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第１０節 電力・ガス取引監視等委員会 

１．電力・ガス取引監視等委員会の活動状況 

2015 年９月１日に設立された電力取引監視等委員会は、

2015 年６月に成立した「電気事業法等の一部を改正する

等の法律」に基づき、2016 年４月より電力取引監視等委

員会にガス・熱に関する業務が加わり、電力・ガス取引監

視等委員会（以下「当委員会」という。）に改編された。 

「参照：第１図表 電力・ガス取引監視等委員会 組織図」 

当委員会は、法律に基づき、①電力・ガス・熱の適正取

引の確保やネットワーク部門の中立性確保に係る厳正な

監視、②電力・ガス・熱の適正取引等に係るルールづく

りを主として行っている。 

また 2018年 6月には、運営方針及び 2020年までの中期

方針を策定した。 

「参照：第２図表 運営方針・中期方針」 

 

2018 年度（2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日）の各

審議会・研究会の開催実績は、電力・ガス取引監視等委員

会が 65 回、制度設計専門会合が 8 回、料金審査専門会合

が 6回、送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワ

ーキング・グループが２回、火力電源入札専門会合が 1回、

電気の経過措置料金に関する専門会合が 7回、競争的な電

力・ガス市場研究会 4回、海外におけるインバランス料金

等の送配電関連制度に関する研究会 5回であった。 

「参照：第３図表 開催状況」 

 

 

 

第１図表 電力・ガス取引監視等委員会 組織図 

 

第２図表 運営方針・中期方針 

  

第３図表 開催状況 

２．電力市場における適正な取引確保のための厳正な監視

など 

２．１．電力市場における競争状況 

（１）新電力などへのスイッチング実績 

2019 年３月の電力取引報によると、電力の小売全面自

由化で新たに自由化された低圧部門において、新電力への

契約の切替えを選択した需要家が全国で約 15.6％となっ

ていた。また、地域の既存電力会社が設定した自由料金メ

ニューへの切替えを選択した需要家も約 9.2％となって

おり、両者を合わせると、約 24.8％の消費者が自由料金

メニューへの切替えを行っていた。 

結果として、電力市場全体としては、新電力のシェアが

契約口数ベースで 10.9％、販売電力量ベースで約 12.7％

となっていた。「参照：第４図表 新電力の市場シェア

（2019年３月）」 

地域別には、低圧分野では、東京・中部・関西地域など、

都市圏において新電力や既存電力の自由料金メニューへ

切替えを選択した需要家の割合が高くなっており、東北・

北陸地域においては、相対的に低い傾向にある。 

 

（２）メニューの多様化 

新電力の提供する料金メニューを見ると、全体的な傾向

としては、基本料金と従量料金の二部料金制からなる既存

の料金メニューに準じた料金設定が多く見られた。他方、

一部では、完全従量料金メニュー、定額料金メニュー、指

定された時間帯における節電状況に応じた割引メニュー

など、新しい料金メニューも提供されるようになった。 

また、再生可能エネルギー等の電源構成や、地産地消型

の電気であることを訴求ポイントとして顧客の獲得を試

みる小売電気事業者の参入も見られ、中には需要家が発電

所を選んで得票数の多かった発電所に報奨金を与えるこ

とができるなど、特色のある小売電気事業者も存在してい

る。 

さらに、電力消費の見える化（電気の使用状況の可視化）

や、電気の使用状況等の情報を利用した家庭の見守りサー

ビスなども提供され始めている。応援するスポーツチーム

との繋がりや里山の景観保存など、需要家の好みや価値観

に訴求するサービスも始まっている。 
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２．２．小売部門の監視 

（１）小売部門における勧告・指導事案 

（ア）勧告 

適正な競争環境の確保の観点から、「適正な電力取引に

ついての指針」などのガイドラインに基づき、当委員会が

監視を行っている。具体的には 2018 年度は以下のような

事案について指導、勧告などを実施した。 

株式会社 F-Powerは、2017年 11月 1日付けで同社が実

施した約 4,900 件の需要家を対象とする小売供給契約の

変更（中途解約に係る違約金の対象範囲の拡大を内容とす

るもの）について、需要家への通知文書に変更内容を具体

的に記載しないなど、需要家に対する説明が不十分であっ

た。 

このため、当委員会は、2018年 6月、同社に対し、説明

を改めて実施するよう指導し、2018 年 8 月、電気事業法

に基づき、（i）今後、電気事業法の説明義務に違反するこ

とがないよう、需要家に対する説明方法の改善、役職員に

対する改善内容の周知徹底等必要な措置を講ずること、

（ii）上記（i）に基づいて講じた措置について、自社が

小売供給契約を締結している需要家に通知すること、（iii）

上記（i）及び（ii）に基づいて講じた措置について、当

委員会に対し文書で報告することを求める業務改善勧告

を行った、 

また、東京電力エナジーパートナー株式会社は、2017年

9 月から 2018 年 5 月までの間、需要家に対し、電力供給

契約に係る締結をした際、6,526件の需要家について、契

約締結の際に交付しなければならない書面（契約締結後交

付書面）を交付せず、うち少なくとも 74 件の需要家につ

いては、契約締結前交付書面を交付しなかった。また、同

社は、2018 年 2 月から同年 5 月までの間、ガス供給契約

についても、53 件の需要家について、契約締結後交付書

面を交付していなかった。 

加えて、同社は 2018 年 1 月から同年 5 月までの間、電

力供給契約を締結した需要家のうち、1,430件の需要家に

ついて、需要家向けウェブサイトの会員 ID 及びパスワー

ドを交付せず、使用電力量の情報を示さなかった。 

このため、当委員会は、2018年 10月、同社に対し、電

気事業法およびガス事業法に基づき、（i）契約締結前交付

書面又は契約締結後交付書面を交付しなかったことが、関

係する法令の規定に違反するものであること及び今後、同

様の行為を行わないことを取締役会の決議により確認す

ること、（ii）需要家に対する契約締結前交付書面及び契

約締結後交付書面の不交付並びに使用電力量等の情報の

不提供等が今後発生しないよう、当該不交付及び不提供の

原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築

を含め必要な措置を講ずること、（iii）前記（i）及び（ii）

に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に

周知徹底すること。（ⅳ）前記（i）から（iii）に基づい

て講じた措置について、平成 30 年 11 月 15 日までに、当

委員会に対し、文書で報告することについて、当委員会に

対し文書で報告することを求める業務改善勧告を行った。 

 

（イ）指導 

小売電気事業者 A社は、A社との電気の小売供給契約の

締結に係る需要家の意思を確認しないまま、小売供給契約

の申込手続を行った。当該行為は、需要家の意思に反し、

小売供給契約の相手方を変更するものであって、需要家の

利益を著しく害する行為である。このため 2018 年 5 月、

A社に対し、電力の適正な取引の確保を図るため、所要の

改善措置を講じるように指導を行った。 

 

２．３．卸部門の監視 

当委員会では、旧一般電気事業者の自主的取組や電力市

場における競争状況を定点的に分析・検証するため、四半

期毎に電力市場のモニタリングを実施した。「参照：第５

図表 2018年 7月〜9月の報告における主要指標」 

第 35回制度設計専門会合までに、制度設計ワーキング・

グループでの報告も含め、累計で 15 回にわたりモニタリ

ングレポートを作成・公表しており、今後も継続的に電力

市場のモニタリングを行う。 

 

 

 

第４図表 2012 年４月〜2019年３月の新電力の市場シェア 
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【モニタリングレポートの実施状況】 

第 1回 制度設計ワーキング・グループ（2013年 8月 2日） 

第 6 回 制度設計ワーキング・グループ（2014 年 6 月 23

日） 

第 13 回 制度設計ワーキング・グループ（2015 年 6 月 25

日） 

第 4回 制度設計専門会合（2016年 1月 22日） 

第 8回 制度設計専門会合（2016年 6月 17日） 

第 11回 制度設計専門会合（2016年 9月 27日） 

第 14回 制度設計専門会合（2016年 12月 19日） 

第 16回 制度設計専門会合（2017年 3月 31日） 

第 19回 制度設計専門会合（2017年 6月 27日） 

第 22回 制度設計専門会合（2017年 9月 29日） 

第 25回 制度設計専門会合（2017年 12月 26日） 

第 28回 制度設計専門会合（2018年 3月 29日） 

第 31回 制度設計専門会合（2018年 6月 19日） 

第 33回 制度設計専門会合（2018年 9月 20日） 

第 35回 制度設計専門会合（2018年 12月 17日） 

 

