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第 10 節 電力・ガス取引監視等委員会 

１．電力市場の小売市場・卸市場に関する取組 

１．１．小売取引の監視等 

2016 年４月には電気の小売事業への参入が全面自由化

され、家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニュー

を自由に選択できることとなった。こうした中、電力・ガ

ス取引監視等委員会は、電気の小売供給に関する取引の適

正化を図るため、｢電力の小売営業に関する指針｣を踏まえ、

需要家への情報提供や契約の形態・内容などについて、電

気事業法上問題となる行為を行っている事業者に対して

指導を行うなど、事業者の営業活動の監視などを行ってい

る。 

具体的には、2019 年度には以下のような事案について

指導、勧告などを実施した。 

 

①勧告 

(ア)関西電力株式会社へ行った勧告(2019 年８月) 

関西電力株式会社は、電力及びガス供給契約の締結をし

た際、20,297 件の電力供給契約について契約締結後交付

書面を交付せず、うち 17,016 件は契約締結前交付書面を

交付しなかった。 

このため、電気事業法及び｢ガス事業法(昭和 29 年法律

第 51 号)｣に基づき、(ⅰ)今後同様行為を行わないよう、

必要な措置を講ずること、(ⅱ)上記(ⅰ)に基づいて講じた

措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること、

(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)に基づいて講じた措置について、文

書で報告することを求める業務改善勧告を行った。 

 

(イ)あくびコミュニケーションズ株式会社へ行った勧告

(2019 年 12 月) 

 あくびコミュニケーションズ株式会社は、少なくとも

9,159 件の需要家を対象とする小売供給契約の変更(電気

料金の支払期日の変更を内容とするもの)について、電気

事業法の規定による説明及び書面交付をしなかった。また、

同社は、2019 年 10 月下旬、同月までの電気料金が請求済

みであったにもかかわらず、一部の需要家について口座引

落しのための決済処理を行い、7,862 件の需要家から合計

6,598 万 2,225 円を過大に徴収した。 

 このため、2019 年 12 月、電気事業法に基づき、(ⅰ)電

気料金の支払方法の変更について、電気事業法の規定によ

る説明及び書面交付をしなかった需要家に対し、適切な措

置を講ずること、(ⅱ)電気料金を過大に徴収した需要家に

対し、適切な措置を講ずること。また、同様の事案の有無

を調査し、調査結果を踏まえ需要家保護の観点から適切な

措置を講ずること、(ⅲ)電気事業法の説明義務及び書面交

付義務に違反する事案並びに電気料金を過大に徴収する

事案が今後発生しないよう必要な措置を講ずること、(ⅳ)

上記(ⅰ)から(ⅲ)までに基づいて講じた措置について、文

書で報告することを求める業務改善勧告を行った。 

 

②指導 

(ア)小売電気事業者Ａ社へ行った指導(2019 年４月) 

Ａ社は、2018 年 10 月から 2019 年２月までの間に、特

定の者から、その者が指定する多数の需要家について合計

723 件の電気の小売供給契約の申込みを受け、うち 426 件

について小売供給契約を締結したが、そのうち少なくとも

５件の小売供給契約について、需要家の意思を確認しない

まま契約締結手続を行い、電気事業法に規定する供給条件

の説明及び書面の交付を行わなかった。当該行為は、需要

家の意思に反し、小売供給契約を行うものであって、需要

家の利益を著しく害する行為であることから、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。 

 

(イ)小売電気事業者Ｂ社へ行った指導(2019 年８月) 

 Ｂ社は、2019年５月28日から同年６月５日までの間に、

同社の電力申込みウェブサイトにおいて、重要事項説明ペ

ージのリンクが切れていたことにより、重要事項説明を表

示しなかった。これにより、申し込みをした需要家に対し、

供給条件の説明義務違反及び契約締結前交付書面の交付

義務違反が生じたため、Ｂ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。 

 

１．２．旧一般電気事業者の小売規制料金に係る監査 

 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）の小売料金については、経過措置として旧

一般電気事業者に規制料金（「経過措置料金」）を存続させ

ることとされた。 

電力・ガス取引監視等委員会は、第２弾電気事業法附則
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第 21 条の規定に基づき、経過措置料金に係る業務が法令

に基づいて適正に行われているか等について、旧一般電気

事業者（10 社）に対して監査を実施した。 

2019 年度において実施した監査の結果については、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、

３事業者に所要の指導を行った。 

 

１．３．原価算定期間終了後の小売経過措置電気料金の事

後評価 

｢電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第

72 号)｣(以下、｢第２弾改正法｣という。) 附則の経過措置

に基づく小売電気料金については、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は、経済産業大臣からの意

見聴取を受けて、料金審査専門会合において 2018 年度の

状況について評価及び確認を行い、2020 年１月、以下の

とおりとりまとめた。 

これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産

業大臣に対し、電気事業法等の一部を改正する法律附則に

基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(20160325

資第 12 号)第２(７)④に照らし、経過措置料金の変更申請

を命じることが必要となる事業者はいなかった旨回答し

た。 

 

○料金審査専門会合のとりまとめ(2020 年１月) 

①事後評価のポイント 

 原価算定期間を終了しているみなし小売電気事業者８

社(北海道電力、東北電力、東京電力 EP、中部電力、北陸

電力、中国電力、四国電力及び沖縄電力)※について、｢電

気事業法等の一部を改正する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｣(20160325資第12号)｣第２

(７)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関西電力及び九州電力は、事後

評価の対象外。 

 

②料金審査専門会合の開催実績 

2020 年１月 21 日  第 39 回料金審査専門会合 

③事後評価の結果 

 第２弾改正法附則第 16 条第３項の規定によりなおその

効力を有するものとして読み替えて適用される同法第１

条の規定による改正前の｢電気事業法(昭和 39 年法律第

170 号)｣第 23 条第１項の規定による供給約款等の変更の

認可の申請命令に係る｢電気事業法等の一部を改正する法

律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等｣

(20160325 資第 12 号)｣第２(７)④に照らし、値下げ認可

申請の必要は認められなかった。評価の詳細は以下のとお

り。 

 

【第 361-4-2】料金変更認可申請命令に係る審査基準 

 

出典：電力・ガス取引監視等委員会事務局作成 

 

審査基準のステップ１［電気事業利益率による基準］で

は、個社の直近３か年度平均の利益率が 10 社 10 か年度平

均の利益率を上回る会社は、東北電力及び沖縄電力の２社

だった。ステップ１に該当した２社について、審査基準の

ステップ２［超過利潤累積額による基準］では、2018 年度

末超過利潤累積額は一定水準額である事業報酬額を下回

っており、ステップ２［自由化部門の収支による基準］で

は、直近２年連続で自由化部門の収支が赤字となっていな

かった。以上より、原価算定期間を終了しているみなし小

売電気事業者８社(関西電力・九州電力以外)について、審

査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発

動の検討対象となる事業者はいなかった。 
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【第 361-4-3】審査基準の適用結果 

出典：各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリ

ングにより電力・ガス取引監視等委員会事務局作成 

 

以上を踏まえ、2019 年度の事後評価の対象となった事

業者について、現行の認可料金に関する値下げ認可申請の

必要があるとは認められなかった。 

 

１．４．経過措置料金規制の解除の検討 

経過措置料金については、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。 

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」において、調査・審議

を行い、①経済産業大臣への意見回答案②経済産業大臣の

意見照会への回答に関する留意事項等について、とりまと

めた。 

 

その内容を踏まえ、2019 年４月 24 日電力・ガス取引監

視等委員会は、経済産業大臣に以下のとおり意見を回答し

た。 

（意見回答の主な内容） 

〇指定旧供給区域の指定及び指定解除に係る基準 

判断に当たっては、以下の３つの考慮要素の状況を総合

判断したうえで、供給区域内の電気の使用者の利益を保護

する必要性が特に高いと認められる場合は指定する（解除

しない）こととする。 

（１） 消費者等の状況 

（２） 競争者による競争圧力 

（３） 競争環境の持続性 

 

〇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 

すべての供給区域において、平成 32 年４月の時点にお

いては、経過措置料金を存続させることが適当と考えられ

る。 

東京電力エナジーパートナー及び関西電力の供給区域

においては、 

（１） 消費者等の状況については一定の充足が認められ

るものの、 

（２） 競争者による競争圧力については、有力で独立し

た小売電気事業者が複数存在するとは認められず、現時点

での競争圧力は不十分であり、 

（３） 競争環境の持続性についても、みなし小売電気事

業者と新電力の間での電気調達に係る公平性についての

懸念が存在。 

その他の供給区域においては、 

（１） 消費者等の状況については一定の充足が認められ

るものの、東京電力エナジーパートナー及び関西電力区域

と比較するとまだ十分とは認められず、 

（２） 競争者による競争圧力についても、有力で独立し

た小売電気事業者が見当たらず、現時点の競争圧力は不十

分であり、 

（３） 競争環境の持続性についても、みなし小売電気事

業者と新電力の間での電気調達に係る公平性についての

懸念が存在。 

 

〇実効的な事後監視の仕組みその他必要と考えられる事

（経済産業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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項 

電気の使用者に不測の損害が生じることを防止する観

点から、経過措置料金の撤廃後においても、当面３年間程

度、地位濫用行為の有無について特に積極的に監視する必

要がある。 

小売市場における新規参入を促し、競争を活性化させる

ためには、卸市場の活性化が不可欠であり、新規参入者の

電源調達環境を改善していくため、みなし小売電気事業者

の社内及びグループ内における小売市場の競争を歪める

おそれがある不当な内部補助を防止するための方策がよ

り一層、具体的に検討されることが必要であるのみならず、

その他の競争促進策について引き続き推進していく必要

がある。 

 

