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第6回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議

日時 平成24年3月15日（木）17：01～18：06

場所 経済産業省本館17階 第1～3共用会議室

1.開会

○片岡課長

それでは、定刻になりましたので、第6回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議を開

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

本日、松村委員は所用のためご欠席されております。枝野大臣は公務があるため後ほどお越しに

なられます。

議事に入ります前に中根大臣政務官よりごあいさつをお願いいたします。

○中根政務官

皆さま、お疲れさまでございます。第6回電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議の開

催に当たり、経産省を代表しまして一言ご挨拶を申し上げます。政務官の中根康浩です。

これまで 5回にわたる熱心なご議論により、2月 3日に報告書（案）を取りまとめていただき

ました。心から感謝申し上げております。報告書（案）につきましては、2月 9日より 1カ月間

パブリックコメントに付しておりました。個々の項目につきまして、賛否様々なご意見をお寄せ

いただいています。現在のように電気料金制度や運用に対する信頼が揺らいでいる中で寄せられ

たご意見は、まさに国民の生の声であり、これらに真摯に耳を傾け、制度を見直すことが求めら

れております。国民の信頼回復に向けて、最後まで徹底的な議論を尽くしていただけますように

お願いを申し上げ、冒頭のご挨拶と致します。どうぞよろしくお願い致します。

○片岡課長

ありがとうございました。なお、中根政務官は17時45分ごろ公務のため退席されます。

それでは、以後、安念座長に進行をお願い申し上げます。

2.報告書案に対する意見の概要

3.報告書案について

○安念座長
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それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。本日は政務官からもご指摘がありま

したように、2月 9日から3月9日までパブリックコメントに付されておりました前回の報告書

（案）に対する意見の概要と、それに対する考え方および報告書（案）の修正案につきまして事

務局からご説明をいただいた後、ディスカッションを行いたいと存じます。まず、事務局からご

説明をお願いいたします。

○片岡課長

はい、ありがとうございます。資料3～5のセットをご覧ください。資料3は報告書（案）です

が、パブリックコメントを踏まえて修正しています。後で該当個所についてご説明します。

資料4は1枚紙ですが、今回のパブリックコメントの結果について簡単にご紹介しています。

意見提出件数が全25件、項目数では56件。内訳は、個人および匿名を希望される方が15件、企

業、団体7件、労働組合1件、電力会社等2件です。ちなみに意見項目56件の内訳を、報告書の

項目に従って、どこにたくさん意見が来ているかが分かるように並べています。「はじめに」が3

件、「原価の適正性の確保」の「広告宣伝費、寄付金、団体費」が12件で多くなっています。

続きまして資料5「報告書案に対する意見の概要とそれに対する考え方（案）」です。先ほどの

項目の整理、報告書の該当の並べ方に従いまして、そこに該当する意見を順次並べており、右側

にその考え方、最後に意見の提出者の属性を書いております。順次ご説明いたします。

まず、「1.はじめに」ということですが、ここについては基本的考え方に関して3件の意見が出

ております。「概要」ですが、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ので、こうしたことについて記載すべ

きではないかと。「考え方」は右側の方で、これについては「はじめに」や「現行の料金制度（総

論）」を1番、2番において記載していると考えています。

2 番目の「基本的考え方」の二つ目ですが、真ん中辺りに、現行の電気料金制度は、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。そのために

三つの原則に基づき決定されている。今回の検討は、こうした電気事業法や制度の目的に沿った

設計にすべきであるというご意見です。右側に、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という観点か

ら、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てきました。従いまして、現行の法

の目的に沿った検討が行われていると考えております。

3 番ですが、報告書の内容は、極めて規制色の濃い内容になっている。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。そのためにインセンティブを削ぐことにつなが

りかねない「規制強化」の方向を採ることは、電気事業の健全な発展等を阻害しかねないものと
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懸念しているということです。これについては「効率化努力」をどのように織り込むかは、今回、

大きなテーマとしてご議論いただいたと考えております。そのため、その旨を「はじめに」など

に記載しておりますし、こうした考え方を踏まえて、査定時において一定のメルクマールを基準

として査定を行うことについてご検討いただいたと考えています。

2 ページ目です。現行の電気料金制度（総論）については 1 件ありまして、総括原価方式につ

いて、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。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ということがあります。今回、総

括原価方式を含む現行の制度下において実施すべきものを検討いただいておりまして、総括原価

方式そのものについては電力システム改革の中で検討されることになっているということです。

3 番目は需要想定です。今後の需要想定を考えるに当たり、再生可能エネルギーの普及状況な

どを視野に、想定の根拠にすべきというご意見です。需要想定はそもそも至近時点での景気動向

等を反映しながら、それが電力需要の量、用途、使われ方にどう影響するかを把握しています。

従いまして、太陽光についてもその普及拡大を織り込んだものになっているということです。

それから、一番多くの項目がありました「4.原価の適正性の確保」です。6 番は、やや総論的

なご意見でして、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べきではな

いかというものです。右側に回答を書いていますが、外国の電気事業者が負担している費用につ

いては、そのすべてが明らかになっていないことから、直接的にメルクマールとして採用するこ

とは困難だと考えております。ただし、例えばスマートメーターについては、オープンな形での

調達を行っていくことを原則として書いていただいているので、海外事業者から応札があれば、

実質的に外国の事業者が負担している費用と同じ費用になり得ると考えています。

7～9番は広告宣伝費、寄付金、団体費をまとめてのご意見です。まず7番ですが、認可時に原

価算入が認められない3品目については、届出時においても原価に算入することを認めるべきで

はないというご意見です。これは現行電気事業法上、値下げ届出時には査定を行わないという制

度になっているので、難しいかと存じます。他方で、値下げの際の原価としてこうした品目を織

り込む場合には、それを事業者に説明してもらうという観点から、今回新たに項目を立てること

で十分な対外説明を求めることとしています。

8番目ですが、逆に「経営効率化の推進」「経営の自主性の尊重」といったこれまでの経緯を踏

まえますと、特に負荷平準化については、供給コストの低廉化という目的から積極的にやってき

たと。それから広告宣伝費、寄付金、団体費についても、報告書にあるように設備の有効利用や

CSR等々の観点から合理的な理由があると考えているということで、近視眼的な視点だけでなく、

中長期的な電気料金の安定化・低廉化の観点から合理性があるかどうかの慎重な判断が必要であ
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るというご意見です。これらについては、一定程度、費用として必要だということは報告書でも