 

 

 

２．４．送配電部門の監視 

・東北電力株式会社へ行った勧告 

東北電力株式会社は、再エネ事業者を含む発電事業者等

が系統接続を行う際に支払う工事費負担金について、託送

供給等約款に基づき工事費から撤去後の資材の残存価額

を差し引いて算定すべきところ、差し引かずに算定したこ

とにより、工事費負担金を過大に請求していた。 

本件は、2018年４月 16日に、同社から委員会へ報告があ

り、これに対して同月 20 日付で、原因究明及び再発防止

策を求める報告徴収を行うとともに、誤精算事案の対象者

に対する返金等の対応を進めるよう指示した。同月 26日、

報告徴収に対する回答を受け、委員会において検討を行っ

た結果、本件事案については、法令違反であり、当該法令

違反の規模、影響が大きく、経営管理体制も不適切である

ことから、同年５月 16 日付で同社に対し、業務改善勧告

を発出した。具体的な内容は以下のとおりである。 

 

（業務改善勧告の概要） 

・工事費負担金の誤精算事案の対象者に対し、適切な措置

を講ずること 

・工事費負担金の誤精算事案が今後発生しないよう必要

な措置を講ずること 

・関係法令や約款等に関わる不適正事案を早期に把握し

て改善できるよう、経営管理体制を含め必要な措置を講ず

ること 

・上記に基づいて講じた措置について、文書で報告するこ

と 

 

本勧告に基づき、同年５月 31 日付けで同社より報告があ

った。具体的な内容は以下のとおりである。 

（報告の概要） 

 ・お客様への対応状況 

  該当するお客様に対し、個別に協議のうえ再精算（返

戻）手続の実施等 

 ・再発防止策 

  業務処理の適正化、社員の業務知識向上への取組 

 ・経営管理体制の強化等 

  業務の総点検の実施、業務品質保証体制の構築、速や

かな報告体制の構築等 

 

２．５．電気料金及び託送料金の事後評価 

（１）原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価 

家庭など規制部門に適用される電気料金については、原

価算定期間終了後に小売電気料金の原価の洗い替えを行

わない場合において、引き続き当該料金原価を採用する妥

当性については、従来、経済産業省で評価を実施するとと

もに、経済産業省及びみなし小売電気事業者各社において、

以下のような情報公開の取組を実施している。「参照：第

第５図表 2018 年 7 月〜9 月の報告における主要指標 
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６図表 料金変更認可申請命令に係る審査基準」 

 

①経済産業省において、原価算定期間終了後に毎年度事後

評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていない

かなどを確認し、その結果を公表する（必要に応じて、料

金値下げに係る変更認可申請命令の要否を検討する）。 

 

②みなし小売電気事業者各社において、規制部門と全社計

に区分した人件費等の実績値の比較結果をホームページ

で公表する。 

 

第６図表 料金変更認可申請命令に係る審査基準 

 
 

（２）一般送配電事業者の収支状況（託送収支）の事後評

価について 

我が国の電力系統を取り巻く事業環境は、人口減少や省

エネルギーの進展等により電力需要が伸び悩む傾向にあ

る一方で、再生可能エネルギーの導入拡大による系統連系

ニーズや経済成長に応じて整備されてきた送配電設備の

高経年化への対応が増大するなど、大きく変化しつつある。 

こうした事業環境の変化に対応し、将来の託送料金を最大

限抑制するため、一般送配電事業者においては、経営効率

化等の取組によりできるだけ費用を抑制していくととも

に、再生可能エネルギーの導入拡大や将来の安定供給等に

備えるべく、計画的かつ効率的に設備投資を行っていくこ

とが求められる。 

以上のような問題意識の下、料金審査専門会合は、託送

料金の低廉化と質の高い電力供給の両立の実現を目指し

て、2017 年度託送収支や経営効率化に向けた取組等を分

析・評価した。 

 

（ア）託送収支の状況 

2017 年度の当期超過利潤累積額について、託送供給等

約款の変更認可申請命令（(値下げ命令)）の発動基準とな

る一定の水準を超過した事業者はいなかった（ストック管

理）。また、想定単価と実績単価の乖離率について、変更

認可申請命令の発動基準を超過した事業者はいなかった

（フロー管理）。東京電力 PG については 2017 年度収支か

ら廃炉等負担金を踏まえて厳格な値下げ基準が適用され

ることとなったが、当該基準に達していなかった。 

収入面においては、節電・省エネ等により電力需要が減

少したため、中部電力、北陸電力、九州電力、沖縄電力を

除く６社で実績収入が想定原価を下回った。 

費用面においては、東京電力 PG、関西電力、九州電力の

３社については、主に設備関連費の減少により実績費用が

想定原価を下回り、他の７社については、主に人件費・委

託費等の増加により実績費用は想定原価を上回った。 

この結果、2017年度の託送収支においては、中部電力、

九州電力を除く８社で当期超過利潤がマイナス(当期欠

損)となった。 

 

（イ）効率化に向けた取組状況 

(A)経営効率化の実施状況 

 各社とも、前回の事後評価で紹介された他社の優れた取

組について検討を進め、可能なものは自社に取り込むなど、

費用削減に向けた取組を着実に進めていた。一方で、東京

電力 PG 以外の各社においては、送配電部門全体としての

効率化の実績・見通し・目標や個別取組に関する説明が必

ずしも具体的・定量的ではないこと等が課題として指摘さ

れた。 

中長期的なコスト削減目標を掲げて自社の対応や取組

を説明していくことは、公共性のある財・サービスの提供

を独占的に担う送配電事業においては極めて重要である。

また、目標を掲げるからこそ効率化等の取組が加速される

側面もある。 

各社においては、系統利用者や最終的な費用負担者であ

る需要家にわかりやすいかたちで、効率化に向けた様々な

努力やその全体像を具体的かつ定量的に説明していくこ

とが期待される。 

 

(B) 調達合理化に向けた取組状況 

(i) 仕様の統一化 

仕様の統一化について、前回の事後評価で各社が掲げた

今後の取組の進捗状況を確認したところ、例えばコンクリ

ート柱などの配電機材に関する仕様統一化に向けた検討

の場として全 10 社からなる作業会を立ち上げるなど、新

たな動きもみられた。また、各社においては、架空送電線、

ガス遮断器、6.6kV地中ケーブルについて、仕様統一化や

調達改革に向けた自主的ロードマップを策定している。 

付属品や個別の要求仕様(オプション)など、基本仕様に上

乗せした各社独自の仕様の存在が調達市場の規模を小さ

くし、調達コストの上昇につながっている可能性もある。

また、設備仕様の共通化は災害時等の復旧作業の円滑化等

に資するとも指摘されている。 

各社においては、JIS規格の採用といった取組だけでは

なく、付属品や個別の要求仕様の事業者間の差の実態を把

握してその必要性を精査し、国際調達を可能にすることも

含め、可能な限り仕様の標準化・共通化を進めるよう取り

組むべきである。 

(ii) 競争発注比率／発注方法の工夫・改善 

各社の送配電部門の競争発注比率は上昇基調にあり、直

近では 70%超のグループと 30～50%程度のグループに大別

される。競争発注比率が相対的に低い北海道、中部、中国、

四国、九州においては、特に配電工事にかかる比率が低く

なっていた。 
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また、今回の事後評価では、比較的取組が進んでいる東

京電力 PG の取組状況を確認したところ、取引先へのヒア

リング結果を踏まえて発注区分の細分化、入札要件の緩和、

発注図面の標準化等に取り組むことで地元の中小・中堅企

業による受注範囲の拡大を図るとともに、入札への参入を

要請することで他エリアや通信系の工事会社などに新規

取引先を拡大していた。また、競争により決定した取引先

と協働して仕様を含む発注方法や製造工程を見直し、コス

ト削減による利益を共有するといった Win-Win の関係構

築に努めていた。 

各社においては、競争発注比率を可能な限り高めていく

とともに、今回紹介された取組事例も参考に、発注方法の

更なる工夫・改善に向けて継続的に取り組むべきである。 

 