１．５．電気の卸取引の監視 

電力・ガス取引監視等委員会は、電気の適正な取引を確

保するため、卸電力市場における取引の状況を把握・分析

するとともに、問題となる行為等が見られた場合には指導

等を行った。 

また、四半期毎に、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・検証した電力市

場のモニタリングレポートを作成・公表した。 

 

【第 361-4-1】2019 年７月～９月の報告における 

主要指標 

 

出典：第 44 回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019

年 12 月 17 日)を基に電力・ガス取引監視等委員会

事務局作成 

 

１．６．卸電力取引の活性化 

電力システム改革の目的である小売電気事業者間の競

争を通じた安定的かつ安価な電力供給を実現するために

は、卸電力市場の活性化が重要である。このため、電力・

ガス取引監視等委員会は、卸電力市場の活性化に向けた取

組を進めた。 

 

①旧一般電気事業者における、新規参入者との卸供給に

関する交渉について 

｢競争的な電力・ガス市場研究会中間論点整理｣(2018 年

８月)において、旧一般電気事業者における、新規参入者

との卸供給に関する交渉は、発電部門など新規参入者等と

の競争を排除する誘因を持たない部門が行うことが望ま

しいとして、その在り方について検討を進めていくことと

した。 

これを踏まえ、事務局による交渉実態等のヒアリング等

を踏まえて、公正な競争を促進する等の観点から、相対取

引における卸供給の諾否に関する判断の在り方や卸供給

の交渉体制に関する考え方を整理し、旧一般電気事業者に

対して自主的な取り組みとして適切に対応するよう要請

を行った。 

 

②ＪＥＰＸにおける市場監視業務等の体制について 

ＪＥＰＸ(日本卸電力取引所)においては、取引規模の著

しい拡大やベースロード市場の開設をはじめとする新た

な市場開設などの取組みによって、各種市場の公正な取引

を確保する必要性が従前にもまして増大している。一方で、

諸外国や類似の取引所においては、市場監視業務等の実施

体制について、様々な取組が見られる。  

このため、今後のＪＥＰＸにおける市場監視業務及び取

引参加者の資格審査、制裁その他個別事業者の監督に類す

る業務を行う体制について、現時点では何らかの具体的な

問題行為が生じている訳ではないものの、今後より一層、

中立性、独立性を向上させていくために、既存体制の点検

や所要の体制整備を行っていくことが望ましい。以上を踏

まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、2019 年６月ＪＥＰ

Ｘに対し、今年度中を目処に、中立性・独立性を確保しつ

つ、その機能を向上させるための体制について検討するよ

う要請を行った。 
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【第 361-5-1】ＪＥＰＸ取引量(約定量)のシェアの推移 

(2012 年４月～2019 年９月) 

 

出典：電力・ガス取引監視等委員会事務局作成 

 

【第 361-5-2】新電力の電力調達の状況 

(2012 年９月～2019 年９月) 

２．送配電分野に関する取組 

２．１．送配電事業の監視 

電力・ガス取引監視等委員会は、電気の適正な取引を確

保するため、一般送配電事業者の業務実施状況を把握・分

析するとともに、問題となる行為等が見られた場合には指

導等を行っている。 

2019 年４月１日～2020 年３月 31 日までの期間につい

て、一般送配電事業者の業務実施状況において、業務改善

勧告に至るような事案はなかった。 

 

２．２．監査 

電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第 105 条の

規定に基づき、一般送配電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。 

2019 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、工事費負担金の分割払い

が認められる基準が整理・明確化されたこと等を踏まえ、

約款の運用等及び託送供給等に伴う禁止行為に関して、重

点的に確認した。 

2019 年度において実施した監査の結果については、電

気事業法第 66 条の 12 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 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、４事業者に所要の指導を行った。 

 

２．３．一般送配電事業者の収支状況(託送収支)の事後評

価 

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つつ、将来の託送料金

を 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、電力・ガス取引監視等委員

会は、料金審査専門会合において、託送料金の低廉化と質

の高い電力供給の両立を促すべく、一般送配電事業者の

2018 年度の託送収支や経営効率化に向けた取組等を分

析・評価した（全 10 社の状況を分析した上で、北海道電

力、東京電力ＰＧ及び中部電力の３社からヒアリングを実

施）。 

 2020 年２月、料金審査専門会合は、本事後評価の結論

として、以下のとりまとめを行った。これを踏まえ、委員

会は、経済産業大臣に対し、電気事業法に基づく経済産業

大臣の処分に係る審査基準等（平成 12・05・29 資第 16 号）

第２（14）に照らし、託送供給等約款の変更認可申請を命

じることが必要となる事業者はいなかった旨回答した。 

 

＜料金審査専門会合のとりまとめ内容＞ 

（１）2018 年度託送収支の状況 

当期超過利潤累積額について、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
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績単価の乖離率について、変更認可申請命令の発動基

準となる一定の比率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変更認可申請命令

の発動基準が適用されることとなったが、2018 年度に

おいて当該基準には該当しなかった。 

収入面については、節電・省エネ等により電力需要

が減少したため、北陸電力を除く９社において、実績収

入が想定原価を下回った。特に、北海道電力、関西電力

は５％以上減少となった。 

費用面については、北海道電力、東北電力、北陸電

力、中国電力、沖縄電力の５社において、主に人件費・

委託費等の増加により、実績費用が想定原価を上回っ

た一方で、東京電力 PG、中部電力、関西電力、四国電

力、九州電力の５社においては、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った。 

この結果、2018 年度の託送収支においては、東京電

力 PG、中部電力を除く８社で当期超過利潤がマイナス

（当期欠損）となった。 

なお、実績費用が増加した５社中３社(北海道電力、

北陸電力、中国電力)においても、設備関連費は想定原

価を下回っていた。一般送配電事業者の収支全体とし

ては、収入が減少又は横ばいとなる中で、総じて人件

費・委託費が維持・増加し、設備関連費が減少している

といえる。 

  

（２）ヒアリング対象事業者の収支状況等の確認結果 

2018 年度事後評価では、３社（北海道電力、東京電

力 PG 及び中部電力）を対象に経営効率化、高経年化対

策等のヒアリングを行った。これに基づき、各社（全 10

社）において、更なる取組を求めることとした。 

①経営効率化の実施状況 
 今後、再生可能エネルギー電源等の系統連系ニーズ

の増加や高経年化への対応など、送配電設備に関する

費用上昇が見込まれる。公共性のある財・サービスの提

供を独占的に担う各社においては、東京電力 PG が 2025

年度までに「託送料金原価 2016 年度比▲1,500 億円」

と掲げているように、中長期的なコスト削減目標を掲

げて、効率化に向けた自社の対応や取組の全体像を具

体的かつ定量的に説明していくことが求められる。 

②調達合理化に向けた取組状況 

（ⅰ）仕様の統一化 
調達改革ロードマップの品目拡大や国際調達を可能に

することも含め、調達コストの削減に向けて、更なる仕

様の標準化・共通化に取り組むべきである。将来的に

は、原則各社共通仕様とし、自社仕様を用いる場合はそ

の合理性について説明が求められるといった方向に考

え方を転換していくことが期待される。 

（ⅱ）競争発注比率、発注方法の工夫・改善 

 競争発注比率を可能な限り高めていくとともに、今

回紹介された中部電力の取組事例や、前回の事後評価

で東京電力 PG から紹介された取引先との協働（コスト

削減及びそれにより生まれた利益の共有）による Win-

Win の関係構築といった取組なども参考に、発注方法の

更なる工夫・改善に向けて継続的に取り組んでいくべ

きである。 

③計画的かつ効率的な設備投資や高経年化対策の推進 

 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、アセットマネジメントシステムの導入

を通じて、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、設備投資

や高経年化対策に係る中長期計画や進捗について、工

事量のみならず投資金額も提示するなど、その取組状

況を適切に説明していくことが求められる。 

④安定供給に向けた取組 

 大規模災害時を含め、一般送配電事業者が安定供給

面で果たす役割は大きい。効率化等によるコスト削減

に取り組みつつも、安定供給に必要となる投資等につ

いてはしっかり確保していくことが重要である。 

 
（３）更なるコスト削減と質の高い電力供給の両立に

向けて 
 再生可能エネルギーの導入拡大や送配電設備の高経

年化への対応が増大する一方で、人口減少や省エネ等

により電力需要が伸び悩むなど、我が国の電力系統を

取り巻く事業環境が大きく変化していく中において

は、再生可能エネルギーの拡大や安定供給の確保など、

将来に向けた投資をしっかり確保すると同時に、更な

るコスト削減を促していくことが重要となる。一般送
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配電事業者の収支状況をみると、収入が減少又は横ば

いとなる中で、総じて設備関連費が減少しているが、こ

の費用削減が効率化によるものであれば良いものの、

本来であれば再生可能エネルギーの拡大や安定供給の

ために必要であった投資が先送りされたり、実施され

なかったりといった結果によるものであってはならな

い。 

現在、資源エネルギー庁において、必要な投資促進と

効率化の徹底を両立させる託送料金制度の在り方につ

いて検討が進められているが、当委員会料金審査専門

会合における事後評価で得られた経営効率化や高経年

化対策等に関する知見・情報・分析結果等を活かしつ

つ、当委員会においても、収支を中心として一般送配電

事業者の実態の把握・分析をさらに進め、今後の料金審

査や事後評価の在り方など、託送料金制度の詳細検討

を進めていくべきである。 

 

