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電力自由化における課題と展望

はじめに

　近年、日本では電力に関する大きな変革期を迎えている。とくに、今年 2016
年４月１日からは電力小売業への参入が完全に自由化されたことによって、他業
種からの参入が相次いでいる状況である。
　戦後の日本は電力不足に陥っていたため、電力独占市場は非常に効率的な仕組
みであり、復興に向け電力不足ながらも、高度経済成長を遂げてきた。政府が電
気料金を規制することを条件に、電力会社に各地域の独占を認め、電力会社は各
地域で発電から送配電、消費者への小売まで全て電気事業を担っていた。しか
し、バブルが崩壊し、日本経済の悪化が続くと、電気事業の高コスト体質や外国
との料金格差が問題視されはじめ、電気事業にも自由な競争を導入するべきと
いう制度改革を求める声が多くなった。その結果として、「電気事業法」が 1999
年、2003 年、2014 年の３度にわたって改正１）されることになる。こうして電気
事業は段階を踏んで自由化が進められてきた。２）

　一方で、世界に目を向けるとすでに多くの国で電力の自由化が進められてき
た。なかでもドイツの事例は、日本の電力自由化にとって参考にすべく多くの政
策が取り入れられてきた。EU（欧州連合）では 2007 年より加盟国で全面的な自
由化がスタートしたが、ドイツでは一足先の 1998 年に電力自由化を実施してい
る。しかしながら、ドイツの電力自由化は成功したとは言い難い。ドイツは歴史
的な背景から地域ごとにシュタットベルケと呼ばれる電力会社が多数存在し、現
在も 1,100 ものシュタットベルケが１万種類以上のサービスを提供している。消
費者は多数存在するサービスから何を選べば良いかわからないため電気料金比較
サイトも存在しているが、中立性を失っているものなど様々な問題が挙げられて
いる。
　この事柄は現在の日本の多様なサービスの出現と類似しているといえるだろ
う。また、多くの面で電力自由化の状況が似通っているため、ドイツの事例を学
ぶことで日本の電力自由化の未来を見通せるかもしれない。ここでの事例をもと
に利点と欠点を分析しながら、日本の電力自由化について考えていくことが本稿
の目的である。
　本稿ではまず第一章で日本の電力自由化について明らかにするために、2016
年４月にスタートした電力自由化以前の歴史や背景、制度や仕組みについて述べ
る。第二章ではドイツの電力自由化の歴史、背景、システムの導入、新規事業者

１）……施行はそれぞれ、2000 年、2005 年、2016 年となっている。
２）……「みるみるわかる Energy：電力自由化ってなに？」http://www.sbenergy.jp/report/259.html
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のサービス内容、導入後の実態などについて触れる。これらから第三章において
は日本とドイツを比較し、ドイツから学んだことを参考に日本の今後の課題と展
望について考察していく。

第一章　日本の電力自由化

１．電力自由化とは
　電気事業の分野に自由な市場競争を導入する制度改革のことを一般に「電力
自由化」という３）。電力は照明器具、IH コンロ、電化製品などで使われており、
日常生活で欠かせないものである。2016 年３月 31 日までは、電気は各地方の電
力会社（東京電力、関西電力など）が販売していた（図１参照）。2016 年４月１
日からは、電力が全面自由化されたことにより、電気の小売が出来るようになっ
た。家庭だけでなく商店の商業施設もライフスタイルや価値観に合わせ、電力会
社や料金メニュー、サービスを自由に選べるようになっている４）。

３）……同上。
４）……「経済産業省資源エネルギー庁：電力の小売全面自由化って何？」
　　http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/what/

図１：各地域の電力会社供給区域
〈典拠〉「経済産業省資源エネルギー庁」

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/what/
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２．電力小売自由化の歴史
（１）電力自由化の背景
　明治時代、電力会社は多数存在していたが、大正時代には５社にまで再編され
た。戦時中は電力事業が国家で管理されていたことから、国策会社「日本発送電」
が発電と送電を運営していた。第二次世界大戦後の 1951 年、日本発送電が９社
の電力会社に分割、民営化されて、1976 年には沖縄電力を含めた 10 社の電力会
社が誕生している。この電力の独占市場は、電力会社に各地域の独占を認め、料
金を規制することで効率的な仕組みを作り上げるという考えに基づいている。５）