（C）調達単価・工事費負担金の状況 

(i) 調達単価（単位当たりコスト）の比較分析 

送電設備(鉄塔、架空送電線、地中ケーブル)の単位当た

りコストについては、立地場所や設備のスペックなど事業

者側では制御困難な工事の個別性を考慮して比較したと

ころ、中部電力(鉄塔)、東北電力・沖縄電力(架空送電線)

は他社よりも割高な単価となっている可能性が示唆され

た。また配電設備(鉄筋コンクリート柱）については、全

社ともに単位当たりコストが上昇傾向にあり、中でも中部

電力は割高な単価となっている可能性が示唆された。さら

に、公表データの分析により、各国間で法規制等様々な要

因が異なることから単純比較は困難であるものの、日本の

送電線及び鉄塔の単位当たりコストは海外よりも高い可

能性も示唆された。 

各社においては、今回公表された調達単価水準の分析等

も参考にしながら、調達コストのたゆまぬ削減に向けて取

り組んでいくべきである。 

(ii) 系統連系する際の工事費負担金の比較分析 

新たに発電設備を設置しようとする者が系統連系する

際に負担する工事費負担金工事に係る費用のうち電源線

の敷設費用についても、物品費と工事費を含めた単位当た

りコストを分析したところ、エリアごとの差はあるものの、

10 社平均でみると、鉄塔については工事費負担金工事の

方がそれ以外の系統拡充・更新工事よりも安く、架空送電

線については工事費負担金工事の方が高い傾向にあった

が、その主な要因としては工事費負担金工事の場合は 1回

線鉄塔の割合や送電線の km 当たりコストに占める固定費

の割合が高いこと等が考えられ、必ずしも工事費負担金工

事かどうかで顕著な差は生じていない可能性が示唆され

た。 

再生可能エネルギーの更なる導入拡大等を図るために

も、各社においては、工事費負担金工事についても調達コ

ストの削減に向けて取り組んでいくことが求められる。 

なお、発電設備設置者自らが自営線を整備することで工期

を短縮する等により、経済的メリットを享受する事例もあ

った。系統連系に当たっては、用地交渉等の困難性を考慮

しつつも、工事費負担金工事に要する工期等についてより

正確な見積もりを提示していくことが期待される。また、

系統利用者である発電側に多様な選択肢を提供する観点

から、一般送配電事業者が工事を行う工事費負担金工事以

外の選択肢があることは適切に説明されるべきである。 

 

（３）中長期的な安定供給等適切なサービスレベルの確保

に向けた取組状況(計画的かつ効率的な高経年化対策の推

進) 

2017 年度の設備更新計画と実績を確認したところ、概

ね計画どおりに実施されていた。また、設備更新計画の見

直し状況を確認したところ、計画変更がある場合は、設備

の劣化状況を再精査の上、更新時期・数量を見直し、工事

量を平準化させる方向で変更されていた。さらに、アセッ

トマネジメントシステムの導入など、IoT や AI 等を活用

することで、より計画的かつ効率的に高経年化対策を進め

ていこうとする動きもみられた。 

一方で、グループ全体の収支・財務状況等を考慮して修

繕等を一時的に繰延べた事業者もいた。また、系統連系工

事の増加に伴う施工力上の問題や託送収支の悪化を理由

に、高経年化に係る足元の設備更新計画の見直しを行って

いる事業者もいた。 

高度経済成長期に整備された設備が今後設備更新の時

期を迎える。こうした中、一般送配電事業者が求められる

サービスレベルを将来にわたりできる限り効率的に維持

し、将来の託送料金を最大限抑制するためには、劣化更新

時期の延伸化措置や工事の平準化に向けた検討等を継続

的に行って計画を随時見直しつつ、着実に高経年化対策を

進めていくべきである。また、対策を進めるにあたっては、

新規・拡充工事を含む設備投資計画全体との整合性も求め

られる。 

各社においては、再生可能エネルギーの導入拡大や人口

減少といった事業環境の変化も踏まえ、将来の系統がどう

あるべきか検討しつつ、中長期的視点で計画的かつ効率的

に設備投資や高経年化対策を進めるべきである。また、そ

の取組状況を適切に説明していくことが求められる。 

一般送配電事業者が提供するサービスレベルの確認・評価 

今回の事後評価においては、一般送配電事業者が提供する

サービスレベル(成果・アウトプット)について多角的に評

価すべく、停電等の状況に加え、新規に系統連系する際の

対応等について確認を行った。 

各社の一需要家当たりの停電回数及び停電時間につい

てみると、大規模災害を除き低水準で安定していた。系統

への接続検討の申込みに対する回答の遅延割合について

みると、東京電力 PG、東北電力、北海道電力、九州電力の

4社については全 10社平均を上回っていた。 

各社においては、安定供給や市場競争の基盤となるサー

ビスの質を適切に確保していくべきである。 

 

２．６．監査 

電気事業法第 105 条及び第２弾電気事業法附則第 21 条

の規定に基づき、一般送配電事業者、みなし小売電気事業

者及び送電事業者（以下「一般送配電事業者等」という。）

（13社）に対して監査を実施した。 

2018 年度監査においては、重点監査項目として、託送料

金に係る事後評価に際し、託送収支計算書を基に実施する
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こと等から、昨年度に引き続き、「託送供給等収支の計算」

を重点的に確認した。また、再生可能エネルギーの導入拡

大を背景に、系統接続に関連する一般送配電事業者の適正

な業務運営の重要性が高まっていることを踏まえ、「約款

の運用等」について、重点的に確認した。 

2018 年度において実施した監査の結果については、監

査実施者から 31 件の指摘事項の報告があり、当委員会で

内容を確認した結果、電気事業法第 66条の 12及び改正法

附則第 25 条の６に基づく一般送配電事業者等に対する勧

告並びに電気事業法第 66 条の 13 及び改正法附則第 25 条

の７に基づく経済産業大臣への勧告を行うべき事項は認

められなかったが、今後の事業実施に対する事業者の自主

的改善を促す観点から、８事業者に所要の指導を行った。 

 

３．電力市場の更なる効率化、競争促進のための取組 

３．１．電力市場効率化及び卸電力取引の活性化について 

（１）経過措置料金専門会合の検討について 

電気の経過措置料金については、2016 年 4 月に電力の

小売全面自由化を実施した際、低圧（家庭用等）には、経

過措置として旧一般電気事業者の規制料金（「経過措置料

金」）も存続させたが、経過措置は、自由料金の事実上の

上限として機能しているところ、供給区域ごとに競争状態

を見極め、2020年 4月（送配電分離）以降、解除していく

仕組みとなっている。 

経過措置の解除に当たっては、各地域で「規制なき独占」

となって不当な値上げが生じることのないよう、競争状況

を十分見極めた慎重な検討が必要であり、競争研における

議論においては、(ⅰ)消費者等の状況、(ⅱ)十分な競争圧

力の存在、(ⅲ)競争の持続的確保を総合的に判断する必要

があるとし、図７のとおり具体的な解除基準案を取りまと

めた。 

2018年 9月 13日付けで経済産業大臣から、電力・ガス

取引監視等委員会に対して、以下の事項について意見照会

があったことを踏まえ、同委員会の下に設置された「電気

の経過措置料金に関する専門会合」が専門的観点から、調

査・審議を行った。 

 

 