２．４．託送供給等約款における送電ロスの取扱いの見直

し 

 送電ロスの削減は、電力に係る全体コストの抑制につな

がる重要な取組であるところ、制度設計専門会合の下に開

催された送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワ

ーキング・グループの中間とりまとめ(2018 年６月)にお

いては、｢送電ロスの削減に向け、電圧別等の送電ロスの

発生状況等を詳細に把握・公表し、透明性の向上を図る｣

とした上で、その具体策として、一般送配電事業者に情報

の公表を求め、送電ロスの削減に向けた取り組みを促すと

ともに、｢託送供給等約款上のロス率との乖離が大きい場

合等にロス率の見直しを求める｣とされた。 

 これを受け、2019 年２月の第 36 回料金審査専門会合に

おいて、電圧別にみた送電ロスの発生状況(実績値)を確認

したところ、大部分のエリア・電圧において、約款上のロ

ス率が、実績値よりも上回っていることが確認された。 

さらに、2019 年７月の第 40 回制度設計専門会合におい

て、スマートメーターの設置が完了するまでの間は新電力

と旧一電小売との間で需要インバランスの計算方法が異

なるとされているところ、約款ロス率と実績ロス率とが乖

離していると、新電力と旧一電小売との公平性が阻害され

ていることが確認されたため、できるだけ速やかにそうし

た状況を改善すべく、スマートメーターの設置が完了する

までの間は、過去３年分の実績値の平均値を用いて、約款

上の送電ロス率を毎年改定(一般送配電事業者が毎年約款

改定を申請)することが適切との結論を得た。それを踏ま

え、2020 年２月、各一般送配電事業者の託送供給等約款

上の送電ロス率が改定された。 

 なお、スマートメーターの設置が完了した後の対応につ

いては、別途検討していくこととしている。 

【第 361-5-4】一般送配電事業者の約款上の送電ロス率 

 

出典：電力・ガス取引監視等委員会事務局作成 

 

２．５．2022 年度以降のインバランス料金の検討 

2018 年 12 月に開催された資源エネルギー庁の電力・ガ

ス基本政策小委員会において、需給調整市場の創設にあわ

せて 2021 年度からインバランス料金制度を改正する方針

が示され、その詳細については、電力・ガス取引監視等委

員会において、資源エネルギー庁及び電力広域的運営推進

機関の協力を得つつ検討を進めることとされた。 

これを受け、電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門

会合において、2019 年２月より、新たなインバランス料金

制度の詳細設計について検討に着手し、2019 年 12 月まで

に９回の審議を行い、2020 年３月に中間とりまとめを行っ

た。 

※2019 年 11 月に開催された電力・ガス基本政策小委員会

において、新たなインバランス料金制度の開始時期が

2022 年度に延期された。 

 

【新たなインバランス料金の詳細設計について（制度設計

専門会合における議論のまとめ）】 

１．新たなインバランス料金の基本的考え方 

インバランス料金は、実需給における過不足を精算する

単価であり、価格シグナルのベースとなるもの。したがっ

て、2022 年度以降のインバランス料金制度は、インバラ
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ンスを発生させた者に合理的な負担を求める（発生させた

インバランスが合理的な価格で精算される）とともに、系

統利用者に適切なインセンティブを与えるものとなるよ

う、①インバランス料金が実需給の電気の価値を反映する

ようにし、②関連情報をタイムリーに公表することが重要。 

こうした考え方に基づき、インバランス料金は、その時

間における電気の価値を反映するよう、以下により算定す

る。 

ア）インバランス料金はエリアごとに算定する。（調整力

の広域運用は考慮） 

イ）コマごとに、インバランス対応のために用いられた調

整力の限界的な kWh 価格を引用する。（卸電力市場価格に

基づく補正の仕組みも導入） 

ウ）需給ひっ迫時における不足インバランスは、系統全体

のリスクを増大させ、緊急的な供給力の追加確保といった

コスト増をもたらすことを踏まえ、そうした影響がインバ

ランス料金に反映されるよう、需給ひっ迫時にはインバラ

ンス料金が上昇する仕組みを導入する。 

 
２．インバランス料金の算定方法の詳細 

（１）インバランス料金の算定方法 

以下のア）及びイ）の高い方をインバランス料金とする。 

ア）インバランス対応のために用いられた調整力の限界的

な kWh 価格： 

以下の（２）により算定。必要な場合、（３）、（４）に

より補正。 

イ）需給ひっ迫時補正インバランス料金： 

以下の（５）により算定。 

 

（２）インバランス料金の算定に用いる調整力の限界的な

kWh 価格 

①広域運用された調整力の kWh 価格を引用 

 2021 年度以降の調整力の運用においては、インバラン

ス対応は主に広域運用調整力によって対応されることか

ら、広域運用調整力の限界的な kWh 価格）をインバランス

料金に引用することとする。この場合、広域運用されたエ

リアすべてが同一のインバランス料金となる。（エリア分

断時の取扱いについては、以下④に記載。） 

 

②各コマの限界的な kWh 価格の決定方法 

調整力の広域運用は、2021年度からは15分ごとの指令、

2023 年度からは５分ごとの指令によって運用される予定。

したがって、30 分コマ内に、前半 15 分と後半 15 分の二

つの限界的な kWh 価格が存在することになる。（2023 年度

以降は５分ごと６つの限界的な kWh 価格が存在すること

となる。） 

30 分コマのインバランス料金は、そのコマでさらに１

kWh のインバランスが増えた場合に生じる費用の増減（30

分全体の限界的な費用）を反映させることが適当と考えら

れることから、各 15 分の限界的な kWh 価格を各 15 分にお

けるインバランス量によって加重平均して得られる値を

インバランス料金に引用することとする。 

30 分コマ内で上げ指令と下げ指令が両者存在したケー

スでは、上げ指令の価格が高い方と下げ指令の価格が低い

方とから同量を相殺し、残ったものの限界的な kWh 価格を

加重平均することとする。 

 

③広域運用調整力への指令がゼロであった場合の扱い 

広域エリア合計でのインバランスが小さく、広域運用調

整力の指令量がゼロの場合、当該エリアのインバランス料

金は、指令されなかった上げ調整力の も安い kWh 価格

と、指令されなかった下げ調整の も高い kWh 価格の平均

を引用する。 

 

④エリア分断時の扱い 

調整力の広域運用において、連系線に空き容量がなく分

断があった場合は、分断されたエリアごとに広域運用され

た調整力の限界的な kWh 価格を引用する。 

 

（３）卸市場価格による補正 

電源Ⅰなど、登録された調整力 kWh 価格が必ずしもその

時点の需給状況を考慮されたものとなっていない場合が

あり、そのため、稼働した調整力の限界的な kWh 価格が電

気の価値を適切に反映しない場合があり得る。こうしたこ

とから、卸市場価格との関係が逆転する場合においては、

以下の補正を行う。 
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上表において Pは、当分の間、卸電力市場（時間前市場）

における取引の実需給に近い取引から異なる５事業者・５

取引分の価格の平均価格を用いることとする。 

調整力の広域運用が分断した場合は、分断したエリア毎

に算定する。 

系統余剰／系統不足の判断は、広域運用調整力の指令量

に基づいて判断する。 

 

（４）太陽光等の出力抑制のケースの扱い 

太陽光・風力の出力抑制が行われているコマにおける系

統余剰の発生は、実質的に限界費用０円/kWh の太陽光等

を下げていると見なすことが適当であると考えられる。し

たがって、太陽光等の出力抑制が行われているコマで系統

余剰となった場合については、実際に稼働した調整力の

kWh 価格を引用するのではなく、インバランス料金の算定

に用いる調整力の限界的な kWh 価格＝０円/kWh とする。 

なお、系統余剰／系統不足の判断は、広域運用調整力の

指令量に基づいて判断する。 

 