指摘しております。他方で、需要家に負担を求める値上げ時においては、優先度合いという観点

から原価算入を認めないとしたものです。従いまして、「電気の使用者の利益の保護」「電気事業

の健全な発達」という法の目的は十分に踏まえたものではないかということです。

9 番も若干同じようなご意見ですが、こうした費用を経費に認めないということは、一面だけ

をとらえた議論の結果であることを明記する。それから、「これからは設備増強・更新を加速する

電気料金制度を構築することが求められている」ということを結論に書いていただきたいという

ご意見です。前段については先ほど申し上げたとおりの回答になっています。後段の「設備増強・

更新を加速する電気料金制度の構築」ついては、今後、料金制度そのものの在り方について、「総

括原価方式の是非も含めてシステム改革の中で検討すべき事項」と「おわり」にも書いています

ので、それにて対応していると考えています。

10～11番については、逆に節電を呼び掛けながら、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というご意見です。

11番については、真ん中辺りに、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

う不当な利益の誘因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ることが

問題になった、精査して監督する義務があるというご意見です。これについては、これも同じで

すが、オール電化の営業など販売促進については、販売電力の増加という目的の側面もあること

から、認可時においては算入を認めるべきではないとしています。なお、昨年夏、電気事業法第

27条による使用制限を実施した東京電力および東北電力、それからこの冬、数値目標付きの節電

要請を行っている関西電力および九州電力においては、こうした奨励金やCM、広告は実施してい

ないと承知しています。

12～14番はそれまでと逆の議論ですが、12番については、一般的な節電・省エネを促すPRや

選択約款周知などについては、電気事業遂行上必要な費用ではないかということです。これにつ

いては、報告書においても料金メニューの周知や安全にかかわる周知等々については、料金原価

に算入することを認めるべきと記載していただいております。

次のページの13～14番です。13番の真ん中辺りに「例えば」とありますが、普及開発費には、

省エネの推進を目的とした効率的な電気の使用の普及を図る費用が多く含まれており、販売拡大

のみを目的としたものとの指摘は一面的であり、省エネにとって重要であるというご指摘です。

それから14番についても、オール電化の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。他の公益事業においても広告費を認められていることの整合性も考えるべ

きということです。これについては、右側ですが、負荷平準化に貢献している側面があるとは考
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えられるものの、前回のご議論も若干ありましたが、その効果を定量的に把握することは困難で

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、値上げ時においては優先度合いか

ら認めないべきであると考えています。

15～16番は寄付の関係です。15番は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。地方においては、行政あるいは経済界から寄付金拠出の期待が非常に大きい

ということが現実であるというご意見です。寄付金については、一定の社会貢献を行うという意

味があるということは報告書にも記載しておりますが、先ほどと同様、負担を求める値上げ時に

おいては、より優先度の高い項目に重点化するという観点から原価算入を認めないこととしてい

ます。これについては、地方であっても中央であっても同じではないかということです。

16番ですが、寄付金や団体費の公開という話があるけれども、もらった側がむしろ公開するこ

とが一般的ではないか。寄付する側にこれを求めるのであれば、全企業に提出させるべきではな

いか。電力会社のみに求める理由を記載すべきではないかというご意見です。今回の検討は、寄

付金について検討したというよりは電気料金制度について行ったものですし、規制料金である以

上、原価を需要家から回収するものですから、透明性を確保する観点から一般電気事業者に説明

責任が求められるという趣旨で書いていただいたと考えています。

17番は団体費ですが、算定に当たり、その経費として、経済産業省の天下り団体の会費の名目

で巨大な金額が含まれていると聞く、徹底した経費の見直しと天下り団体の一掃を最優先して行

うべきではないかというご意見です。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、認可時においては原価算入を認めないということを書いていただいていま

す。また、仮に算入する場合には、合理的な説明をした上で支出内容を公表することを条件に認

めることが適当であるとされていまして、OBが存在する、しないにかかわらず、こういう考え方

だということです。

18番から21番までは、人件費のメルクマールについてです。まず18番ですが、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

面があるけれども、どこがそうなのか分からない。人間が生活するのに必要な費用は、勤務先の

規模が大きかろうが小さかろうが変わらない。例えば、人の命を支える介護事業に勤務する人の

職務は重要ではないとは言えず、このような業種も含めてメルクマールを設定するのが正しいの

ではないかと。これについては委員会でご議論がありましたが、一般電気事業者の従業員の規模

は平均1万4000人程度で、こうした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、比較対象としても一定規模以上の企業の平均値を採用しています。加え

て事業の類似性ということで、公益企業との比較を行うことが適当と書いていただいています。
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19～21番は基本的に同じ方向性のご意見です。働く方々の意欲を引き出す人材確保の基盤とな