「参照：第７図表 解除基準案」 

⑵取り戻し営業のガイドライン改定 

需要者が新事業者に申込を行い、スイッチング期間中の

スイッチング申込以降の手続き処理開始以降の近接した

時期に現小売電気事業者（以下、「現事業者」とする）に

よる営業行為「取戻し営業」が開始されるとの指摘があっ

た。具体的には、従来よりも、安い料金プランの提示が現

事業者との契約に基づく違約金請求の予告と併せて行わ

れる結果、需要家はスイッチングを撤回することが多いと

の事例が報告されている。（現事業者が需要家のスイッチ

ングに関する情報を取得し、違約金が発生する旨を需要家

へ伝える機会を利用して取戻し営業を行っているのでは

ないかとの指摘があった。） 

現時点では、需要家が現事業者から新事業者にスイッチ

ングする際に、当該需要家がスイッチングを行う旨の情報

（以下「スイッチング情報」。具体的には、廃止申込情報

やスイッチング支援システムを利用する場合における廃

止取次情報等。次頁参照）を取得した現事業者が当該スイ

ッチング情報を営業活動に利用すること自体について、電

気事業法や同法に基づく各種のガイドラインにおいて特

段の規律は存在しない。 

他方、需要家がスイッチングの意思を表示している場合

には、原則として、現事業者はその意思を尊重し、スイッ

チング完了に向けた対応のみを行うべきであり、スイッチ

ングを促進し、競争を活性化する観点からも需要家のスイ

ッチングの意思は尊重すべきものと考えられる。こうした

観点から、スイッチング情報を取得した現事業者が需要家

のスイッチングの意思を尊重せず、当該スイッチングを取

消させるために、当該情報を利用して営業活動を実施する

ことは問題となる行為と考えられる。 

こうした観点から、現事業者がスイッチング期間中にス

イッチング情報を利用して、需要家のスイッチング意思に

反して営業活動を実施することを、電気事業法上問題とな

る行為として「電力の小売営業に関する指針」において問

題となる行為と位置付けるべく検討を行った。 

これを具体化するに当たっては、制度設計専門会合

（2018年 3月 29日、7月 20日、9月 20日、及び 10月 23

日開催）にて審議を行い、（ア）スイッチング期間におい

て取戻し営業行為を行うことは問題となる行為との位置

付け、（イ）小売電気事業者において取戻し営業を防止す

るためのスイッチング情報についての社内の情報管理体

制の構築等について「電力の小売営業に関する指針」の改

（経済産業省大臣から意見照会を受けた検討事項） 

・電気事業法等の一部を改正する等の法律（2015 年

法律第 47 号）第 12 条の規定による改正後の電気

事業法等の一部を改正する法律（2014年法律第 72

号）附則第 16条第 1項及び第 2項に規定する指定

旧供給区域の指定及び指定解除に係る基準 

・当該基準に照らした各供給区域における競争状況

の評価（必要に応じて、競争を促進するための方策

の提案を含む。） 

・実効的な事後監視の仕組みその他必要と考えられ

る事項 
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定が必要であると取りまとめ、ルール化の対象となる事業

者、スイッチング期間やスイッチング情報の定義等を議論

した。 

「電力の小売営業に関する指針」の改定については、

2018 年 10 月 29 日に開催された電力・ガス取引監視等委

員会の議決、同年 10 月 30 日から 11 月 28 日の間に実施

されたパブリックコメントを経て、同年 12月 6日に電力・

ガス取引監視等委員会が経済産業大臣に建議し、その後、

12 月 27 日付で、「電力の小売営業に関する指針」は改定

された。 

 

（３）JEPXの取引量について（間接オークション） 

日本卸電力取引所（以下「JEPX」という。）における

取引量は一貫して増加（我が国電力需要に占めるシェア

は、平成３０年９月末で１８％程度）している。今後も、

間接オークション導入等の影響で一層の伸びが見込ま

れる。 

JPEX のスポット市場における取引量増加の背景は、

旧一般電気事業者による自主的取組の進展により新電

力事業者の調達環境が改善したことに加え、旧一般電気

事業者の社内取引の一部を市場経由で行うグロス・ビデ

ィングの進展があると考えられる。例えば、２０１８年

４月～６月における事業者別の買い約定量を見ると、旧

一般電気事業者は２２６億 kWh、新電力その他の事業者

は１１９億 kWhであり、スポット市場の買い約定量の大

部分（６６％）が旧一般電気事業者によるものとなって

いる。前年同時期対比でみると、旧一般電気事業者が 

２４．８倍、新電力その他の事業者は１．７倍となって

おり、新電力の電力調達の状況（平成２４年９月～平成

３０年８月）からも分かるとおり、グロス・ビディング

により旧一般電気事業者の市場取引量が増大している

ことが伺える。 

 新電力の調達状況については、新電力の電力調達量に

占める取引所比率は、常時バックアップが８.１％程度

であるのに対し、４５．２％程度となっており、電力調

達を現物取引所に依存する割合が増加している（平成３

０年９月時点）。 

 

（４）間接オークション電源表示のガイドライン改定 

2018年 10月より、連系線利用に関する公平性・公正性

の確保と卸電力市場の活性化を図るため、連系線利用ルー

ルを「先着優先」から市場原理に基づきスポット市場を介

して行う「間接オークション」へと変更となった。また、

2018 年 5 月より、小売電気事業者の非化石電源調達目標

の達成を後押しするとともに、需要家の選択肢を拡大しつ

つ、FIT制度における国民負担の軽減に資するべく、非化

石価値取引市場が新たに創設された。 

 

３．２．法的分離に伴う行為規制 

 電気事業法等の一部を改正する等の法律（2015 年法律

第 47 号）において、送配電部門の中立性を一層確保する

ため、2020 年度から一般送配電事業者と送電事業者の法

的分離を実施し、あわせて、一般送配電事業者とその特定

関係事業者（以下「一般送電事業者等」という。）及び送

電事業者とその特定関係事業者（以下「送電事業者等」と

いう。）に行為規制を導入することが規定されたところ、

その詳細は経済産業省令に定めることとされている。  

そこで、電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会

合（以下、「制度設計専門会合」という。）において一般送

配電事業者等及び送電事業者等にかかる行為規制の詳細

や監視の在り方等について議論を行い、「一般送配電事業

者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規

制の詳細について」を取りまとめた。さらに、「一般送配

電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する

行為規制の詳細について」を踏まえ、電力の適正な取引の

確保を図るために必要な行為規制を内容とする電気事業

法施行規則等の改正を、2018 年６月に電力・ガス取引監

視等委員会から経済産業大臣に建議した。建議を踏まえ、

行為規制の具体的な内容等を定めるため、2018年 12月に

電気事業法施行規則（平成 7 年通商産業省令第 77 号）の

改正が行われた。 

（主な行為規制等の内容） 

（ア）情報の適正な管理のための体制整備等 

(ⅰ)建物を発電・小売電気事業者等と共用する場合には、

別フロアにするなど、物理的隔絶を担保し、入室制限等を

行うこと 

(ⅱ)一般送配電事業者は、自らの託送供給等業務の実施状

況を適切に監視するための体制整備を行うこと 

(ⅲ)内部規程の整備、従業者等の研修・管理などの法令遵

守計画を策定し、その計画を実施すること等  

（イ)社名、商標、広告・宣伝等に関する規律 

(ⅰ)一般送配電事業者がグループの小売電気事業者又は

発電事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号、

商標を用いること 

(ⅱ)一般送配電事業者がグループ内の小売電気事業者又

は発電事業者の営業活動を有利にする広告、宣伝その他の

営業行為を行うこと 等 

（ウ）業務の受委託の禁止の例外 

(ⅰ)一般送配電事業者及び送電事業者がグループ内の発

電・小売電気事業者等及びその子会社等に例外的に送配電

業務を委託することができる要件 

(ⅱ)一般送配電事業者及び送電事業者がグループ内の発

電・小売電気事業者から発電・小売業務を例外的に受託す

ることができる要件等 

（エ）グループ内での取引に関する規律の詳細 

取引規制の対象となる一般送配電事業者と「特殊の関係

のある者」を以下の通り具体的に規定 

(ⅰ)グループ内の発電・小売電気事業者等の子会社等及び

関連会社  

(ⅱ)グループ内の発電・小売電気事業者等の主要株主 

（オ）取締役等及び従業者の兼職に関する規律の詳細 

(ⅰ)取締役等の兼職禁止の例外について具体的に規定 

 

３．３．効率性向上のための送配電網の維持・運用費用の

負担の在り方について 

制度設計専門会合では、2015 年秋以降、効率性向上の

ための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方について、

電力システム改革の進展など電力市場を取り巻く環境変

化を踏まえ、検討を進めてきた。2016 年７月の第９回制
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度設計専門会合において、それまでの検討内容を踏まえ、