（５）需給ひっ迫時補正インバランス料金 

需給ひっ迫時、すなわち一般送配電事業者が用いること

ができる「上げ余力」が少ない状況での不足インバランス

は、大規模停電等の系統全体のリスクを増大させ、緊急的

な供給力の追加確保や、将来の調整力確保量の増大といっ

たコスト増につながるもの。したがって、需給ひっ迫時、

すなわち「上げ余力」が一定値以下になった場合には、そ

うした影響（コスト増）をインバランス料金に反映させ、

系統利用者に対する適切なインセンティブとなるよう、料

金を上昇させることで、需給の改善を促していくことが適

当である。 

このため、以下のような直線的な式に基づき、そのコマ

の「上げ余力」（以下、「補正料金算定インデックス」とい

う。）に対応する需給ひっ迫時補正インバランス料金を決

定し、これが、上述（１）のア）調整力の限界的な kWh 価

格よりも高い場合は、この価格を当該コマのインバランス

料金とする。 

 
上図におけるＡ～Ｄの具体的な数値の設定については、

必要に応じて見直しを行うことを前提に、当面は以下の設

定とする。 

A：これ以上「補正料金算定インデックス」を低下させる

ことは許されない水準として、需要家に痛みのある協力を

求める対策のタイミングを参考に、政府が需給ひっ迫警報

を発令する予備率（３％）を参考に３％とする。 

B：「補正料金算定インデックス」が低下するリスクに備え

て対策を講じ始める水準として、通常時には用いない供給

力である電源Ⅰ’を発動し始めるタイミングを参考に、こ

れまで電源Ⅰ’が発動されたケースにおける広域エリアで

の概ねの予備率（10％）を参考に 10％とする。 

B’： B～B'までは、確保済みの電源Ⅰ’で対応すると考

えられる水準。したがって、B’は、これ以上「補正料金

算定インデックス」が低下すると電源Ⅰ’以外の新たな供

給力を追加的に確保することが必要になり始める水準を

参考に、電力広域的運営推進機関における需給ひっ迫の基

準となる広域エリアでの予備率（８％）を参考に８％とす

る。 

C：緊急的に供給力を１kWh 追加確保するコストとして、

市場に出ていない供給力を新たに１kWh 確保するために

十分な価格ということから、新たにＤＲを追加的に確保す

るのに必要となる価格として、電源Ⅰ’の公募結果から電

源Ⅰ’として確保したＤＲを一般送配電事業者が想定する

回数発動した場合の価格を参考に、原則として 600 円/kWh

とする。ただし、2022年度から2023年度までの２年間は、

暫定的な措置として、需給要因により高騰したと考えられ

る過去の時間前市場での約定の 高価格を参考に 200 円

/kWh を適用する。 

暫定措置期間終了後は、600 円/kWh に変更することを原

則とする。ただし、暫定措置期間中のインバランスの発生

状況やインバランス料金の状況、リスク回避のための手段

の整備状況などを確認した上で、必要に応じ、暫定的な措

系統余剰のとき 系統不⾜のとき

余剰インバランス料⾦
調整⼒kWh価格
又は卸市場価格Ｐ

（低い方）
限界的な調整⼒

kWh価格

不⾜インバランス料⾦ 限界的な調整⼒
kWh価格

調整⼒kWh価格
又は卸市場価格Ｐ

（高い方）
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置の延長や段階的変更を検討する。 

D：確保済みの電源Ⅰ’のコストとして、電源Ⅰ’応札時

に応札者が設定する kWh 価格の上限金額の各エリア 高

価格の全国平均を参考に 45 円/kWh とする。ただし、C の

設定における暫定措置期間中のインバランスの発生状況

やインバランス料金の状況、リスク回避のための手段の整

備状況などを確認した上で、必要に応じ、見直しを検討す

る。 

 

上図における「補正料金算定インデックス」は、調整力

の広域運用が行われるエリア毎に、以下の式により算出す

る。 

 

 
 

 

 

各コマの「補正料金算定インデックス」の諸元となる広

域エリア内の供給力及びエリア需要は、ゲートクローズ時

点における予測値を用いる。 

なお、将来的（2024 年度）には補正料金算定インデック

スを各一般送配電事業者等の予備率（広域予備率）と一本

化することを目指す。 

 

以上、インバランス料金の算定方法の詳細をまとめると

下図のとおりとなる。 

 

 
 
（６）需給ひっ迫時に講じられる各種の対策の取扱いにつ

いて 

需給ひっ迫時において一般送配電事業者は、通常の調整

力に加えて、電源Ⅰ’や緊急的に追加確保した自家発から

の逆潮も供給力として活用する。更に、需給ひっ迫時には、

国によって、電気事業法に基づく電力使用制限や計画停電

といった対策が講じられることがある。 

そのコマにおける電気の価値を適切にインバランス料

金に反映させるためには、これらの対策が講じられた際に

は、そのコストがインバランス料金に反映されることが適

当であることから、以下のような方法でインバランス料金

に反映する。 

 

需給ひっ迫時に講じ

られる対策 

インバランス料金の計算方法 

一般送配電事業者が

電源Ⅰ’を稼働させ

た場合 

稼働した電源Ⅰ’についても広

域運用された調整力の一部とみ

なして、上述（２）の計算を行

う。 

一般送配電事業者が

緊急的に追加確保し

た自家発からの逆潮

を利用した場合 

その自家発がなければどの程度

補正料金算定インデックスが低

下していたかを算定し、その値

に基づいて上述（５）の計算を

行う。 

電力使用制限 電力使用制限を調整力とみな

し、kWh 価格＝100 円/kWh の調

整力が稼働したとみなして、上

述（２）の計算を行う。 

計画停電 計画停電を調整力とみなし、kWh

価格＝C 円/kWh の調整力が稼働

したとみなして、上述（２）の

計算を行う。 

※節電要請については、その発動をインバランス料金に反

映させる特別なルールを導入しない。 

※一般送配電事業者のインバランス対応に係る調整力の

kWh コストについては、収支均衡を原則とし、今後の収

支状況を踏まえ、その管理方法等について検討を行う。 

 

なお、需給ひっ迫時に、価格メカニズムを通じて新たな

供給源の参入や需要側の取組を促すとともに、電気の 適

配分を実現していくためには、こうしたケースにおいても

補正料⾦算定インデックス
当該コマの広域エリア内の供給⼒ － 当該コマの広域エリア需要

当該コマの広域エリア需要
＝
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スポット市場や時間前市場を開場し、取引が可能となるこ

とが重要。したがって、電力使用制限や計画停電が実施さ

れるケースも含めて、原則として卸電力取引市場（スポッ

ト市場、時間前市場）は閉じないこととする。 

 

（７）ブラックアウトが発生した場合のインバランス料金

及び卸電力市場のあり方 

複数の事故が同時に発生する等によって、ごく短時間で

も需給が大きく崩れた場合には、いわゆるブラックアウト

（全域停電）が発生する可能性がある。また、ブラックア

ウトからの復旧は、複数の発電機を段階的に並列していく

ことが必要といった技術的な理由によって時間がかかる

ことがある。 

ブラックアウトとなった場合には様々な混乱が生じる

可能性が高く、関連する情報を全ての関係者がタイムリー

かつ偏りなく得られない状況になる可能性がある。 

以上を踏まえ、ブラックアウトの発生からネットワーク

機能が復旧するまでの間については、無用な混乱を回避す

るとともに、市場参加者の公平性を確保するため、卸電力

取引市場を一旦停止し、この期間中のインバランス料金に

ついては、ブラックアウト発生前の卸電力取引市場価格

（スポット市場価格）を適用する。 

 

状況 インバランス料

金の扱い 

卸電力取引市

場の扱い 

ブラックアウト

が発生した場合 

-ブラックアウト

～ネットワーク

機能が復旧する

まで 

-ネットワーク機

能の復旧には、設

備損壊など当面

物理的に通電し

えない地域を除

く。 

ブラックアウト

発生当日： 

ブラックアウト

発生直前のスポ

ット市場価格（各

48 コマ） 

ブラックアウト

発生翌日以降： 

ブラックアウト

発生直前一週間

のスポット市場

価格の平均値（各

48 コマ） 

卸電力取引市

場を停止 

※ブラックアウト以外に、何らかのトラブルにより卸電力

市場システムが停止した場合等、市場の運営が困難とな

った場合にもブラックアウト時と同様のインバランス

料金を適用する。 

 

（８）沖縄エリアにおけるインバランス料金 

沖縄エリアにおける上述（２）の算定においては、広域

運用が導入されないことから、エリア内で稼働した調整力

の限界的な kWh 価格を引用してインバランス料金を算定

する。 

エリア内調整力は、インバランス対応と時間内変動対応

の両方のために稼働することから、以下のように算定する

こととする。 

・エリア内で稼働した調整力のうち、kWh 価格の高いもの

から順に 20MWh 分の加重平均価格を引用することとす

る。 

・30 分コマにおいて上げ調整と下げ調整が同時に行われ

た場合は、上げ調整の高い方から、下げ調整の低い方か

ら、どちらかの調整量がゼロになるまでそれぞれ相殺し、

残った方の kWh 価格の高いものから順に 20MWh 分の加

重平均価格を引用することとする。 

なお、沖縄エリアでは、上述（３）の補正は行わない。

また上述（４）、（６）及び（７）については、沖縄エリア

にも同様のルールを適用する。需給ひっ迫時補正インバラ

ンス料金については、基本的には上述（５）の考え方に基

づき、今後、検討を行う。 

 

３．タイムリーな情報公表の詳細 

（１）情報公表の意義 

インバランス料金が、その時間における電気の価値を反

映することを踏まえ、以下の意義に基づき、関連情報がタ

イムリーに公表されるべきである。 

① 需給バランス確保の円滑化を通じた安定供給の確保 

 系統の需給状況やインバランスの発生状況、インバラン

ス料金に関する情報をタイムリーに提供することにより、

系統利用者が 新の状況を踏まえて自らの需要予測を精

査し、市場取引などを通じて調達量を調整することを促進

する。 

② 電気の有効利用の促進・新たなビジネスモデルの育成 

 インバランス料金（＝リアルタイムの電気の価格）に関

する情報をタイムリーに公表することで、状況変化があっ

た場合にそれが速やかに時間前市場価格等に反映される
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ことを促進する。今後、需給の状況変化に応じて電気の消

