・安定的な電力供給に寄与することから、タイム
リーに反映できる制度設計が必要である。

電源構成の変動を料金に反映する場合であっても、どの電源を稼働させ
るかは一般電気事業者の経営判断そのものであることから、値上げとなる
場合には、認可手続きを経る必要があると考えております。他方で、より短
期間での料金改定が可能となるよう、総原価を洗い替える必要がないこと
とし、査定プロセスの簡略化を行うこととしております。

全国電力関連産業
労働組合総連合

41
電源構成変
動への対応

当該料金改定実施後、その改定の原因となった事象が解消された場合
には、速やかに値下げ届出を義務付けることは無論のことであるが、一
般電気事業者が電源構成を従前に戻すことを怠りコストダウンが実現し
ていなかったとしても、電源構成を従前に戻したものとみなし、速やかに
値下げ届出を義務付けることを明記すべきである。

有識者会議においては、「外生的な要因が元に戻った場合」に「何らか
の形で速やかに再改定を行うことを義務づけるべき」との議論であったた
め、表現については原案どおりとすることが適当と考えておりますが、ご指
摘のような「一般電気事業者が電源構成を従前に戻すことを怠りコストダウ
ンが実現しなかった」場合については、料金の事後評価において適切に判
断していくべきものと考えます。

なお、明確化の観点から、脚注を本文に記載させていただきます。【本文
ｐ４１参照】

特定非営利活動法
人 環境エネルギー
政策研究所

一般社団法人 日本
産業・医療ガス協会

42
電源構成変
動への対応

非稼動原子力発電所に関わる費用の電気料金への算入方法について
明確にするとともに、長期の非稼動が予想され料金改定申請時の販売電
力量内訳にその生産量が織り込まれていない原子力発電に関わる費用
を、原価として認めないことを明示すべき。

「自助努力の及ばない電源構成の変動」とはどのような場合を述べてい
るのか。今回の原子力発電所の停止が、この変動に該当するのであれ
ば、この報告書の内容には反対である。今回の東電の値上げを容認する
報告内容となっており、稼働しない設備の総原価は見直すべきであり、稼
働しない設備の費用は除外すると明示すること。

燃料費調整制度のルール化が不明確である。電気料金は燃料価格に
大きく左右されるので、安定な価格に向けた制度を明示すること。

長期停止発電設備については、原価算定期間に立ち上げが可能である
など緊急時の即時対応性、改良工事中などの将来の稼働の確実性等を踏
まえて、レートベースに算入し、除外されたレートベースに係る営業費につ
いても基本的に原価算入を認めないことが適当であると考えております
が、どのような設備が該当するか等については、個別に判断すべきものと
考えております。

｢自助努力の及ばない電源構成の変動｣とは、事業者の経営判断とは無
関係に電源構成を変更せざるを得ないケースであり、その事象について
は、個々に判断すべきものと考えておりますが、値上げとなる場合には、認
可を経ることが必要となります。

なお、燃料費調整制度については、燃料単価の変動分を迅速に料金に
反映する趣旨で設けられており、フォーミュラが省令で明確に定められてお
ります。
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整理番号 キーワード 意見概要 考え方 意見提出者

８．個別原価計算・レートメーク

43

原発停止に
伴う料金メ
ニューの見直
し

原子力発電所が停止したため、夜間電気料金は廃止し、通常料金とすれ
ば、値上げ幅を補えるのではないか。

個人

44

原発停止に
伴う料金メ
ニューの見直
し

原子力発電所の稼働が未定である中、前述火力発電所の発電コストを大
幅に下回る深夜電力料金を続けることは、明らかに不当廉売であり、深
夜電力料金制度を選択していない消費者（全消費者の８割弱と見られる）
にとって不利益を生じさせることになる。早急に深夜電力制度の撤廃を求
める。