論点整理を行った。具体的には、①発電事業者の負担の在

り方、②小売事業者の負担の在り方、③ネットワーク利用

の効率化の推進 と論点を大きく３つに分け、また、それ

らは相互に深く関連することから、今後、一体として、引

き続き関係者の意見も聴きながら検討を深めていくこと

とした。 

2016年９月、上記の各論点について検討を深めるため、

制度設計専門会合の下に送配電網の維持・運用費用の負担

の在り方検討ワーキング・グループ（座長：横山明彦 東

京大学大学院新領域創成科学研究科 教授）が設置され、

2017 年６月、第６回会合において、今後の検討課題につ

いて示した「検討すべき論点」を公表した。その後、2018

年 6 月、全 12 回にわたる議論の結果を中間取りまとめと

して公表するとともに、その内容を踏まえた今後の託送料

金制度の見直しについて、経済産業大臣に対して建議を行

った。 

 中間取りまとめにおいては、人口減少や省エネルギーの

進展等による電力需要の伸び悩み、再生可能エネルギーの

導入拡大等による系統連系ニーズの拡大、送配電設備の高

経年化に伴う修繕・取替等の増大など、電力系統を取り巻

く環境変化に対応しつつ、託送料金を最大限抑制しつつ必

要な投資を確保すべく、①送配電設備を利用する者の受益

や送配電関連費用に与える影響に応じた公平、適切な費用

負担の実現、②一般送配電事業者だけでなく、送配電設備

の利用者である発電側・需要側両方に対して合理的なイン

センティブが働く制度設計、といった２点を基本的な視座

として、以下の４点を柱とする制度見直しの方向性を示し

ている。 

 ⅰ）発電側基本料金の導入 

現行の託送料金原価の範囲を変えないことを前提に、従

来、小売電気事業者側（需要側）にのみ負担を求めていた

託送料金の一部について、その受益に応じて発電側にも負

担を求めること 

 ⅱ）送配電関連設備への投資効率化や送電ロス削減に向

けたインセンティブ設計 

需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備されている地

域など、送配電網の追加増強コストが小さい地域の電源に

ついて発電側基本料金の負担額を軽減すること 

 ⅲ）電力需要の動向に応じた適切な固定費の回収方法 

・送配電関連費用のうち固定費に関する部分については、

原則として基本料金で回収する方向で託送料金を見直す

こと 

 ⅳ）送電ロスの補填に係る効率性と透明性の向上 

一般送配電事業者に送電ロスに係る情報の公表、送電ロ

スの削減に向けた取組を促すとともに、送電ロスの調達・

補填主体を小売電気事業者から一般送配電事業者へ移行

することを基本として検討を深めること 

発電側基本料金の導入を軸とする制度見直しについては、

2020 年以降できるだけ早い時期を目途に導入することを

目指して、今後、制度の詳細について検討を深めていくこ

ととしている。 

 

３．４．需給バランス調整のための調整力確保 

2016 年４月 1 日に、電力小売全面自由化や新たなライ

センス制の導入を定めた電気事業法等の一部を改正する

法律（第２弾）が施行され、これまで旧一般電気事業者（以

下、「旧一電」という。）が自社の発電設備を用いて行って

きた、系統全体の周波数維持などの高品質な電力供給を確

保する業務であるアンシラリーサービスは、一般送配電事

業者が担うこととなった。また、一般送配電事業者は、ア

ンシラリーサービスの実施に必要な電源などを調整力と

して発電事業者などから調達するとともに、その調整力の

確保に必要なコストは託送料金で回収される仕組みとな

った。この仕組みにより、発電事業者などによる競争が進

み、多様な発電事業者などの参画による調達が可能な調整

力の量の増大や、質の向上、一般送配電事業者による更な

る効率的な調整力の活用が期待されている。 

この仕組みは、一般送配電事業者による調整力の調達が

公平性・透明性を確保した上で行われることを前提として

機能するものであることから、2016 年度から行われてい

る一般送配電事業者による調整力の調達は、原則として、

公募などの公平性かつ透明性が確保された手続により実

施する必要があるが、その手続の具体的な内容は各一般送

配電事業者に委ねられていた。 

このため、事前に一般送配電事業者による適切な調整力

の調達の在り方について基本的な考え方を示し、調整力の

公募調達が公平性・透明性を確保した形で円滑に開始でき

るよう、制度設計専門会合において、公募調達の公平性・

透明性を担保するための考え方、望ましいと考える公募調

達の実施方法などをその内容とする「一般送配電事業者が

行う調整力の公募調達に係る考え方」を取りまとめ、2016

年９月 26 日に委員会として経済産業大臣に対して建議を

行った。 

その後、本建議を踏まえ、経済産業大臣により、「一般

送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」（以

下「公募ガイドライン」という。）が制定され、一般送配

電事業者は当該考え方に基づき、調整力の公募調達を実施

している。 

 

（１）2019年向けの公募調達の実施に向けた改善 

2019 年度の公募に向け、委員会では更なる改善の必要

性などについて、発電、小売事業者やディマンドリスポン

ス事業者などに対してアンケートを実施し、その結果を踏

まえた公募の改善要請を一般送配電事業者に対して実施

した。 

その結果、2018 年６月の制度設計専門会合において、

最低容量の引下げ、ペナルティ要件の緩和等の改善策が了

承され、2018 年秋に実施される公募から当該改善策が実

施されることとなった。 

 

（２）調整力の稼働実績に係る分析 

2017 年度１年間分の調整力の稼働データを用い、2018

年５月、大きな不足インバランスが発生した回数とその要

因、それに対して一般送配電事業者が調整力を用いてどの

ように対応したかを分析した。また、合わせてＨ３需要の



386 

７%を超える不足インバランスが発生した主要因の分析を

行った結果、九州及び四国エリアにおいて、FIT特例①（太

陽光）予測外れを主要因とするものが多くあることを確認

した。今後、太陽光発電はさらに増加すると見込まれ、太

陽光の発電計画の予測精度を高めていくことが重要であ

ることから、発電計画の予測精度改善に向けた方策等につ

いて検討していくこととした。 

 

（３）電源Ⅱの事前予約の適正化 

太陽光発電等の大きな予測外れが発生した際、エリア内

に電源Ⅱ余力が残っていなければ対応できないケースが

あり、そうしたケースにおいて、一部の一般送配電事業者

は、スポット市場前にエリア内の旧一電（発電・小売部門）

に一定量の電源Ⅱを確保しておくよう要請（電源Ⅱの事前

予約）していることが判明した。電力・ガス取引監視等委

員会は、こうした電源Ⅱの事前予約について、透明性・公

平性等の観点で望ましい方法について検討を求めていた。 

電力広域的運営推進機関における検討の結果、2021 年度

に予定される需給調整市場開設までの暫定対応として、必

要なケースには電源Ⅱの事前予約を認めるべきとの結論

が得られたことを踏まえ、制度設計専門会合において、電

源Ⅱの事前予約における市場支配力を有する者への規律

の必要性の検討を行い、発電機の選定や精算における規律

を導入することが決定された。 

 

４．ガス市場における適正な取引確保のための厳正な監視

など 

４．１．ガス市場における競争状況 

（１）新規参入者などのスイッチング実績 

ガス取引報によると、ガスの小売全面自由化で新た

に自由化された市場において、都市ガス小売事業者間

のスイッチングは 2019 年３月末時点において、関東、

中部・北陸、近畿、九州・沖縄で発生しており、特に関

東においては、複数の事業者が新規参入し新たに需要

家を獲得するなど、一定の競争が働いてきている。また、

特に経過措置料金規制の対象とされている関東、中部、

近畿の３大都市圏では、ガス小売全面自由化を契機に、

新規参入者・既存事業者のいずれもが、経過措置料金メ

ニューに比べて割安な新メニューを提供している。 

 

（２）メニューの多様化 

ガス小売全面自由化を契機に、全国各地のガス小売

事業者が新たな料金・サービスメニューの提供に取り

組んでおり、料金・サービスの多様化が進んでいる。各

事業者が提案する新メニューでは、ガス料金の割引を

行うもの、電力や通信といった他のサービスとのセッ

ト割引を行うもの、料金支払いに対しポイントを付与

するもの、顧客の見守りサービスを提供するもの、トラ

ブル時の駆けつけサービスを提供するもの、ガスの使

用量や料金の見える化サービスを提供するもの、とい

った類型が見られる。 

 