費・供給・充放電を変化させるといった分散型の取組が拡

大するための環境を整備する。 

③ 適正な競争の確保（情報格差の防止） 

 電力市場における適正な競争を確保する観点から、一部

の者（調整力提供者）のみがインバランス料金の予測に資

する情報を持つことがないようにする。 

④ インバランス精算の透明性の確保 

 インバランス料金が適正に算定されているか検証でき

るようにする。 

 
（２）公表されるべき情報の項目及びタイミング 

①系統の需給に関する情報 

系統の需給状況は、系統利用者が 新の状況を踏まえて

インバランス料金を予測し、市場取引などを通じて自らの

計画をより合理的なものとする上で重要な情報となる。 

 
エリアの需要に関する情報 

項目名 公表のタイミング 

エリア総需要量（実績

値） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

エリア総需要量（予測

値） 

一週間前、前日夕方、当日午前

中などに公表 

エリア総需要量（需要

BG 計画値の総計） 

翌日計画・当日計画確定後に速

やかに公表 

 
エリアの発電に関する情報 

項目名 公表のタイミング 

エリア総発電量（実績

値） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

エリア総発電量（予測

値） 

前日夕方、当日午前中などに公

表 

エリア総発電量（発電

BG 計画値の総計） 

翌日計画・当日計画確定後に速

やかに公表 

エリア風力・太陽光発

電量（実績値） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

エリア風力・太陽光発

電量（予測値） 

前日夕方、当日午前中などに公

表 

エリア太陽光・風力発

電量（発電 BG 計画値

翌日計画・当日計画確定後に速

やかに公表 

の総計） 

※風力発電量については、エリア内の導入量等を踏まえ、

段階的な対応を検討。 

 

エリアの需給状況に関する情報 

項目名 公表のタイミング 

連系線の空き容量 状況変化に基づき随時公表 

発電ユニット等の停

止情報 

状況変化に基づき随時公表 

広域エリア供給力/広

域予備率（GC 時点での

終計画値） 

GC 後速やかに公表（実需給前

まで） 

広域エリア供給力/広

域予備率（予測値） 

一週間前、前日夕方、前日 23 時

から 30 分ごとに当日０時から

24時までの各コマのGC時点の

予測値を公表 

補正料金算定インデ

ックス（GC 時点での

終計画値） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

 

②インバランス料金に関する情報 

インバランス料金の情報は、系統利用者が 新の状況を

把握する上で不可欠な情報であるとともに、その算定根拠

を公表することでインバランス料金の透明性を確保する

ことに資する。 

項目名 公表のタイミング 

インバランス料金 コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

広域運用調整力の指

令量（≓インバランス

量） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

インバランス料金の

算定根拠（指令した調

整力の限界的なkWh価

格） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

インバランス料金の

算定根拠（卸市場価格

による補正インバラ

ンス料金） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 
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インバランス料金の

算定根拠（需給ひっ迫

時補正インバランス

料金） 

GC 後速やかに公表（実需給前

まで） 

 
③調整力に関する情報 

調整力の稼働情報は、系統利用者がインバランス料金を

予測する上で重要な情報であるとともに、一部の者（調整

力提供者）のみがその情報を持つことがないよう、公表を

行うことが適正な競争の確保にする。 

項目名 公表のタイミング 

広域運用調整力の指

令量 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

指令した調整力の限

界的な kWh 価格（＝イ

ンバランス料金の算

定根拠） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

広域運用システムに

登録された調整力等

の詳細（メリットオー

ダー） 

コマ終了後速やかに公表（遅く

とも 30 分後まで） 

※公表の方法は、当分の間、９

エリア全体、東日本３エリア、

西日本６エリアそれぞれにつ

いて、広域メリットオーダーを

近似した直線を公表 

 

２．６．適正かつ効率的な調整力の調達及び運用の確保 

①調整力の調達・運用の改善 

 (i)2019 年度向けの公募調達に係る評価 

 電力・ガス取引監視等委員会では、2019 年４月の制度

設計専門会合において、2019 年度向けの調整力公募結果

を取りまとめ、前年度との変動要因を分析した。また、旧

一電(発電・小売部門)がどのような考え方で電源Ⅰに応札

したか等を把握するため、各社に対し、応札する電源の選

定の考え方及び応札価格設定の考え方を聴取し、妥当性を

評価した。 

 

(ii)2020 年度向けの公募調達の実施に向けた改善 

2019 年５月の制度設計専門会合において、2020 年度の

公募に向け、さら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

アンケート等を実施し、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、2019 年６月の制度設計専門会合において、

電源Ⅰ’の広域調達の実施等の改善策が了承され、2019

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。 

 

(iii)2024 年度向けのブラックスタート機能公募の検討 

 ブラックスタートとは、ブラックアウト(全域停電)の状

態から、外部電源より発電された電気を受電することなく、

停電解消のための発電を行うことを言う。万が一のブラッ

クアウトに備え、各エリアではブラックスタート機能を有

する電源を調達する必要があり、広域機関における検討の

結果、容量市場創設後(2024 年度以降)に必要なブラック

スタート機能は、容量市場における kW 価値の調達時期(kW

価値を受け渡す４年前)と同時期に年間公募で調達するこ

とと整理された。 

 これを受けて、電力・ガス取引監視等委員会では、2019

年 10 月の制度設計専門会合において、2020 年度に実施す

る 2024 年度向けのブラックスタート機能公募の実施方法

等について議論を行い、ブラックスタート機能に必要な調

達対象の範囲、落札電源への支払額の考え方、入札価格に

規律を設けることが決定された。 

 

(ⅳ)調整力公募における逆潮流アグリゲーションの取扱

いの検討 

 現在の公募ガイドラインでは、電源は原則としてユニッ

ト単位で応札することとしており、複数の電源等を組み合

わせる逆潮流アグリゲーションは公募対象として認めら

れていない。 

 他方、分散型リソース(蓄電池、コージェネレーション

等)の普及や技術進歩を背景に、逆潮流アグリゲーション

を調整力として活用するニーズが拡大していることや、新

たなリソースの参入が調整力公募における競争促進の観

点から重要であることに鑑み、電力・ガス取引監視等委員

会では、2019 年 11 月の制度設計専門会合において、調整

力公募における逆潮流アグリゲーションの取扱いを検討

した。 

 その結果、電力・ガス取引監視等委員会は、調整力に求

められる確実性や透明性及び発電事業者の規模による公
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平性を確保しつつ、一定の要件を設けた上で、調整力公募

への入札を認めるよう、公募ガイドラインの見直しを含め

た検討を開始した。 

 

②需給調整市場の開始に向けた検討 

(i)調整力の広域調達に必要な地域間連系線の容量確保の

検討 

2021 年度から需給調整市場を通した調整力の広域調達

が開始されると、調達された調整力が確実に活用できるよ

う事前に地域間連系線の容量を確保する必要がある。 

そこで、電力・ガス取引監視等委員会では、2019 年９月

及び 2020 年３月の制度設計専門会合において、調整力の

広域調達に係る地域間連系線の確保量について議論を行

い、連系線の容量確保については卸電力市場への影響も考

慮し、一定の上限量を設けることを決定した。 

 

(ii)需給調整市場の情報公表の検討 

発電事業者や DR 事業者などによる需給調整市場への参

加促進、競争を活性化する観点から、落札結果等の関連情

報については、タイムリーに公表することが重要である。 

そこで、電力・ガス取引監視等委員会では、2019 年９月

の制度設計専門会合において、需給調整市場で公表される

べき情報の項目及びタイミングについて議論を行い、情報

公表の項目については、現在の調整力公募結果の公表と同

じレベルの内容を維持した上で、各エリアの結果が一覧で

きるものとすること、情報公表のタイミングについては、

約定処理を行った当日の 17 時頃を目途に公開することを

決定した。 

 

(iii)需給調整市場の監視及び価格規律の在り方の検討 

 需給調整市場における競争が十分でない場合、市場支配

力を有する事業者が市場支配力を行使し、不当に高い入札

価格等を設定することにより、不当な利益を得るといった

ことが起こり得る。こうしたことを踏まえ、電力・ガス取

引監視等委員会では、2020 年２月の制度設計専門会合に

おいて、需給調整市場の監視及び価格規律の在り方につい

て検討を開始した。 

 

【第361-5-6】需給調整市場の概要 

 

出典：資源エネルギー庁作成 

 

２．７．一般送配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の検討 

｢電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成 27 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｢一般送配電事業者等｣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。  

電力・ガス取引監視等委員会は、制度設計専門会合にお

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、

それを踏まえ、2018 年６月に｢電気事業法施行規則等｣の

改正を、経済産業大臣に建議した。本建議を踏まえ、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。 

また、とりまとめの内容については省令に反映するもの

に加えて、｢適正な電力取引についての指針｣(以下｢適取

GL｣という。) に反映すべきと考えられるものがあること

から、電力・ガス取引監視等委員会は、そのとりまとめの

内容や制度設計専門会合における議論を踏まえた適取 GL

の改定を 2019 年９月に建議した。 

 

○｢適取 GL｣に追記される項目(例) 

 一般送配電事業者は、その特定関係事業者との間

で兼職を行う者がいる場合、あらかじめ、電力・

ガス取引監視等委員会へ説明するとともに、年１
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回程度、その業務内容等を一般に公表することが

望ましい旨 

 取締役等の兼職禁止の例外となるかどうかを判断

する視点の詳細 

 一般送配電事業者は、その特定関係事業者との間

で人事交流を行う場合には、社内規程等により行

動規範を作成することが望ましい旨 

 一般送配電事業者は、電柱に埋め込まれたサイズ

の小さい表示板等に刻印された商号等(法的分離

前に設置されたもの)については、｢容易に視認で

きない場所に刻印又は表示する場合｣として、引き

続き用いることができる旨 

 一般送配電事業者からその特定関係事業者への送

配電等業務の委託禁止の例外にあたるかどうかの

判断基準の詳細 

 