個人

45

原発停止に
伴う料金メ
ニューの見直
し

原発停止における余剰電力の考え方ができなくなったことによる是正。
原子力発電が停止している中、オール電化割引等電気使用量増加誘

導料金は慎むべき行為と言える。
また、深夜電力料金は原価以下の料金となっているが、現時点では火

力発電に切り替えているのであれば、更に原価割れの状態といえる。な
お、著しく安い料金を設定することは新規参入者及び競合エネルギー事
業者の事業活動を困難にさせ独占禁止法上違反となる。

社団法人 香川県エ
ルピーガス協会

46 低圧電力
低圧需要家で電灯料金と動力料金が異なるのが時代遅れである。検討
すべきではないか。

積み上げられた総原価等を基に、電気の使用実態に応じて具体的にどの
ような電気料金メニューを設定するかは、一義的には電気事業者において
検討すべきものと考えております。

個人

積み上げられた総原価等を基に、具体的にどのような電気料金メニュー
を設定するかは、一義的には電気事業者において検討すべきものと考えて
おりますが、規制料金においては、原価と料金収入が一致することが求め
られております。
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９．デマンド・レスポンス料金とスマートメーターの導入

47
デマンドレス
ポンス

デマンド・レスポンス料金メニューの設定、あるいは、スマートメーター普
及前における時間帯別料金の多様化等にあたっては、一定の機器が設
置されている、あるいは、されていないこと等を要件にすべきではなく、あ
らゆる需要家が選択可能なメニューとすべき。

また、「真に電気料金の低減に繋がる」という本仕組みの趣旨を実現す
るため、例えば、時間帯毎の料金単価にも電気使用量の多寡に応じた三
段階料金を導入する等、電源および電力系統への負荷に応じた適正なコ
スト負担が実現されることが必要。

御指摘のとおり、デマンド・レスポンス料金メニューは、幅広い需要家が利
用可能なものとすることが重要ですが、詳細については各電力会社におい
て検討されるべきものと考えており、規制料金メニューの改定があった場合
には、特定の者に対して差別的取扱となっていないか等の観点から審査す
ることとなります。

一般社団法人日本
ガス協会

その他

48
会議の進め
方

今回の審議は、電気事業の実務に携わる事業者の事情説明や意見反
映が全くなされないままに、結論付けが行われたことは大変残念なことで
ある。特に、終始議論をリードしたのは、現場実務に通じていない経済学
者であり、実際の事業運営に携わった経験のない方々による、言わば「机
上の論理」のみで、国民生活に密接に関係のある電気料金のあり方が方
向付けされたことには、非常に残念であり、このままルール化されることに
は危惧の念を抱いている。今後、ベストミックス論をはじめ、国の根幹に関
わるエネルギー政策の検討が続けられるが、今回の料金有識者会議の
ような形での結論付けがなされることがないよう、特段のご配慮をお願い
したい。

本有識者会議については、検討の中立性、公平性を確保する観点から、
中立的な有識者による検討をお願いしたところです。また、検討に当たって
は、事業者の意見も聴取し、事業の実情についても把握しつつ検討を行っ
ております。

個人

49
会議の進め
方

有識者会議という割に，電気に関する有識者はいないのではないか。
電気の市場などというバーチャルな世界を求めているなど，電気の仕組

みが全く理解していない人がいるように見られる。
ぜひ，第三者委員会の委員は東京電力の経営陣になっていただき，持

論をもって企業運営を実施していただきたい。

電気事業制度に詳しい学識経験者や｢東京電力に係る経営・財務調査委
員会｣の調査に参加し、電気料金制度、電力会社の財務・会計に知見のあ
る方々に有識者としてご参加いただいております。

匿名

50
パブリックコメ
ントへの回答

提出された全ての意見に対し、「電気料金制度・運用の見直しに係る有
識者会議」の委員全員が承認した回答を作成し、報告書確定と同時に公
表すべき。

パブリックコメントへの回答についても、第６回有識者会議において審議
いただくこととしております。

個人
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51
太陽光余剰
買取制度

現在、太陽光発電の買い取り制度として余剰電気を国民による買い取
りが行われていますが、電力会社は電気を全電源平均可変費として約６
円で購入してその電力を２８円程度で売却している状況となっており、送
電ロスのない電力であることから今後、買い取り電力が多くなれば発電燃
料等の経費が節減できることも考えられるため、買い取り制度に係る電力
会社の掛る経費等を明確にして利益が出る場合については国民に還元
する考え方が必要である。