（３）ガス市場の状況報告 

2018 年３月末現在で 63 の事業者が新規ガス小売事

業者としての登録を受けた。（うち 15 事業者は旧簡易

ガス事業のみを営む。） 

新規ガス事業者の 2017 年度の販売量は 4.0 億 m3 で

あり、これは全体の販売量の約 1 割を占めることとな

った。「参照：第８図表 販売量実績（2019 年３月）」

【表２】ガス小売事業者のガス販売量（需要種・エリア別）（平成３1年３月）

家庭用 商業用 工業用 その他用 地域計 家庭用 商業用 工業用 その他用 地域計

北海道 31,038 25,401 15,268 15,184 86,890 35.7% 29.2% 17.6% 17.5% 100.0%

東北 22,330 8,890 50,592 10,731 92,543 24.1% 9.6% 54.7% 11.6% 100.0%

関東 548,972 184,152 1,025,045 126,168 1,884,337 29.1% 9.8% 54.4% 6.7% 100.0%

中部・北陸 102,541 26,175 259,518 27,113 415,346 24.7% 6.3% 62.5% 6.5% 100.0%

近畿 280,141 73,859 411,296 57,607 822,903 34.0% 9.0% 50.0% 7.0% 100.0%

中国・四国 28,578 9,747 83,303 11,809 133,436 21.4% 7.3% 62.4% 8.9% 100.0%

九州・沖縄 39,344 13,257 49,204 13,668 115,473 34.1% 11.5% 42.6% 11.8% 100.0%

その他 0 119 65,575 0 65,694 0.0% 0.2% 99.8% 0.0% 100.0%

全国計 1,052,944 341,599 1,959,800 262,279 3,616,623 29.1% 9.4% 54.2% 7.3% 100.0%

地域
総販売量（千m3：標準熱量４５ＭＪ換算） 需要種別の販売量の割合
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４．２．小売部門の監視について 

（１）ガスの特別な事後監視 

経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制

が解除されたみなしガス小売事業者のうち、旧供給区域等

における都市ガス（又は簡易ガス）の利用率が 50％を超

える事業者を対象として、当該旧供給区域等の料金水準に

ついて報告徴収を行い、ガス小売料金の合理的でない値上

げが行われないための事後監視（以下「特別な事後監視」

という。）を行っている。 

特別な事後監視は四半期に一度行われることとなっ

ており、2018年度は、2018年 4月～2019年 3月にかけて、

調査を行ったところ、第 1 四半期において、「合理的でな

い値上げ」に該当する事例が 1件確認された。当該事業者

は、将来予定している設備の更新費用等を回収するために

値上げを実施したところ、設備の法定耐用年数を大きく下

回る期間で費用回収する料金改定を行ったことにより、現

在の需要家に過大な負担となっていることが認められた

こと等から、当該値上げは、需要家保護の観点に鑑み「合

理的でない値上げ」に該当すると判断した。 

さらに、当該事業者については、料金改定の際に、需

要家に対する説明が十分に行われていなかったことが確

認された。このため、当該事業者に対して、法定耐用年数

を踏まえ料金を改定すること及び需要家に対する十分な

説明並びに書面交付を行うよう文書による指導を行った。 

 

（２）ガス小売料金の事後評価 

電気事業法等の一部を改正する等の法律（2015 年法律

第 47号。以下「第 3弾改正法」という。）附則の経過措置

に基づく小売ガス料金については、原価算定期間終了後に

毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとな

っていないかなどを経済産業省において確認し、その結果

を公表することとなっている。電力・ガス取引監視等委員

会では、経済産業大臣等からの意見聴取を受けて、2018年

度は以下の旧一般みなしガス小売事業者に対して料金審

査専門会合において評価及び確認を行った。 

＜事後評価のポイント＞ 

本省所管の 1社（東邦ガス）に地方局所管の 6社（京葉

ガス、京和ガス、日本ガス、熱海ガス、河内長野ガス、南

海ガス）を加えた計 7 社について、「電気事業法等の一部

を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に

係る審査基準等」（20170329資第 5号）第 2（8）④に基づ

く値下げ認可申請の必要がないか確認を行った。 

※ 原価算定期間終了前の東京ガス及び料金改定表明

済みの大阪ガスは、事後評価の対象外。 

＜料金審査専門会合の開催実績＞ 

平成 30年 10月 25日  第 33回料金審査専門会合 

平成 30年 12月 12日  第 34回料金審査専門会合 

 

４．３．導管部門の監視について 

ガス導管事業の効率化・料金の低廉化と質の高いガス供

給サービスの維持・向上を促すことは、ガスの需要家の便

益を高めるだけでなく、小売・製造事業者間の競争の活性

化にも寄与し、エネルギー供給全体の生産性向上に資する

ものである。 

これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会において、

2017年度託送収支等を分析・評価した。 

 

（１）託送収支の状況 

（ア）超過利潤が一定水準を超過した事業者 

2017年度に事業を実施した全国のガス導管事業者（224

社）のうち、託送供給約款を策定している等の事業者（143

社）について、2017年度の収支状況等を評価した。 

これら 143社のうち、６社（仙南ガス、のしろエネルギー

サービス、東部液化石油、下仁田町、魚沼市、筑後ガス圧

送）については、2017 年度終了時点での超過利潤累積額

が、変更認可申請命令の発動基準となる一定水準を超過し

たため、このまま 2020 年４月 1 日までに託送供給約款料

金の改定の届出が行われない場合、所管の経済産業局長の

変更認可申請命令の対象となる可能性がある。各事業者に

対応方針を聴取したところ、６社とも期日までに料金改定

を実施予定であるとの回答であった。 

 

（イ）大きな超過利潤が発生した事業者の評価 

一定水準を超過した事業者以外にも、2017 年度の収支

において比較的大きな超過利潤が発生した事業者があっ

たことを踏まえ、４月～３月の会計年度を採用している事

業者 85 社のうち、超過利潤が営業収益の５％以上であっ

た 22 社（このうち、超過利潤が一定水準を超過したのは

４社）について、その超過利潤の要因が一過性のものか継

続する可能性が高いものかについて分析・評価を行った。      

その結果、19 社（超過利潤が一定水準を超過した４社

を含む）については、来年度以降も 2017 年度と同じ要因

での超過利潤が継続する可能性が高いと評価された。また、

それ以外の３社については、2017 年度の超過利潤の発生

は一過性である可能性があると評価された。 

この結果を踏まえ、各事業者に対し、料金改定を含めた

今後の方針について聴取したところ、超過利潤の継続性が

高い 19社のうち 15社（超過利潤が一定水準を超過した４

社を含む）及びそれ以外の３社のうち１社から、2020 年

４月までに自主的に料金改定を実施する予定であるとの

回答があった。 

 

（ウ）制度改正後新たに原価算入された費用の状況について 

事業者間精算費について、2017 年度実績費用と想定原

価の比較を行ったところ、実績費用が想定原価から大きく

ずれた事業者が多くあった（実績費用が 20％以上想定原

価から下振れした事業者が 11 社、実績費用が想定原価の

２倍以上となった事業者が２社)。 

今回の分析を通じ、事業者間精算により収益を得ている

ガス導管事業者の一部には、小売供給、託送供給及び卸供

給の合計が３に満たないことから託送供給約款の制定が

免除されている特定ガス導管事業者があり、これらについ

てはストック管理・フロー管理が行われていない状況が明

らかになった。これを適正化するため、2019 年１月、電
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力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対し、経済

産業省令等の改正に関する建議を行った。建議を踏まえ、

2019 年３月、ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分

に係る審査基準等（平成 12 年 10 月 2 日平成 12・09・28

資第 8号）についての改正が行われた。 

需要調査・開拓費について、2017 年度の実績費用を想

定原価と比較したところ、需要調査・開拓費を原価に計上

していた全８社のうち、７社について実績費用が想定原価

から下振れしていた。 

 