ってきたものは労働条件である。従って、国民生活や経済活動を支える産業にふさわしい水準と

すべき。20番も、責務を負う代償として現在の労働条件が構築されている。こうした責務を果た

し得る水準とすべきである。21番についても、規制分野、自由分野も含めて東京電力の場合には

カットされている。このために自由分野で稼げばいいという理屈はあり得ない、他電力に押し付

ける理屈が立たないというご意見です。

右側は、これもまたご議論があったわけですが、国民生活や社会経済活動を支える電気事業に

おいて、優れた人材が確保されることは非常に重要である。会議においてもそういうご発言をい

ただいております。他方で、あるべき費用に限って回収を認めるという料金規制の趣旨にかんが

みまして、需要家に負担を求める認可時においては、競争市場にないこと、事業規模が大きいこ

と、公益事業の側面があるということで、先ほど申し上げたようなメルクマールを設定したわけ

です。また、確認的に議論がありましたが、このメルクマールは原価の範囲で、実際の給料水準

については各電力会社の判断において決定される。なお、メルクマール設定する際に使った「賃

金構造基本統計調査」における賃金の推移を見ますと、全産業および他の公益企業の平均賃金が

近年低下傾向にあるという中、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

と考えています。

22番は役員報酬ですが、まずは現状の分析として、具体的な金額を報告すべき。あるいは政治

家への個人献金をした役員がいたのか、いなかったのかを調べて報告すべきというご意見です。

こうした分析については、個別に認可申請があった場合に査定の中で行っていくべきと考えてい

ます。

23～24番は修繕費です。安全・安定的な電力供給には、中長期的な視点に立った設備投資や修

繕を行う必要がある。無理に設備投資を抑制した場合には、大規模な停電が発生した外国の実態

を学ぶべき等々のご意見です。右側で、前回、前々回もご議論がありましたが、高経年化あるい

はスマートグリッドへの対応のために投資が増加することも考えられますので、こうした趣旨を

本文に反映したいと考えています。

資料3の25ページの「（イ）修繕費」の部分です。一番下に下線を引いて、なお書きを加えて

います。「なお、今後、設備の高経年化やスマートグリッド等への対応のための投資が増加するこ

とも考えられるが、査定時においては、上記のような効率化努力と併せて一般電気事業者の取組

を個別に考慮することが適当である」という文言を追加させていただいています。

25番の燃料費ですが、共同調達の効率化については、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慎重にすべき。共
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同調達については、肯定的なご意見として理解させていただきます。発送電分離については今回

の対象ではなく、システム改革において検討されることになっているということです。

26番の研究開発費ですが、電力だけではなく技術開発は、日本企業の生命線である。他の一般

企業並みに原価算入すべき。また、電力中央研究所の分担金も同様の観点ではないかと。これに

ついては、本文にも書いていただいているとおり、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、個別に査定を行うことになっていると理解しています。

27番の子会社という項目ですが、一般の人から見ると、企業が電気供給業務と無関係な子会社

をたくさんつくっているのではないか。これは過大な利益でつくられたと思われるということで

す。これも料金の認可においては、設備関係費、一般経費を今回ご議論いただきまして、発注・

調達を行う場合には、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て、そ

うしたものは原価として認めるけれども、そうでないものについては一定の基準で査定すること

を考えています。そういう意味では、子会社をつくる、つくらないという議論ではないのではな

いかということです。

大きな5番の28番以降は、新しい火力入札制度についてのご意見です。これはこの有識者会議

で提言を受けまして、今後、具体的な制度設計をしていくことが適当だと考えておりまして、こ

の報告書でこと細かに書くというよりは、今後、制度設計に向けて具体化していきたいというこ

とです。

具体的なご意見としましては、28番は電源の多様化に支障が生じない。あるいは電力系統と整

合の取れた開発を行うことを留意すべき。

29番はたくさん項目がありますが、自家消費やIPP等々向けの発電所も入札可能とすべきであ

るとか、一般電気事業者の敷地も含めた既存のインフラを使えるようすべきと。落札の決定に当

たっては、事業者の能力などを評価すべき。あるいはアセスに係る軽減策、または石炭をつくる

ことに対する支援、イニシアチブというご意見をいただいています。

他方、30～31 番ですが、CO2 排出抑制の観点からは、むやみに化石燃料の発電所を新設するイ

ンセンティブにならないように配慮が必要であることを明記すべき。それから環境アセスなど、

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という、若干逆のご意見をいただいてお

ります。これについては先ほど申し上げたとおり、今後の制度設計において十分勘案してまいり

たいと考えています。また、ベストミックス、あるいは環境アセスについては、本有識者会議の

検討対象ではないと考えますので、それは別途検討していくということです。

32～34番は基本的に同じご意見をいただいております。入札に当たっては、津波のない海岸線

から遠く離れた発電所や内陸型発電所をある意味優遇していくというか、それを確保するような
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制度設計にすべきというご意見です。これも具体的な話ですので、当然、災害リスクに対し適切

な対応策が講じられていることが重要だと考えますが、具体的にどうかということについては今

後の制度設計の中で検討していきたいと考えています。

次のページをめくっていただきますと、大きな 6番があります。35 番から 38番までは事業報

酬に関するご意見です。

35 番ですが、レートベースから除外される設備に係る減価償却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」ということを前回ご議論いただいて注釈で書きましたが、

こうしたあいまいな表現ではなく、原価に算入することを認めないと明記すべきということで、

原価の項目にそれを明記すべきではないかというご意見。それから同じく、届出時においても原

価として算入することを認めないと明記すべきというご意見です。これについては、有識者会議

においても座長からもご発言がありましたが、「違うことがあり得る」というご意見があり、どの

ような設備をレートベースから除外するか、また、その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て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