３．ガスの小売市場・卸市場に関する取組 

３．１．ガス市場における競争状況 

2020 年３月末現在でガス小売事業者は 1,397 事業者が

登録されており、このうち、新たに登録された事業者は 66

社となっている。また、2020 年３月のガス総販売量 35.3

億 m3 のうち、新規事業者の販売量は 5.3 億 m3 となってお

り、約 15％をを占めている。 

※2020 年３月ガス取引報 

 

３．２．ガス小売取引の監視等 

2017 年４月にはガスの小売事業への参入が全面自由化

され、家庭を含む全ての需要家がガス会社や料金メニュー

を自由に選択できることとなった。こうした中、電力・ガ

ス取引監視等委員会は、ガスの小売供給に関する取引の適

正化を図るため、｢ガスの小売営業に関する指針｣を踏まえ、

需要家への情報提供や契約の形態・事業者の営業活動の監

視などを行い、必要に応じて、ガス事業法上問題となる事

業者に対して指導等を行っている。また、相談窓口などに

寄せられた不適切な営業活動などについて、事実関係の確

認や指導を行っている。 

 

３．３．旧一般ガスみなしガス小売事業者の小売規制料金

に係る監査 

2017 年４月にガスの小売全面自由化を実施した際、競

争が不十分であると認められた地域については、小売規制

料金（「経過措置料金」）を存続させることとされ、2019 年

現在は、９者において経過措置料金が存置されている。 

電力・ガス取引監視等委員会は、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、これら

９社に対して監査を実施した。 

2019 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１件の指摘事項の報告があり、電力・ガス取

引監視等委員会で内容を確認した結果、改正法附則第 37

条第１項の規定に基づく旧一般ガスみなしガス小売事業

者に対する勧告及び改正法附則第 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、１事業者に所要の指導を行った。 

 

３．４．原価算定期間終了後のガス小売規制料金の事後評

価 

前述の経過措置料金については、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は、経済産業大臣等からの

意見聴取を受けて、料金審査専門会合において 2018 年度

の状況について評価及び確認を行い、2019 年 11 月、以下

のとおり、とりまとめた。 

これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産

業大臣等に対し、電気事業法等の一部を改正する等の法律

【表２】ガス小売事業者のガス販売量（需要種・エリア別）（令和２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 36,407 24,467 15,038 16,684 92,596 39.3% 26.4% 16.2% 18.0% 100.0%

東北 22,224 8,455 61,465 11,271 103,415 21.5% 8.2% 59.4% 10.9% 100.0%

関東 555,056 173,115 920,871 122,423 1,771,465 31.3% 9.8% 52.0% 6.9% 100.0%

中部・北陸 108,036 25,570 270,195 26,924 430,725 25.1% 5.9% 62.7% 6.3% 100.0%

近畿 276,677 67,405 415,303 55,657 815,041 33.9% 8.3% 51.0% 6.8% 100.0%

中国・四国 28,830 9,382 89,376 11,718 139,307 20.7% 6.7% 64.2% 8.4% 100.0%

九州・沖縄 40,266 12,836 47,860 13,355 114,317 35.2% 11.2% 41.9% 11.7% 100.0%

その他 0 110 63,960 0 64,070 0.0% 0.2% 99.8% 0.0% 100.0%

全国計 1,067,496 321,340 1,884,069 258,031 3,530,937 30.2% 9.1% 53.4% 7.3% 100.0%

地域
総販売量（千m

3
：標準熱量４５ＭＪ換算） 需要種別の販売量の割合

【表３】新規小売のガス販売量（需要種・エリア別）（令和２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 0 0 4,784 0 4,784 0.0% 0.0% 31.8% 0.0% 5.2%

東北 0 32 39,288 28 39,347 0.0% 0.4% 63.9% 0.2% 38.0%

関東 52,782 8,297 150,466 10,786 222,330 9.5% 4.8% 16.3% 8.8% 12.6%

中部・北陸 13,535 1,963 23,083 1,653 40,235 12.5% 7.7% 8.5% 6.1% 9.3%

近畿 42,241 8,666 76,349 8,226 135,481 15.3% 12.9% 18.4% 14.8% 16.6%

中国・四国 0 0 9,136 0 9,136 0.0% 0.0% 10.2% 0.0% 6.6%

九州・沖縄 2,798 309 6,517 1,388 11,012 6.9% 2.4% 13.6% 10.4% 9.6%

その他 0 110 63,960 0 64,070 - 100.0% 100.0% - 100.0%

全国計 111,356 19,378 373,582 22,081 526,396 10.4% 6.0% 19.8% 8.6% 14.9%

地域
新規小売の販売量（千m

3
：標準熱量４５ＭＪ換算） 総販売量における新規小売の販売量の割合
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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に照らし、経過措置料金

の変更申請を命じることが必要となる事業者はいなかっ

た旨回答した。 

 

①料金審査専門会合のとりまとめ(2019 年 11 月) 

(ア)事後評価のポイント 

旧一般ガスみなしガス小売事業者全９社のうち、本省所

管の対象事業者２社(東京ガス及び東邦ガス)※及び、地方

局所管の対象事業者６社(京葉ガス、京和ガス、日本ガス、

熱海ガス、河内長野ガス及び南海ガス)の計８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大阪ガスは、事後評価の対象外。 

 

(イ)料金審査専門会合の開催実績 

2019 年 11 月 20 日  第 38 回料金審査専門会合 

 

(ウ)事後評価の結果 

第３弾改正法附則第 22 条第４項の規定によりなおその

効力を有するものとして読み替えて適用される同法第５

条の規定による改正前の｢ガス事業法(昭和29年法律第51

号)｣第 18 条第１項の規定による供給約款等の変更の認可

の申請命令に係る｢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に照らし、値下げ認可申

請の必要は認められなかった。評価の詳細は以下のとおり。 

 

【第 362-4-2】料金変更認可申請命令に係る審査基準 

 

出典：電力・ガス取引監視等委員会事務局作成 

審査基準のステップ１［ガス事業利益率による基準］で

は、個社の直近３か年度平均の利益率が９社 10 か年度平

均の利益率を上回る会社は、京和ガス及び熱海ガスの２社

だった。ステップ１に該当した２社について、審査基準の

ステップ２［超過利潤累積額による基準］では、2018 年度

末超過利潤累積額は一定水準額である指定旧供給区域等

需要部門に係る本支管投資額(過去５年平均)を下回って

おり、ステップ２［自由化部門の収支による基準］では、

直近２年連続で自由化部門の収支が赤字となっていなか

った。以上より、原価算定期間を終了している旧一般ガス

みなしガス小売事業者８社(大阪ガス以外)について、審査

基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動

の検討対象となる事業者はいなかった。 

【第 362-4-3】審査基準の適用結果 

出典：各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリ

ングにより資源エネルギー庁作成 

以上を踏まえ、2019 年度の事後評価の対象となった事

業者について、現行の認可料金に関する値下げ認可申請の

必要があるとは認められなかった。 

 

３．５．ガス小売料金の特別な事後監視 

電力・ガス取引監視等委員会は、2017 年４月以降、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

れていないか、３年間監視(以下、｢特別な事後監視｣とい

う。)を行っている。 
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四半期ごとに実施される特別な事後監視の結果につい

ては、電力・ガス取引監視等委員会のホームページにて公

表することになっている。これまでに、｢合理的でない値

上げ｣に該当すると判断し、また料金改定の際に需要家に

対する説明が不十分であることが確認された事業者２社

及び料金改定の際に需要家に対する説明が不十分である

ことが確認された事業者１社に対して指導を行った。 

 

【第 362-4-1】特別な事後監視の概要 

 

 

３．６．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、電力・ガス取引監視等委員会は、日本ガ

ス協会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

環境等のさらなる整備に向けて検討を行い、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はじめとする

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

を行った。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日本ガス協会、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、2019 年２月に開催された制度設

計専門会合にてとりまとめの報告を行った。 

その後、業務マニュアルの作成、事業者への周知を業界

団体とも連携して行い、2019 年３月にガススイッチング

業務等に関する標準的な手続きマニュアル及び様式をと

りまとめ、公表すると共に、標準化された業務の運用につ

いて導管事業者に求めた。また、本マニュアル等の公表後、

継続となっていた一部の業務について、ガス小売事業者、

日本ガス協会及び委員会事務局の間で協議を行い、2020

年１月に標準的な手続きマニュアル及び様式を追加・変更

した。 

 

【第 362-5-1】ガスのスイッチング業務等の標準化 

の考え方 

 

出典：第 36 回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019 年２月

15 日)より抜粋 

 

【第 362-5-2】ガスのスイッチング業務等の標準化内容 

 

出典：第 36 回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019 年２月

15 日)を基に電力・ガス監視等委員会作成 

 

３．７．ガス卸市場の競争活性化に向けた取組 

電力・ガス取引監視等委員会は、制度設計専門会合にお

いて、都市ガスの卸取引に関する競争の促進について、卸

受事業者に対する実態調査や都市ガスの卸元事業者への

ヒアリング等を踏まえた検討を行い、中途解約補償料を伴

現状

 SW申込は郵送のみ
 SW申込期限は検針日
の5営業日前まで

 SW申込はメールで可
 SW申込期限は検針日
の15営業日前まで参入するエリアご

とに業務手続きが
異なり、業務コス
トは大

標準化により目指す姿

 SW申込はメールで可
SW申込期限は検針日
の5営業日前まで

 SW申込はメールで可
 SW申込期限は検針日
の5営業日前まで導管事業者間のオ

ペレーション
ギャップが解消さ
れ、円滑な参入が
可能に

導管
A

導管
B

小売 導管
A

導管
B

小売事業者によって
⼿続きに差異

オペレーション
ギャップを解消

情報共有手段
 電子メール、システムといった電磁的方法*を用いることとする
 電子メールでのやりとりを⾏う場合、Excelファイル形式の電子データを用いて
データ授受を⾏うこととする