（エ）収支管理の更なる適正化に向けた対応 

託送料金の適正性の観点からは、地域別又は特定導管ご

とのコストが適切に託送料金に反映される必要がある。地

域別又は特定導管ごとに異なる託送料金を設定している

ガス導管事業者について、それぞれの単位で託送収支計算

書等を作成するよう、2019年３月、電力・ガス取引監視等

委員会から経済産業大臣に対し、経済産業省令等の改正に

関する建議を行った。建議を踏まえ、2019 年３月にガス

事業託送供給収支計算規則（平成 29年経済産業省令第 23

号）の改正が行われた。 

 

（２）効率化に向けた大手３社（東京ガス・大阪ガス・東

邦ガス）の取組状況 

ガス導管事業の効率化を促進していく観点から、先進的

な取組を行っていると期待される大手３社の取組状況を

聴取し、特に効果の大きいものや先進的な取組の内容を確

認した。 

これらのうち、例えば、以下のような取組は、他のガス

導管事業者への横展開が期待されるものであり、今後、こ

れらの取組も参考にしつつ、各事業者において効率化に向

けた取組が進められることが期待される。 

・計測機器等の点検・部品交換頻度の見直し 

・工法の工夫（中圧への PE管導入、非開削工法の導入等） 

・業務効率化の取組（現地作業でのタブレット導入、通信

機能付きマイコンメーターの活用による検査コストの低

減等） 

・工事発注・契約手法の工夫（取引先からの費用低減提案

の受入れ、まとめ発注、施工条件変更時の単価事前設定に

よる協議コストの低減等） 

・行政区との交渉（掘削幅の削減、埋設深さの変更等） 等 

 

（３）中長期的な安定供給の確保に向けた取組状況 

（ア）導管延伸の取組状況 

今回の事後評価の対象となったガス導管事業者（143社）

の、2017年度の導管総延長の伸びは、全社の平均で、高圧

導管は平均 1.91％、中圧導管は平均 0.67％、低圧導管は

平均 0.72％の伸びであった。 

 

（イ）メーター取付数及び供給区域拡張の状況 

今回の事後評価の対象となった一般ガス導管事業者

（126 社）の 2017 年度のメーター取付数の伸びについて

は、85 社が増加、３社が横ばい、38 社が減少であった。

また、各社の 2017 年度の供給区域の拡張実績を分析した

ところ、42社が増加、84社が横ばいであった。 

 

（４）内管工事の取組状況 

① 標準モデルによる内管工事見積額の横比較 

一般ガス導管事業者が実施する需要家の資産である内管

の工事について、全社共通の見積条件（内管工事の標準モデ

ル）に基づき、全ての一般ガス導管事業者（196社）に内管

工事の参考見積を依頼した。その結果、各社の参考見積額の

平均は 13 万円であったが、最低５千円から最高 26 万円ま

で、大きな幅があることを分析し、結果を公表した。 

参考見積額が比較的高かった事業者については、他の事業

者の参考見積額等を踏まえつつ、資材調達の工夫など、効

率化に取り組むことが期待される。 

 

②内管工事の利益率が高く、かつ直近で見積単価表の改定

が行われていない事業者の分析 

今回の事後評価の対象となった一般ガス導管事業者

（126社）について、内管工事の 2015年度から 2017年度

の収支状況を分析したところ、３年合計で収益が支出を上

回った社が 95 社、下回った社が 30 社でした（2015 年度

から 2017 年度の内管工事の実績のない 1 社を除く）。ま

た、内管工事の３年間の平均利益率が 20％以上の事業者

も存在した。 

内管工事の３年平均利益率が 10％以上で、かつ直近で見

積単価表の値下げが行われていない 25 社に対し、利益率

が高い理由を聴取したところ、「自社の労務費等を内管工

事の収支に振り分けていなかったため、実際よりも収支上

の利益率が高くなっていた」(13社)、「利益率が高いとは

考えていない等」(12社)との回答があった。 

これを踏まえ、自社で内管工事を行った場合の労務費等

が適切に振り分けられるようにするなど、内管工事の収支

管理の詳細を整理し、資源エネルギー庁より事業者に対し、

改めて周知徹底が行われた。 

 

４．４．監査 

ガス事業法第 170 条及び電気事業法等の一部を改正す

る等の法律（以下「改正法」という。）附則第 22条第４項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第

５条の規定による改正前のガス事業法（以下「旧ガス事業

法」という。）第 45 条の２の規定に基づき、一般ガス導管

事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者及び旧一般

ガスみなしガス小売事業者（以下「一般ガス導管事業者等」

という。）（234社）に対して監査を実施した。 

2018 年度監査においては、重点監査項目として、平成

29 年４月からのガスの小売全面自由化による制度改正を

踏まえ、「託送供給収支の計算」、「託送供給に伴う禁止行

為」及び「約款の運用等」について、重点的に確認した。 

2018 年度において実施した監査の結果については、監

査実施者から 338件の指摘事項の報告があり、当委員会で

内容を確認した結果、ガス事業法第 178条第１項及び改正

法附則第 37 条第１項の規定に基づく一般ガス導管事業者

等に対する勧告並びにガス事業法第 179 条第１項及び改

正法附則第 38 条第１項の規定に基づく経済産業大臣への
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勧告を行うべき事項は認められなかったが、今後の事業実

施に対する事業者の自主的改善を促す観点から、110事業

者に所要の指導を行った。 

 

５．ガス市場の更なる効率化、競争促進のための取組 

５．１．ガスの卸取引に関する競争の促進について 

2017 年 4 月のガス小売の全面自由化以降、制度設計専

門会合では、競争的な市場環境の整備に向けて、①逆流託

送の実現、②LNG基地第三者利用制度の利用促進、③スイ

ッチング業務等の標準化といった取組みを実施してきた。

ガスにおける小売、託送等の分野については、公平な取引

環境の整備に向けて取り組んできており、卸分野について

も今後同様の方向で検討していくことが必要である。 

2018年の規制改革実施計画（規制改革推進会議が同年 6

月 15 日付けで閣議決定）において、ガス小売市場の競争

促進の観点から、卸供給促進のために必要な措置を講ずる

ことが実施計画に盛り込まれた。 

このような動きを踏まえて、資源エネルギー庁のガス事

業制度検討ワーキンググループ（以下、ガス WG）において

も、2018 年 9 月から検討がなされており、卸取引の活性

化の一環としては、新規参入者への卸取引を促す措置の検

討が開始されている。その中で一般家庭向けガス小売事業

への参入促進を目的として、新規参入者への都市ガスの卸

供給を促す具体的な措置を検討することとなり、制度設計

専門会合において、ガス卸取引においても適切な競争を促

すべく、競争政策の観点から、卸取引の適切な在り方につ

いて検討することとなった。 

2018 年 12 月 17 日及び 2019 年 2 月 15 日の制度設計専

門会合にて議論を行い、以下の３つの論点について具体的

に検討を進めていくこととされた。 

 

➀中途解約補償料を伴う長期契約 

卸売事業者による中途解約補償料を伴う長期契約がス

イッチングを阻害する効果を有する結果として、卸売事業

への新規参入を阻害するものか否か、当該補償料の設定根

拠が競争その他の観点から合理的なものであるか否かを

評価した上で、補償料を伴う長期契約についての考え方を

整理する。 

  

➁契約量未達に伴う違約金 

一般的なガス卸取引においては、基本契約において

契約期間中の供給総量が規定された上で、毎年度の年

次契約においても当該年度における供給量及び単価が

規定されることが多い。この年次契約においては、年間

引取量が契約量の一定割合（最低引取量）に到達しなか

った場合、年度単位で違約金が発生する旨が規定され

る例が多く、年間引取量が最低引取量に到達しなかっ

た量に補償料単価を乗じることにより違約金は算定さ

れる。 

契約量未達に伴う違約金は、年度途中のスイッチン

グを困難とする可能性がある一方で、年度末までには

スイッチングが可能となること、また、短期的には引取

量の調整が困難な LNG 取引の実態を踏まえるとやむを

得ない側面もあることを考慮すると、卸取引の競争に

支障を与える取引慣行であると言えるのかについて整

理する。 

  