りとしたいと考えています。

他方でご指摘を踏まえて、明確化の観点から、注釈の表現を本文に移すとともに、同趣旨の脚

注を原価の項目に入れたいということです。本文の37ページですが、前回ご議論いただいたとき

に書かせていただいた「基本的には同じ扱いになると考えられる」という注釈を本文の（4）の①

に下線を引っ張っていますが、写したものです。それから23ページの注釈ですが、基本的にレー

トベースの議論から反射的に出てくる議論ですので、注釈については同じような文言、修文案を

書かせていただいています。

それから、戻っていただきまして36番です。これもレートベースの議論ですが、使用済み核燃

料については、サイクル技術が確立までは原価に入れるべきではないというご議論です。これも

資産価値のない使用済み燃料については、簿価を備忘価格にしておりまして、レートベースには

算入しない。なお、再処理により有用物質が取り出された場合には、それを資産としてレートベ

ースに算入されるものと考えているということです。

37番は、ファイナンス・リースで取得した資産について、レートベースに算入すべきではない

かということです。これは現状を少し書かせていただいた上で、電力会社のリース資産の実態、

あるいは原価に与える影響も踏まえまして、今後検討していきたいということです。

38番は、「事業報酬」という言葉が誤解を招きやすいため、「資金調達コスト」などと改称して

はどうかということです。おっしゃるとおり「資金調達コスト」の位置付けではありますが、名

称変更については他の公益事業の法令用語との整合性もありますので、直ちには困難ではないか
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ということです。

7番は原価算定期間および電源構成変動の対応です。

39番については、原価算定期間を3年とすることは適当ではないかという肯定的なご意見をい

ただいています。

40番はタイムリーに反映できる制度設計ということで、これもご議論いただき、当然、自動的

に変動ではなくて、特に値上げのときには認可の手続きを経る必要があるということです。その

部分の原価を改定することから、査定プロセスの簡略化を行えるということだと考えています。

41番ですが、これも前回ご議論がありまして、この制度を使って上がった場合、その後、その

上が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というご指摘をいただきま

して、これも脚注に書きました。それから、それに加えて、仮に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、従前に戻したものとみなし、

速やかに義務付けるべきではないかということです。前回のご議論で「外生的な要因が元に戻っ

た場合」に「何らかの形で義務付けるべき」ということであったため、表現については原案どお

りとしたいと考えています。それから、仮にご指摘いただいているような怠った場合があるので

あれば、事後評価できちんとチェックしていくべきと考えています。なお、これも明確化の観点

から、本文41ページの脚注をその表現のとおり、本文に写したいと考えています。

42番では幾つかのことをおっしゃっていますが、非稼働の原子力発電所にかかわる費用の原価

算入については認めるべきではない。それから「自助努力の及ばない電源構成の変動」とはどの

ような場合なのか。今回の原発の停止が該当するのかどうか。それから、燃調制度のルールが不

明確であるという3点をいただいています。1点目については、本文に書いてあるとおりですが、

原価算定期間に立ち上げが可能であることや、改良工事中であることなどを踏まえて、レートベ

ースに算入するということで、除外された場合には原価についても基本的には認めないことが適

当であると考えている。ただ、どのような設備が該当するかについては、個別に判断すべきもの

ではないかということです。

それから「自助努力の及ばない電源構成の変動」についても、事業者の経営判断とは無関係に

変更せざるを得ないケースと考えていますが、その事象については個々に判断すべきものという

ことです。ただ、値上げの場合には、それがモラルハザードを起こさないように認可を経ること

が必要ということです。燃調制度については、フォーミュラが省令で明確に定められていると考

えています。

8番は個別原価計算・レートメークですが、43～45番は基本的に同じご意見をいただいていま

す。原発が停止しているため、夜間電気料金はコストが上がっているはずだと。その観点から、
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夜間電気料金を廃止して通常料金にすべきではないかというご議論です。これについては、積み

上げられた原価を基に、具体的にどういうメニューをつくるかは、一義的には電力会社の検討す

べきものだと考えていますが、規制料金においては、それが原価と収入が一致することを確認す

ることとしております。

46番は、低圧需要家について電灯電力が異なるのは時代遅れであることについても、基本的に

は同じことを考えています。

47番はデマンド・レスポンスの関係ですが、デマンド・レスポンス料金を設定する、あるいは

時間帯別料金を多様化するに当たっては、一定の機器が設置されている、あるいはされていない

ことを要件にすべきではなく、幅広く使えるべきであると。これはご指摘のとおりだと考えてい

まして、幅広い需要家が利用可能なものとすることは重要です。詳細については、今後もし規制

料金の改定があった場合には、特定にものに対して差別的取扱になっていないか。これは法律上

の要件になっていますので、それをチェックしたいと考えています。

その他幾つか、本文というよりは、さまざまなご意見をいただいています。48～49番の会議の

進め方ですが、今回の審議が電気事業の実務にかかわる事業者の事情説明や意見反映がなされな

いままに結論付けが行われたのではないか。それから、有識者会議という割に電気に関する有識

者がいないのではないか等々のご意見をいただいています。これについては、有識者会議におい

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、前回、事業者の意見も聴取し、それも含めて事業の実情については把握しつつ検