 SW業務（廃止取次有/無）、開閉栓業務、需要家情報変更業務の具体的な手順、
必要な様式、様式の提出/報告期限等については、次⾴以降に⽰す標準的なフロー
に定められたルールに従うこととする

業務フロー

要求項目

レイアウト

 「本来の業務に必要な情報のみをやりとりする」との考えに基づき、原則必要と判
断された要求項目のみを取り扱うこととする。

 各要求項目の必要性（必須/条件付き必須/任意）の整理に従い運用することとする。

 様式のレイアウトは、1顧客情報を1⾏、複数の顧客情報をまとめて1シートに記載
する仕様とする。



373 

う長期契約及び需要家情報の取扱いについて、以下の問題

に対する考え方の整理を行った。 

都市ガスの卸供給に伴い、卸元事業者が基地建設、導管

敷設等の設備投資を行うことによって、卸受事業者に対し

て卸供給することが主流であった時期においては、中途解

約補償料が盛り込まれた 10 年を超える長期契約を当事者

間で締結することは、一般的である。 

現在は一定程度インフラの整備が進み、かつ、卸市場及

び小売市場の参入が自由化されており、競争の促進が重要

な課題となっている。そのような中で、都市ガスの卸契約

について、事務局による実態調査を踏まえ、その契約期間

や、中途解約補償料の設定方法・水準の考え方を検討され

ていくことの必要性について指摘があった。 

また、ガス卸市場で卸元事業者と卸受事業者が小売事業

において競争関係にあり、又は、その可能性がある場合に

おいて、具体的な需要家の情報の提供を卸元事業者が卸受

事業者に求め、当該情報を卸元事業者が卸受事業者と共有

するような場合は、ガス卸市場及び小売市場の競争を阻害

することにつながるおそれもある、との指摘もあった。 

 

上記の問題の整理を踏まえ、電力・ガス取引監視等委員

会は、都市ガスの卸元事業者(旧一般ガス事業者、国内天

然ガス事業者、旧一般電気事業者等)に対して、以下内容

を要旨とする自主的な取組を 2019 年９月に要請を行った。 

 

① 中途解約補償料を伴う長期契約について 

 有力な地位にある(又は見込まれる)都市ガスの卸元

事業者が、ガスの卸売において高額な中途解約補償

料を伴う長期契約を締結することは、長期の契約及

び違約金の水準という２要素があいまって、競争者

(卸元事業者)の取引機会を過小にする可能性がある。 

 このため、資料内で示した考え方を踏まえ、都市ガ

スの卸元事業者に対し、今後更新する中途解約補償

料を伴う長期契約については、合理的な根拠に基づ

く中途解約補償料と契約期間の設定とするよう求め

ることとする。 

 

② 需要家情報の取扱いについて 

 ガス卸市場で卸元事業者と卸受事業者が小売事業に

おいて競争関係にある(又はその可能性がある)場合

において、具体的な需要家の情報の提供を卸元事業

者が卸受事業者に求め、当該情報を卸元事業者が卸

受事業者と共有することは、卸取引の円滑な実施の

ために必要不可欠な場合など合理的な理由がある場

合を除いて、ガス卸市場及び小売市場の競争を阻害

することにつながるおそれもあると考えられる。 

 このため、資料内で示した考え方を踏まえ、都市ガ

スの卸元事業者に対し、合理的な理由がない場合は

需要家情報の提供を求めないこと、合理的な理由が

あって需要家情報を入手する場合には、その情報の

管理体制の構築等について適切に対応すること、を

求めることとする。 

 

今後の対応としては、上記までに示した考え方を踏まえ、

適切な時期において、フォローアップ調査を行うこととし

ている。 

 

４．ガス導管分野に関する取組 

４．１．監査 

電力・ガス取引監視等委員会は、ガス事業法第 170 条の

規定に基づき、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者

及びガス製造事業者（以下「一般ガス導管事業者等」とい

う。）（236 社）に対して監査を実施した。 

2019 年度監査においては、重点監査項目として、昨年

度の監査において指摘事項が多数検出されたこと等を踏

まえ、託送供給収支を重点的に確認した。また、2018 年度

のガス導管事業者の事後評価において、内管工事に係る収

支が適正に管理されていないケースがあることが明らか

となったことを踏まえ、内管工事に要した収益・費用が「受

注工事勘定」をもって適切に整理されているかを重点的に

確認した。 

2019 年度において実施した監査の結果については、211

件の指摘事項があり、ガス事業法第 178 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及びガス事業

法第 179 条第１項の規定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、119 事業者に

所要の指導を行った。 
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４．２．ガス導管事業者の収支状況等の事後評価 

2017 年度から施行されたガスシステム改革関連の制度

改正により、ガス事業にライセンス制が導入され、ガス導

管事業は中立的なネットワーク部門として引き続き地域

独占とすることとされた。これを踏まえ、各一般ガス導管

事業者及び特定ガス導管事業者(以下｢ガス導管事業者｣と

いう。) は新たな託送供給約款を策定して 2017 年４月か

ら実施、その後、事業年度毎に託送収支計算書が公表され

ている。これを踏まえ、2019 年 11 月１日付にて、経済産

業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業者の

2018 年度収支状況の確認について電力・ガス取引監視等

委員会宛てに意見の求めがあった。 

これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会 料金審査

専門会合において、法令に基づく事後評価(ストック管理・

フロー管理)を実施するとともに、託送料金の低廉化を促

進するために、追加的な分析・評価を行った。 

 

①法令に基づく事後評価 

2018 年度に事業を実施した全国のガス導管事業者(222

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、2018 年度の収支状況を評価した。 

これら 143 社のうち、８社(苫小牧ガス、仙南ガス、東

部液化石油、新発田ガス、松本ガス、長南町、妙高市(妙

高高原区域)及び魚沼市)については、2018 年度終了時点

での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水

準額を超過した。 

このうち、１月～12 月の会計年度を採用している３社

(東部液化石油、新発田ガス及び松本ガス)については、

2019 年 12 月中に託送供給約款料金の改定の届出が行わ

れ、ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に従って、

託送供給約款届出料金が適切に算定されていることを確

認した。 

また、４月～３月の会計年度を採用している５社(苫小

牧ガス、仙南ガス、長南町、妙高市(妙高高原区域)及び魚

沼市)に対応方針を聴取したところ、５社とも期日までに

料金改定を実施予定であるとの回答だった。 

②追加的な分析・評価 

(ア)超過利潤累積額が一定水準額を超えた事業者の料金

値下げ届出について 

東部液化石油、新発田ガス及び松本ガスの３社について

は、所管の経済産業局長に対して、2020 年１月１日を実

施日とする託送供給約款の変更(料金値下げ)の届出が行

われたため、その内容を確認した。 

届出のあった３社はいずれも、ガス事業託送供給約款料

金算定規則の規定に従って、届出上限値方式により変更後

の料金が算定された。このため、基本的には、（Ａ)超過利

潤が一定水準を超過したことによる、省令の算定式により

算出される超過利潤等の管理に基づく料金引下げ原資及

び（Ｂ）届出上限値方式を採用したことによる、同方式に

基づく料金引下げ原資の合計が還元されることとなるが、

このうち（Ａ）については、新発田ガス及び松本ガスは、

省令上算定が免除される要件を満たしているため、還元が

行われなかった(次回料金改定には反映)。 

前述の（Ｂ）については、ガス託送料金の値下げ届出は、

総括原価方式と届出上限値方式の選択制であり、届出上限

値方式が選択された場合、料金引下げ原資は、経営効率化

等によって生じた費用減の一部を事業者が自らの経営判

断で設定することとなる。本制度の趣旨は、託送料金原価

の適正性が十分に担保されている状況であれば、総括原価

方式に比べ簡易である同方式を通じ、料金値下げの機動性

向上が図られることにある。 

しかしながら、これまで料金審査専門会合で事後評価を

行ってきたとおり、新制度に基づく各社の託送料金(2017

年４月実施)については、一部の事業者で、当時の査定に

限り認められた原価算定方式が適用された費用項目にお

いて、｢実績費用と想定原価との大きなずれ｣が確認されて

おり、本来制度が前提としていた状況に必ずしも当てはま

らない可能性がある。 

会合では、こうした事業者の超過利潤が一定水準を超過

した場合、原価を速やかに実態に合わせる観点から、まず

は、｢総括原価方式での値下げ｣を行う必要性が高いと考え

られるため、新制度に基づく託送料金(2017 年４月実施)

の認可を受けた事業者で、超過利潤が一定水準を超過した

者については、次に料金値下げ届出を行おうとする場合、

選択制ではなく、総括原価方式で行わなければならない旨

の制度的措置を速やかに講じるべきとされた。 

(イ)大きな超過利潤が発生した事業者の分析・評価 
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一定水準を超過した事業者以外にも、2018 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、当期超過利潤額が営業収益の５％以上で