太陽光発電の買取制度については、今回の検討の対象ではございませ
ん。

社団法人 香川県エ
ルピーガス協会

52
電気料金の
国際比較

日本の電気料金が国際的に見て高いと言われる理由を，電力会社の人
件費や発注費用が高いという、感情的な観点から見るだけでなく、資源の
脆弱性、国土事情等などの正確なデータに基づいた説明を政府は行うべ
きである。また、日本の電気料金は必ずしも国際的に見て高くなく、ヨー
ロッパと比較して同程度がそれより安いこと、またよく比較される韓国は赤
字に政府補填が入ることなども積極的に情報提供すべきである。

日本産業の根幹となるエネルギー制度の１つである電気料金につい
て，ただ世論の流れに沿って，感情的に決めてしまうことは稚拙である。

電気料金の国際比較とその要因分析については、第一回の有識者会議
資料にも含まれておりますが、経済産業省のHPにおいても情報提供してお
ります。
http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/shiryo/110817kokusaihikakuyouin.p
df

匿名

53
自由化料金
への反映

電力需要家の適正負担という観点からは、規制部門の需要家であろう
と自由化部門の需要家であろうと同等に扱われるべきであり、「今後、同
概念に基づいて、規制化部門の料金制度の見直しが認可された場合に
は、自由化部門においても遡及適用して、早急に電気料金に反映される
ことが妥当である」旨を、本報告書の中に明記すべき。

自由化部門の料金については今回の検討対象ではないことに加え、電気
事業法の規制対象ではないことから、報告書に記載することは適当ではな
いと考えております。

一般社団法人 日本
鉄鋼連盟

54
自由化料金
の値上げ根
拠

東京電力は企業向け１７％，一般向け１０％の値上げを表明している
が、その原価算出の為替レートは適正なのか否か..等々深堀して再報告
すべき。

単価上昇率，過去の伸び率が、賃借料等に記載されているが、適正で
あるのか。また、賃借料の支払先が、関連会社など身内が含まれていな
いかも報告すべき。近年はデフレ状態であるのに、バブル期の伸び率を
当て嵌めていないか等報告が不足している。

今回の検討については、料金制度・運用が対象となっており、特定個社
の料金については、料金値上げの認可申請があった場合に厳正に査定を
行うべきものと考えております。

なお、東京電力が一般向け１０％の値上げを表明したとの事実はないと
認識しています。

匿名

55
託送供給、発
想電分離

特に首都圏のように、狭い国土に世界一の人口密度である我が国の場
合、土地代など費用が、外国と比して高くなるのはやむを得ないのではな
いか。

さらに、これまで世界に類の見ない安定供給を果たしてきた品質を評価
すべき。

以上から、託送料金が一定の水準であるのは当たり前である。 現状に
おける託送供給の実態分析、さらに、発送電分離を検討するに当たって
は、各国の実情を踏まえたうえで、公正な判断材料が必要である。

託送制度や発想電分離については、今回の検討対象ではございません。
電力システム改革において検討される事項となっております。

個人
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56 発送電分離

電気料金制度・運用の見直しを行うならば、先ず、発送電を分離すべき
であり、その事を深く掘り下げて意見を付けた報告書として再提出すべ
き。

分離後、発電事業に関しては、現在の１０社を１～２社程度に集約した
方が、原材料購入の価格交渉力を高め、ひいては原価低滅，電気料金低
廉へと繋がるので、是非、その様な料金制度にするように提言すべき。

発送電分離については、今回の検討の対象ではございません。電力シス
テム改革において検討される事項となっております。

匿名

17 / 17 ページ