討してきたと考えています。それから委員会についても、事業制度に詳しい学識経験者、あるい

は東電財務調査委員会の調査に参加された方々等々のご知見のある方に参加いただいていると考

えています。

50番のパブリックコメントへの回答については、委員にご承認いただいて公表すべきというこ

とで、今回こういう形でご説明させていただいているわけです。

51 番は、太陽光余剰買取制度において、電力会社の係る経費を明確にして国民に還元すべき。

これについては別の制度ですので、今回の検討対象ではないと考えています。

52番は、電気料金が高いということを、人件費や発注費用が高いという感情的な観点から見る

だけではなく、データに基づいて議論すべき。これは第1回の資料でも国際比較とその分析を行

っていますので、十分議論してきたと考えています。

53～54番は自由化料金の関係でして、規制料金の見直しを行えば、自由化料金もそれを遡及的

に反映すべきというご議論ですが、自由化部門の料金については今回の検討対象ではない。さら

には規制対象でもないので、記載は行わないことが適当ではないかと。それから、東京電力の企
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業向け、一般向けの値上げについては、為替レートが適正なのか等々の深掘りが必要と。これは

今回、制度・運用を議論していただいていますので、特定個社のものについては申請があった場

合に厳正に対処したいと考えています。

55～56番は託送制度や発送電分離についての賛否の議論です。これらについては、今回の対象

ではなく、電力システム改革において別途検討したいということです。

大変駆け足でしたが、以上です。

4.自由討議

○安念座長

ありがとうございました。ご紹介いただいたのは全件ですよね。意外に少なかったという感じ

がしませんか。扱っているテーマがテーマですから、お褒めをいただくことはあるまいと覚悟し

ておりましたが、やはりそうですよね。大体においてはおしかり基調で、これはこれで当然だと

思います。

このパブリックコメントに基づいて、私どもの報告案をさらにどう修正すべきかということで

すが、私が今、伺った印象では、幾つかのご意見は悲憤慷慨というか、ごもっともなのですが、

これは報告書とは関係なさそうです。それから、そもそも当会議に与えられたマンデートからの

範囲外である大所高所の話は、修正をしようと思ってもどうにも取り入れられない。それからま

た人件費等についての個別の論点でも、こちら向きのご意見と反対向きのご意見とがあって、打

ち消し合うというのも変ですが、両論あるのだなということで、これも修正という形では反映し

にくいかと思います。

そうしますと、今ご提案をいただいたように4カ所修正をしてはいかがということで、一つは

23 ページの脚注部分、レートベースと減価償却費用の算入の問題です。これは、実質は 37 ペー

ジの本文部分の下線と同じということです。ですから、形式的には2カ所だけれど、実質1カ所

です。それから25ページの修繕費の部分で、設備の高経年化やスマートグリッド等の投資に必要

に言及した部分。これは書き加えるという話です。それから41ページは、脚注を本文化したとい

うもので、中身が変わるということではありませんが、要するに電源構成の変動、変化の原因と

なる事象が消滅した場合の扱いという、この3カ所です。

これからは、今の実質3カ所以外については前回ご賛同いただいておりますので、この3カ所

についてどのような扱いをするかということを中心にご議論をいただければと存じます。いつも

どおりフリーディスカッションですので、どなたからでもご発言をちょうだいしたいと存じます。
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いかがでしょうか。どうぞ、大西委員。

○大西委員

文言の表現についてのコメントでもよろしいですね。37ページの修正のところです。これは23

ページと同趣旨ということですが、文脈を見ますと、レートベース対象資産から除外するという

くだりですが、営業費用についても基本的に同じ扱いというのは、要は原価に算入しないという

ことですよね。文言はきちんと明確にした方が、ご指摘の本文に入れるという趣旨にもかなうか

と思いましたので、そこをひとつコメントさせていただきました。

○安念座長

文脈はレートベースの話だが、ひさしを横に出して、原価の話にもなっていることを明確にし

ろという意味ですか。

○大西委員

はい。同じ扱いというのはそういう趣旨だと思うのですが、同じというと何と同じなのかとい

うのが文脈上ちょっとということです。意味は変わらないと。

それから2点目は41ページですが、これは解消された場合に再改定を義務付けるということで

指摘があったという記載ですが、指摘があったというのは、委員の中ではいろいろな議論がある

ので、必ずしも義務付けるべきという議論ではなかったということなのか、それともそうではな

くて制度上、値下げを義務付ける制度は難しいということか。これはどういう趣旨でしたか。こ

こが必ずしも明確ではなかったので、その点をご質問させていただきました。

○安念座長

私個人の見解ですが、指摘があったという書き方は、霞が関文学では、総意ではなかった、し

かし有力な意見としてあった、という趣旨かと理解しています。これは事務当局にこういう意味

かどうかを問いただすような性質のものではなく、私どもがどう理解するかという話です。ある

いは、もっと適切な表現があれば変えればよいだけのことと存じます。いかがですか。ただ、義

務付けとなりますと、電気事業法そのものを変えなければならないので、電気事業法の枠組みは

変えないということであれば、指摘という言い方がいいかどうかは別問題ですが、指摘があった

という表現ぶりにならざるを得ない。われわれのマンデートとの範囲内での書き方としては、こ

ういうことになるかなという気がします。何度も言いますが、これは私個人の意見です。

○大西委員

私の記憶では、前回等の会議では、再改定を行うべきということについて異論があったように

は思えない。ただ、制度上どうかという議論だったと思いますが、この表現だと、そういう意見

が中にありましたと。私はその霞が関の常識はよく分からないのですが、国民向けという意味で
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は、もう少し趣旨に沿った表現もあるのではないかと思いました。