あった７社(昨年度の追加的な分析・評価で対象外とした

４月～３月以外の会計年度を採用している事業者が対象。

ただし、超過利潤累積額が一定水準を超過した事業者を除

く。)について、その超過利潤の要因と今後の見通しを分

析・評価するとともに、各事業者から今後の対応方針を聴

取した。 

これらの事業者の超過利潤の要因については、想定より

収益が増加したことが要因であるもの、想定より費用が減

少したことが要因であるもの、そしてその両者が要因とな

っているもののそれぞれが存在した。 

収益増の要因については、大口需要家への供給量の増加、

新規の需要獲得などがあげられた。費用減の要因について

は、設備投資が減少した・実施されなかった、簡易な原価

算定方式(簡素合理化方式)によって想定原価が大きく見

積もられていた、などがあげられた。 

こうした要因分析を踏まえ、各事業者の超過利潤が一過

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、４社については、来年度以降も

2018 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、来年度の事後評価において重点的にフォロ

ーアップを行うことが適当とされた。また、それ以外の３

社については、2018 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４社のうち２社から、2021 年１月に自主的に料金改

定を実施する予定であるとの回答があった。 

また、昨年度の事後評価において大きな超過利潤が発生

した事業者について、フォローアップを実施したところ、

超過利潤の発生状況が変化し、方針が変更された事業者が

一部あったものの、2018 年度収支でも大きな超過利潤が

継続した事業者については、基本的には 2020 年４月から

の料金改定を自主的に実施する予定であるとの回答があ

った。 

 

③需要開拓費、二重導管離脱需要の分析 

(ア)需要開拓費の分析 

需要開拓費を原価に計上した事業者について、2017 年

度～2019 年度需要開拓費の想定原価と実績費用(実績見

込みを含む。)を聴取した。全体としては、想定を上回る

実績、概ね想定通りの執行となる事業者が多かったが、一

部の事業者では想定外の案件数の減少などの理由により、

実績が想定を下回った。 

また、需要開拓費は、第 26 回ガスシステム改革小委員

会において、｢ガス導管事業者が得る託送料金収入は増加

することとなるため、その一部を需要開拓を行ったガス小

売事業者に対して還元する(実質的な託送料金の割引)｣及

び｢需要開拓により見込まれる５年間の託送料金収入増加

額の１/２に相当する額を託送料金原価に織り込むことを

認める｣と整理された。これらの整理を踏まえ、５年間の

託送料金収入増加見込額が、需要開拓費執行額の２倍以上

であれば当初期待された費用対効果が達成されていると

評価できるとし、需要開拓費を執行した７社の状況を分析

したところ、各社とも、５年間の託送料金収入増加見込額

は、需要開拓費執行額の２倍以上となっていた。 

これらの託送料金収入の増加は、超過利潤、ひいては将

来の託送料金値下げの原資となり得るため、引き続き、制

度に基づき、超過利潤の発生状況について事後評価を行っ

ていくこととされた。 

 

(イ)二重導管離脱需要の分析 

 2016 年に二重導管規制が見直され、ガス導管事業者は、

原則として、小売り全面自由化後３年間において、各一般

ガス導管事業者のネットワーク需要の 4.5％に相当する

既存需要を獲得することが可能となった。一般ガス導管事

業者の中には、需要想定を行うにあたり、自社の状況に応

じて、一定程度の需要減少量を織り込んだ事業者もいるこ

とから、申請時想定と実績を比較し、その乖離理由を各事

業者から聴取した。 

 二重導管離脱需要の実績が申請時の想定を下回った事

業者(東京ガス及び東邦ガス)からは、乖離理由について報

告があったとともに、今後の申請時の想定については、適

切な想定に努める旨が表明された。 

 

④効率化に向けた取組状況 

 昨年度の事後評価においては、先進的な取組を行ってい

ると期待される大手３社(東京ガス、大阪ガス及び東邦ガ
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ス)の取組を確認し、特に先進的で効果の高い取組につい

て取りまとめ、中小事業者等への横展開の技術的サポート

等を日本ガス協会に依頼したため、今年度は、日本ガス協

会の取組状況のフォローアップを行った。 

 日本ガス協会からは、昨年度の要請を受けた新たな取組

として、一般ガス導管事業者の経営者や実務の責任者等に

対し、直接、昨年度の事後評価のとりまとめ内容を情報発

信したこと等が報告された。引き続き、こうした取組を通

じ、ガス業界全体の効率化意識のさらなる醸成と、より一

層の取組促進に繋がることが期待される。 

 また、昨年度の事後評価で取り上げられた先進的な効率

化取組を経済産業省がとりまとめ、発出した効率化事例集

について、一般ガス導管事業者各社が当該事例集の内容に

関する疑問点を解決し、スムーズに導入検討を進められる

よう、｢効率化事例集に関連する問合せ窓口｣を設置し、導

入済みの事業者(大手３社)とのマッチングを迅速かつ確

実に行う仕組みが設けられた。 

 今後、日本ガス協会を中核とした一般ガス導管事業者へ

の情報発信や課題解決のためのサポートが、より一層深化

していくことにより、一般ガス導管事業者全体の自主的な

業務効率化が加速化していくことが期待される。 

 

⑤内管工事の取組状況 

(ア)内管工事の利益率が大きく、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 

昨年度実施した事後評価を踏まえ、内管工事の利益率が

大きく、かつ直近で見積単価表の改定が行われていない事

業者 16 社に対して、その利益率の妥当性または利益率を

踏まえた見積単価表の改定の見通しを聴取したところ、８

社からは見積単価表の見直しをする、または見直しを検討

するとの回答があった。 

内管工事の利益率が大きくなる主な原因については、複

数の事業者から、見積単価表に基づかない特殊な工事が発

生したためとの回答があった。他方、各一般ガス導管事業

者の託送供給約款等には見積単価表に基づかない特殊な

工事であっても、その工事金額は、その工事に要する材料

費、労務費等の費用に基づき算出した個別の設計見積金額

にするものと記載されている。これを踏まえ、当該特殊な

工事であっても、その工事金額は、その工事に要する費用

に基づき算出した個別の設計見積金額となるよう、各一般

ガス導管事業者に対し、2019 年 10 月に電力・ガス取引監

視等委員会から日本ガス協会を経由して周知徹底を行っ

た。 

 

(イ)内管工事の標準モデルに基づく参考見積額の公表状

況の確認 

昨年度実施した事後評価を踏まえ、需要家が内管工事の

おおよその額を容易に知ることができるよう、内管工事の

標準モデルに基づく参考見積額を自社の HP 等において公

表するよう事業者に依頼した。全一般ガス導管事業者 196

社において、内管工事の標準モデルに基づく参考見積額を

自社の HP 等において公表していることが確認された。 

 

４．３．一般ガス導管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の検討 

｢電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成 27 年法

律第 47 号)｣において 2022 年度から、導管規模等政令で定

める要件に該当する一般ガス導管事業者及び特定ガス導

管事業者の法的分離を実施し、あわせて、法的分離された

一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者とその特定

関係事業者(以下｢ガス導管事業者等｣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、2019 年９月より、電力・ガス取引監視等委員会 

は、制度設計専門会合において、ガス導管事業者等にかか

る行為規制の詳細について検討を行い、2020 年３月 31 日

の制度設計専門会合において｢2022 年度から導入する一

般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規

制の詳細について｣をとりまとめた。 

 

〇とりまとめの内容(抜粋) 

①社名、商標、広告・宣伝等に関する規律 

(ア)法的分離の対象となる一般ガス導管事業者(以下

｢特別一般ガス導管事業者｣という。)がその特定関係

事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同

一であると誤認されるおそれのある商号、商標を用

いることを原則禁止とする 

(イ)一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門

が、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガ

ス製造事業に係る業務を営む部門の営業活動を有利
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にする広告、宣伝その他の営業行為を行うことを禁

止とする(特定ガス導管事業者も同様に規定) 

②取締役等及び従業者の兼職に関する規律の詳細 

(ア)取締役等の兼職禁止の例外について具体的に規定 

(イ)兼職禁止の対象となる従業者の範囲を具体的に規

定 

③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特別一般ガス導管事業者と｢特

殊の関係のある者｣を具体的に規定 

④業務の受委託の禁止の例外 

(ア)特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者及

びその子会社等に例外的に託送業務等を委託するこ

とができる要件 

(イ)特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者か

ら小売・製造業務を例外的に受託することができる

要件 

⑤情報の適正な管理のための体制整備等(特定ガス導管事

業者も同様に規定) 

(ア)一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門

と当該一般ガス導管者のガス小売事業又はガス製造

事業に係る業務を営む部門とが建物を共用する場合

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 

(イ)一般ガス導管事業者は、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 

(ウ)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 

※一部の項目においては、条件に該当する一般ガス導

管事業者に限る。 

 

５．その他 

５．１．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、電力・ガス取引監視等委員会では、

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、電力・

ガス取引監視等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

じており、2019 年度の相談件数は電気・ガス合わせて

1,837 件であった。 

 

５．２．国際的な取組 

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。 

 2019 年６月にはベルギー・フランス・ノルウェーを訪

問し、欧州委員会や欧州送電系統運用者ネットワーク、規

制機関等の政府機関、及び送電系統事業者や電力取引所等

の電力事業者と欧州の電力制度や電力市場に関する意見

交換・情報収集を行った。 

 また、2019 年６月と 2020 年２月には、欧州委員会エネ

ルギー総局と電力市場に関する TV 会議を実施し、電力市

場の課題や政策等について意見交換を実施した。 
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