③ 卸取引における需要家情報の共有 

卸契約の交渉においては、大口・新規の需要家など特定

の需要家に対する割引を行うことを目的として、具体的な

顧客情報を卸売事業者に提出して、卸受事業者に対する卸

価格を決定する場合がある。この背景には、大口・新規需

要家の獲得がその需要量等によっては、卸売事業者及び卸

受事業者双方の短期的ないし中長期的な利益に資する可

能性があることがあると考えられる。 

将来参入する可能性がある地域の需要家情報を、卸売事

業者が容易に取得できる現在の状況は、適正な競争環境を

確保する観点から望ましいとはいえない一方、卸売事業者

と卸受事業者が協力して需要開拓を行っている例もあり、

当該情報を完全に遮断した場合、実ビジネスに影響を与え

るおそれもある。 

上記を踏まえ、卸取引交渉時に提供する特定の需要家情

報の取扱いについて整理していく。 

  

５．２．ガスにおけるスイッチング業務等の標準化  

小売全面自由化前、ガスシステム改革小委員会においてス

イッチング業務フロー等を標準化することと整理されたこ

とを受けて、日本ガス協会（以下「JGA」という。）が主体と

なって標準化を進めてきた。他方、実際にはスイッチング業

務フロー等の標準化は不十分であり、ガス導管事業者毎に業

務フローやフォーマットが異なることによって、複数のエリ

アに参入する事業者の業務コストの増加を招き、新規参入者

の負担となっていることが、2017 年 11 月の第 24 回制度設

計専門会合で新規参入者より指摘された。 

これを受けて、委員会は、JGAが行ってきたスイッチン

グ業務等の標準化状況と今後の対応方針を確認・整理する

とともに、スイッチング環境等の更なる整備に向けて検討

することとした。円滑なスイッチングの実現に向けて、ス

イッチング業務を始めとする小売事業者と導管事業者と

の間で発生する業務の標準化を検討してきた。具体的には、

（ア）業務フロー（各業務に必要な申込・報告等の手順、

必要な様式を作業プロセスとともに明らかにしたフロー）、

（イ）要求項目（各様式でやりとりする情報項目）、（ウ）

情報共有手段（各様式をやりとりするための手段）、（エ）

レイアウト（各様式のレイアウト）の標準化を図った。 

2018 年 2 月から電気・石油を含む新小売事業者、一般

ガス導管事業者として JGA、委員会事務局との間で検討会

議を定期的に開催、スイッチング業務等の標準化に向けた

協議を実施し、今般、2019 年 2 月に開催された制度設計

専門会合にて取りまとめの報告を行った。 

今後は、業務マニュアルの作成、事業者への周知を業界

団体とも連携しつつ行い、標準化された業務の運用を導管

事業者に求めていく予定である。 

 



390 

５．３．LNG基地第三者利用の促進  

2017 年 4 月より LNG 基地の第三者利用が制度化され、

ガス製造事業者（ガスの製造に供するタンク容量 20 万ｋ

L以上の LNG基地を維持、運用する事業者）は受託製造約

款の届け出や、LNGタンクの容量等の公表が義務付けられ

た。しかし、利用を希望するあるいは利用する可能性のあ

る事業者の一部から下記のような意見が寄せられたこと

から、制度の利用促進に向けて制度の改善を検討した。 

（ア）製造設備の余力（情報開示が不十分、余力の判定方

法が厳しい） 

（イ）基地利用料金（情報開示が不十分、利用料金が高い） 

（ウ）事前検討申込時に必要な情報（求められる情報が過剰） 

上記 3 つの項目について、各事業者への個別ヒアリン

グ、アンケート調査を重ね実態を把握するとともに、制度

設計専門会合（2018年 2月 23日、4月 23日、6月 19日、

9 月 20 日開催）にて審議を行い、当審議会での議論を踏

まえ、（ア）製造設備の余力、（イ）基地利用料金、（ウ）

事前検討申込時に必要な情報について「適正なガス取引に

ついての指針」の改定などが必要であると取りまとめた。 

「適正なガス取引についての指針」の改定については、

2018 年 10 月 29 日開催された電力・ガス取引監視等委員

会の議決、同年 10 月 30 日から 11 月 28 日の間に実施さ

れたパブリックコメントを経て、同年 12 月 6 日に電力・

ガス取引監視等委員会が経済産業大臣に建議した。その後、

2019年 1月 15日付で、「適正なガス取引についての指針」

は改定されている。 

 

・LNG基地の第三者利用制度の促進に向けた制度改善のポ

イント 

（ア）製造設備の余力 

（i）リスク容量の設定方法 

利用可能容量と在庫量との間に大きな乖離を発生させ

るなどして、タンク余力を過小に評価している可能性のあ

った製造事業者に対して、合理的な説明や運用実態に合わ

せたリスク容量の改善を求めた。 

・該当する事業者は過去の実績に基づきリスク容量の設

定を改善。 

（ii）自社利用計画の範囲の設定方法 

・毎年度定量的な情報に基づき自社利用計画の範囲を設

定していない、あるいは設定していたとしても当該情報を

的確に公表情報に反映していない製造事業者に対して是

正を求めた。 

・該当する事業者は直近の情報に基づき自社利用計画の

範囲を改善。 

（iii）余力見通しの開示方法 

・「①ルームレント方式において利用可能となる容量、②

ルームシェア方式において利用可能となる量を定量的に

示すこと」を望ましい行為としてガイドラインに明記。 

（イ）基地利用料金 

（i）貯蔵料金の算定に用いる課金標準の在り方 

・「ルームシェア方式においては「平均貯蔵量」のような

タンクの占有状況を適切に反映する課金標準、「払出量」

のような競争促進に資する課金標準に基づき料金算定を

行うこと」を望ましい行為としてガイドラインに明記。 

（ii）配船計画策定時の調整に伴い発生する貯蔵料金の変

動の考え方 

・「配船調整又は LNG の貸借によって生じた貯蔵量の増加

分を貯蔵料金に反映させること」を問題となる行為として

ガイドラインに明記。 

・「配船調整又は LNG の貸借によって生じた貯蔵量の減少

分を貯蔵料金に反映させること」を望ましい行為としてガ

イドラインに明記。 

 

（iii）基地利用料金の情報開示 

・「守秘義務契約締結後速やかに基地利用料金の目安を、

検討結果回答時に概算額を基地利用希望者に通知するこ

と」を望ましい行為としてガイドラインに明記。 

（ウ）事前検討申込に必要な情報 

（i） LNG船の情報については基地利用希望者の任意、LNG

性状の情報については、発熱量のみ必須（申込時点で確定

していない場合は想定値でも可）、それ以外の情報は基地

利用希望者の任意での提供とすることを製造事業者に対

して求めていく。 

（ii） 基地受入可否の判断に必要のない情報の提供は要

求しないよう製造事業者に是正を求めていく。 

 

６．広報/消費者対策 

電力の小売全面自由化開始後も、消費者が正しい情報を

持つことで、トラブルに巻き込まれることなく、各々のニ

ーズに合った適切な選択ができることが重要である。 

こうした意識のもと、当委員会では、ホームページ等を

通し、自由化の周知・広報を積極的に実施してきた。 

また、昨年度に引き続き、消費者保護強化のため、当委

員会と独立行政法人国民生活センターが共同で、消費者か

ら寄せられたトラブル事例やそれに対するアドバイスを

公表するなどの取組を実施した。 

 また電力・ガス取引監視等委員会相談窓口において、消費者

の小売供給契約を結ぶ際のトラブル等の相談に応じている。 

 

７．国際 

電力・ガス取引監視等委員会では、海外のエネルギー規

制機関と連携し、世界のエネルギー市場や制度に関する情

報収集に努めている。 

平成 30 年 11 月 28 日～29 日には APER Forum Meeting 

2018 を東京において電力・ガス取引監視等委員会主催で

開催した。 

APER Forum Meeting は、アジア太平洋諸国のエネルギ

ー規制機関が集まる会議体である APER Forumにより、エ

ネルギー産業・市場の発展のため、より良い規制や政策に

関する意見交換の場として 2012 年より 2 年に 1 度の頻度

で開催されている。平成 30 年の会合においては、アジア

太平洋諸国のエネルギー規制機関の代表などと➀新技術

の普及と電力ネットワークの在り方、➁競争的、投資可能

なエネルギー市場の形成、③適正な市場監視・規制の在り

方の 3テーマについて議論を行った。 
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