○安念座長

この点はいかがでしょうか。確かにこれは重要な論点です。今、大西委員がおっしゃったよう

に、私の記憶でも義務付けるべきではないという明確なご意見は承っていないように思います。

山下先生、どうですか。先生がいらっしゃらなかったときですね。

○山内委員

そうですね。私はいなかったので、経緯を伺った限りで私なりの意見を申し上げます。これを

法の枠内でやっているという意味では、断定的に書くことはできないと思います。その意味で指

摘があったということだと思います。指摘があったのは事実だし、それが今後のさらに制度改革

を含めた料金の議論に生かされていくという解釈で取れば、私はこの表現でいいのではないかと

思います。

○安念座長

ありがとうございます。ほかにいかがですか。秋池委員、どうぞ。

○秋池委員

私も山内先生と同じで、重要な指摘だったのであえて記録に残して、今後何らかの方法で反映

させるという意味で書かれることはよいと思います。私の記憶違いであれば申し訳ないですが、

私自身はこの表現がいいと思っているのですが、電源構成が変わると値下げということになると

すると、電源構成を変えることへのインセンティブが働かないのではないかというご指摘をされ

た委員もおられたように記憶しています。ただ、その意見があった上でもなお、より国民に便益

があるような方法を取るということだったと理解しています。従って、こういう表現でここに書

かれるということで、私自身はよろしいかと思っています。

○安念座長

ほかにいかがでしょうか。永田委員、いかがですか。

○永田委員

確かに、特に原子力の稼働状況によって、今後、再稼働するような状況においては、まさしく

値下げを検討するような状況が起こり得るという議論があったと記憶しています。その一方で、

山内先生からもご指摘がありましたとおり、私どもに課せられたところは現行の法制度の中の料

金制度について検討するということでしたので、そういう意味で言うと、ここの書きぶりで私は

異存ありません。

○安念座長

では、八田先生にもご意見を賜ります。
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○八田委員

以前委員会で私が提案したのは、料金を上げた後でまた下げるということではなく、もともと

上げるときに、「条件がもとに戻るまでの間だけ、上げる」という言い回しの表現をしてはどうだ

ろうかということです。そのような表現をすることが今の法律では難しいのならば、いつかは法

律を変えて、客観条件が変わったときに、もとの料金に確実に戻させる必要があると思います。

○安念座長

ありがとうございました。一通りご意見をいただきましたので、もう少し気持ちを込めた書き

方ができないものか。ここがまた霞が関的なまとめ方でして誠に恐縮ですが、私が事務局や関係

委員の方ともご相談をしますので、ひとつご一任をいただけませんでしょうか。よろしくお願い

いたします。確かに指摘があったというだけだと何となく・・・。

○片岡課長

ご議論は全くおっしゃったとおりだと思っていまして、できないからやらないのではなく、き

ちんとこうするべきというご指摘をいただいたと思いますので、書きぶりは座長と相談したいと

思います。

○安念座長

では、そういうことでお願いいたします。

ほかの個所についてはいかがでしょうか。何かご意見がありましたらどうぞ。とはいえ3カ所

しかないし、実質については今の2カ所であって、あとは脚注を本文にしたというだけといえば

そうなのですが。どうぞ。

○八田委員

私は今回の改正点について基本的に納得しています。しかしパブコメで、人件費についていろ

いろご意見があったので見直していて、一つ気が付いたことがあります。今後は1000人以上の企

業の賃金水準を基本とするというのだけれど、これには地域間の格差のことが入っていないこと

です。私は、全国平均で全ての地域をやることは問題だと思います。もともとここに書いてある

趣旨をきちんと生かすためには、地域の差も反映させるようにすべきなのではないかと思います。

○安念座長

この点は当該個所に明記するという形で。いかがでしょうか。考えてみたら、JRの分割民営化

というのは、ある意味でその含意がありました。北海道と東京とで人件費が同じはずではないだ

ろうと。人件費の水準の地域補正について言及するというご提案ですが、これについて何かご意

見がありましたら承りたいと思います。

○八田委員
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24ページです。

○安念座長

ええ。では、よろしいですか。24ページですが、人件費の水準の地域補正という考え方につい

ても、長々と書くということはないと思いますが、1～2行言及しておくというやり方でよろしい

でしょうか。これについてもまた霞が関的ですが、私にご一任いただけるとありがたいと存じま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

では、報告書案の修正につきましては、大体こんなところでよろしいでしょうか。それでは若

干時間がありますので、お一方2～3分ずつ、全体の感想やこれからの進め方などについてご意見

を承りたいと存じますが、よろしいですか。では、山内先生からどうぞ。

○山内委員

最初にこの会議で総括原価方式について一言言わせていただいて、そういうことで今日は最初

にまた話すのかなと思っていますが、率直に言って、私はこの分野のことを勉強してきた一人と

して、今回のこの会議は、いろいろなことを今まで自分が考えてきたことにプラスしてくれた会

議だと思っています。電気料金は典型的な公共料金であり、そして総括原価の典型的なものであ

り、しかも、あのときも申し上げましたが、かなりの程度にある意味では洗練されている。とい

うのは、個別の原価の計算の仕方などがここまで細かいものは、ほかの公共料金ではないわけで

す。そういう意味ではかなり進んだ公共料金だと思います。

今回の会議で分かったことは、時代の流れ、あるいは物事の考え方の変化など、いろいろなこ

とを考え合わせたときに、具体的な制度がしっかりしているだけに議論すべきところが明らかに

なったということだと思います。今回の電気料金については、東電の事故の話が出発点ではある

けれども、電気料金についてこれを議論し、しかし電気料金だけではなく、電気料金以外の公共

料金の分野にも同じような知見や気付きを生かせていけるのではないかと思っています。

それともう一つ、私は前2回欠席してしまいまして、皆さんには本当にご迷惑を掛けたと思っ

ています。ただ、議論はかなり正確に行ったし、詳細に行ったと思っています。私自身もコメン

トを出させていただいたようなこともあります。その意味で言うと、これは報告書としては出ま

すが、次の段階でこれを実際にどう生かしてゆくかという問題になると思います。そういう意味

では、先ほども申しましたが、多少なりとも私はこういうことを研究してきましたので、自分な

りの知見と新しい知見を生かしていけたらと思っているところです。以上です。どうもありがと

うございました。

○安念座長

どうもありがとうございました。では、八田先生。
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○八田委員

今回の改正では、東京電力に関する経営・財務調査委員会で指摘された問題点の多くが改善さ

れたと思います。例えば広告宣伝費のように、各方面から指摘されてきた問題が最終的に解決し

てとてもよかったと思います。

ただし、将来に向けては、この法律自体を直す点が幾つかあると思います。一番重要なことは、

託送料金と発電のところの分離が必ずしもきれいにできていないことです。託送料金で負担すべ

き項目まで電力会社の顧客が負担することによって、新規参入者による調整電力の供給ができな

いようにしてしまっていることです。それからもう一つは、費用削減を促すために、総括原価主

義から脱却して、ヤード・スティック制やレベニュー・キャップ制などを工夫して導入すること

も必要だと思います。結論的に言えば、今回は非常に大きな前進であったけれども、まださらに

やることもあると思っています。

○安念座長

ありがとうございます。永田委員。

○永田委員

今回の有識者会議に参加させていただきまして、誠にありがとうございました。また、座長を

はじめ皆さまのご指導でここまでたどり着いたことに、あらためて感謝申し上げます。また、事

務局の皆さまにも素晴らしい報告書を取りまとめいただきまして、誠にありがとうございました。

私が最初に若干申し上げたのは、電力会社というものはまさしく公共料金制度で守られた部分

もある一方で、上場会社であるという非常に相矛盾した性格を持った企業体である。従いまして、

こういった企業体の中で料金制度はどうあるべきか。特に今回の議論の中では、料金原価は、正

しい原価はどこまでの範囲のものを厳格に概念として規定付けるべきかということが中心だった

と思っています。その中では非常に内容の濃い議論ができたと思っていまして、大きな前進だっ

たと思っています。

一方で、やはり原価を中心とした議論で、財務の立場、もしくは資金調達の立場からすると、

今回の料金制度の裏にある事業報酬率についての制度的なリスクをどのように資金調達の中で考

えていくのかという議論は、この料金制度の中ではなかなか踏み込んで議論しづらかったし、ま

た業界を取り巻く原子力の稼働も含めた大きな荒海の中ですので、そこについては非常にセンシ

ティブな問題で、触れられなかった部分もあります。立ち戻って考えますと、冒頭で申し上げた

とおり、公共事業であるということで、ある意味で公会計的な色彩を電力会社は持っている。要

は予算は料金制度で担保されておりますので、結局は原価も料金で回収されてしまう。そうする
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と、資金調達や貸借対照表の中の資産や負債などの意識が非常に薄くなってしまう。そういった

性格を持った企業体に対して、今回の料金制度はその前進第一歩だと思いますが、今後これにつ

いてモニタリングの体制をどうつくっていくのか、制度はできたけれども魂をどう入れていくの

かというところについて、事務局をはじめ皆さまのご努力に対して期待するところです。以上で

す。ありがとうございました。

○安念座長

ありがとうございました。大西委員、お願いいたします。

○大西委員

私もこの有識者会議に参加させていただき、どうもありがとうございました。枝野大臣をはじ

め経済産業省の方、委員の皆さま、本当にどうもありがとうございました。私はもともと東京電

力の経営・財務調査委員会から来ていまして、タスクフォースということで、もともとの調査報

告書にもかかわらせていただいた身からして、報告内容が全く否定されることなく、ここまで来

ていることにほっと一安心しています。それがまず第一です。

3点ほど申し上げさせていただきます。1点目は、今回例えば人件費や広告費など、いろいろコ

ストについても検討したのですが、実際に電力会社で大きい燃料費と資本費の部分、特に資本費

については供給計画自身の妥当性のチェックからやらないと難しいという意味からすると、電力

料金の大きな部分を占める原価の部分が、今回の議論では必ずしも十分議論できていなかった。

もちろんこの会議での限界はあるのですが、今後の課題ではないかと思いました。

それから2点目は、今回の原価の中で電力会社でかかったコストを電力料金に乗せるというこ

とではなく、あるべき原価と適正な原価を電力料金に織り込むことが明確になったという意義が

非常にあります。しかし一方で制度上、何回か論点で出てきますが、値下げのときはチェックが

できない。例えば、先ほどの23ページ等にもありました「広告宣伝費などは値下げのときは織り

込むことも可能」という記載も、本来適正でないと判断したものを織り込むことが仕方ないとい

うのも、結論としてはどうなのかなと思いつつも、制度上は仕方がないというところを今後どう

していくのかということが一つ残ります。

それから3点目は、前回等の会議でも申し上げましたとおり、ここで議論されたことを実行あ

らしめるためのチェック体制が一番大事ではないでしょうか。そういう意味で、私はお願いする

ような立場ではありませんが、今後、経済産業省の方できちんとしていただければと思います。

以上です。どうもありがとうございました。

○安念座長

ありがとうございました。秋池委員、どうぞ。



18

○秋池委員

私もこの有識者会議に参加させていただきまして、大変有意義でよかったと思っています。大

臣をはじめ、経済産業省の皆さまにはお世話になりました。それから委員の皆さまからもたくさ

ん学ばせていただいたり、刺激を受けたりしたことがありました。

今回、議論をしていて幾つか感じたことですが、まず一つ。これは高度経済成長期といいます

か、戦後につくられた仕組みで、これから日本のフェーズが変わる中で、見直すべきことはさま

ざまな側面であると思うのですが、今回この議論に加わりながら、他の領域のことについても思

いをめぐらすことがありまして、そのことは大変よかったと思っています。

今回、このように細かく要素分解をして電気料金を見直したということは、今後、時代の流れ

も反映させながら、今回は総括原価方式の前提の中での議論ではあったのですが、この議論の中

から電力にかかわるような組織がより良い組織になっていくような方向性も出てきたのではない

かと考えています。電力は国民生活の根本であり、経済活動の根本でもあり、電力の質の高さが

国民の生活の質のベースになっていたり、経済活動の根本でもあるので、質を守りながら価格を

どう適正なものにしていくか。さまざまな産業が苦労しながらチャレンジしているところですが、

そういうことに当たっていく。その議論にかかわることができたのではないかと思っています。

また、燃料調達の議論などもありまして、まだこの会議から広がっていく論点は残っているとこ

ろもあり、それを今後どう生かしていくかということが重要かと思っています。

この会議では規制部門の話が中心でしたが、実は議論は自由化にかかわるようなところにも及

んでいまして、そういった論点も今後どう生かしていくかが重要かと思っています。先ほども申

し上げたのですが、より良い組織、より強いインフラの組織ができていくことは日本の国際競争

力が増していくことにもつながっていくので、ぜひ今後の各関連する組織における実行に期待を

申し上げたいと思っています。どうもありがとうございました。

○安念座長

ありがとうございました。座長として一言、二言御礼を申し上げます。

私も幾つか座長をしましたが、大体こういう会議をやりますと、長々と床屋政談のようなこと

をおっしゃる方が一人や二人は必ずいらっしゃるので困ってしまうのですが、この会議はそうい

うことは全くなくて、極めて集中度の高いインテンシブな議論に終始していただきました。各先

生のご発言がそのまま報告書の文章になっているような、密度の高いご議論をしていただきまし

た。私自身は全く素人で、勉強するのは大変だったのですが、会議そのものは非常にスムーズに

進めることができました。先生方の絶大なるご尽力、ご協力のおかげと思って、本当に心から御

礼を申し上げます。
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それから毎回、非常に周到な準備をしていただき、困難なドラフティングも見事にやっていた

だきました片岡課長をはじめ、事務局のスタッフの皆さまにも本当に心から御礼を申し上げます。

それから、毎回お忙しい中、フロアで熱心に傍聴いただきました方々にも、本当はご意見を伺う

機会があればよかったのに、それができずに残念でしたが、ありがとうございました。何よりも

御礼を申し上げなければならないのは、もちろん大臣でして、政権の中の最重要閣僚、というと

政治的になってしまうかもしれませんが、少なくとも最重要閣僚のお一人として超ご多忙の中を

毎回熱心に、しばしば最初から最後までご参加をいただいたということで、これが私どもにとっ

て鞭にもなり、励みにもなるということで、本当に心から御礼を申し上げます。そういうことで、

最後に大臣からお一言お願いできますでしょうか。

○枝野大臣

本当にこの間、安念座長、そして委員の皆さま方には大変熱心なご議論をしていただき、そし

て報告書を取りまとめていただいたということで、本当に心より御礼申し上げます。ありがとう

ございました。

今回の報告書の中にも、従来から指摘を受けていながらこれまで対応できていなかったところ

が少なからず含まれています。それから、規制料金の部分ではありませんが、今、東電の値上げ

問題で、自由化という言葉が一方でありながら、実はユーザー、消費者には選択の自由がない中

で、制度的にはやろうと思えば一方的にいくらでも値上げができると。こういったさまざまなこ

れまでの電気事業にかかわる仕組みについては、行政の姿勢も大変重い責任があると自覚してい

るところです。こうした状況を変えていく、まず第一歩として、多くのユーザーの皆さんにも直

接かかわる規制部門の電気料金について一定の前進を図ることができたのは、委員の皆さんの本

当に熱心なこの間のご議論のおかげだと思っているところです。

言うまでもなく、この報告書をしっかりと実践していくことが重要だと思っています。厳格な

審査や事業者に対する説明責任を果たすことの徹底、そしてそもそもあるべき適正な費用のみを

回収することが総括原価方式の趣旨であるという意識を、各電力事業者に徹底してまいりたいと

思っているところです。

また、あえて申し上げれば、現在の制度の下ではここまでしか言えないという部分についての

ご指摘が大西委員からもありましたが、一般的には、私は行政指導という制度は必ずしもいいこ

とばかりではないと思っております。しかし、これまで不十分な制度を改善していくプロセスの

中で、制度的限界で書ききれなかったというか、明確にできなかった部分については、十分な行

政指導も含めて、各電力会社には徹底してもらえるように最大限の努力をしてまいりたいと思っ

ているところです。
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さらに、そもそもが法改正を要しない範囲の中でご議論をいただきましたが、この間の議論で

も、制度そのもの、システムそのものにかかわるご議論を多々いただきました。これは既にご承

知のとおり、電力システムそのものの改革に向けた議論もスタートさせていただいているところ

で、この有識者会議におけるこの間の蓄積は、この電力システム改革に当たっても十分に生かし

ていきたいと思っております。また、ここでの議論が今後の制度改革を含めた電力料金の在り方

の出発点になるものと思っているところです。

重ねて皆さま方のご尽力に御礼申し上げますとともに、大変恐縮ですが、報告書はまとまりま

したが、今後も必要に応じて皆さま方のご意見を伺いながら実際の行政運営に当たってまいりた

いと思っておりますので、そうしたご協力も引き続きお願いを申し上げまして、御礼のあいさつ

とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。

5.閉会

○安念座長

大臣、どうもありがとうございました。それではこれをもちまして、第6回電気料金制度・運

用の見直しに係る有識者会議を閉会いたします。誠にありがとうございました。

―― 了 ――