　しかし、バブル経済の崩壊は日本経済の悪化を招くと、電気事業に対する高コ
スト体質や海外での電力事業と比較されたため、料金格差が明るみになると、電
気事業にも自由な競争を導入するべきという制度改革を求める声が多くなった。
1999 年、2003 年の２度に渡り電気事業法が改正されたが、電力会社は一貫して
地域独占の見直しや発送電分離などの改革に反対してきた背景がある。このよう
な動きから 2007 年に経済産業省の総合資源エネルギー調査会は、一般家庭も含
めた電力全面自由化について、「家庭に電力を供給する新規参入事業者が見込め
ない」という主張から、家庭向けを含めた全面的な電力小売自由化は見送られる
ことになった６）。全面的な電力小売自由化は、2014 年の電気事業法が改正され
たことによって 2016 年４月より解禁されている。そのきっかけには東日本大震
災での供給調整やエネルギー源の活用など従来の電力システムでは限界であるこ
となども関係している７）。
　こうして電気事業は、３度にわたる電気事業法改正によって段階を踏んで現在
の形となった。では次に３度の電気事業法改正がどのようなものであったのか、
整理してみたい。

（２）電力小売自由化の段階的解禁
　電力小売自由化が一般家庭規模にまで解禁となったのは 2016 年４月以降であ
る。それまでは、いくつかの規模に応じて段階的に電力小売自由化（電気事業法
改正）が進められてきた。本項では、2016 年４月の解禁に至るまでの流れ８）を
整理する。

５）……「共同通信ニュース：電力会社はどうして地域独占なの？電力は自由化されないの？」
　　http://kyodo.newsmart.jp/info/Result/2011/0622.php
６）……「みるみるわかる Energy：電力自由化ってなに？」http://www.sbenergy.jp/report/259.html
　　および「共同通信ニュース：電力会社はどうして地域独占なの？電力は自由化されないの？」
　　http://kyodo.newsmart.jp/info/Result/2011/0622.php
７）……「動き出す電力システム改革電力市場はどう変わるのか」http://diamond.jp/articles/-/42262
８）……「みるみるわかる Energy：電力自由化ってなに？」http://www.sbenergy.jp/report/259.html
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①発電の自由化
　電力小売自由化にとって大きなきっかけになったのは、1995 年の電気事業
法改正である。この改正によって、電気事業の「発電」が自由化された。こ
れにより、発電して電気を供給する「独立系発電事業者（Independent…Power…
Producer）」の新規参入が可能になった。

②大規模消費者への電力供給の自由化
　1999 年の電気事業法改正（2000 年施行）によって、大規模工場やデパート、
オフィスビルなどの大規模な消費者への電力の供給が自由化され、自由に電力会
社を選ぶことができるようになる。電気事業のうち、小売に含まれる「特別高
圧９）」といわれる区分が自由化され、電気料金の規制が廃止された。これによっ
て、「新電力（特定規模電気事業者（Power…Producer…and…Supplier））」と呼ばれ
る新規事業者が参入できるようになった。

③中規模消費者への電力供給の自由化
　2003 年の電気事業法改正（2005 年施行）で、「高圧10）」といわれる区分の中規
模消費者の中小規模工場やスーパーマーケット、中小ビルなどへの電力が自由化
された。これにより、販売電力量の 62％が自由化されることになった。

④家庭などの小規模消費者への電力供給の自由化
　2014 年に電気事業法が改定（2016 年施行）により、2016 年４月１日から「低
圧11）」区分の対象となる家庭や商店などの小規模消費者の電力自由化が始まっ
た。電気の小売が完全自由化されたことにより、様々な業種の企業が電力市場へ
新規参入している。例えば、中海テレビ放送、KDDI、生活協同組合コープしが、
東芝、大阪いずみ市民生活協同組合、SB パワー（Soft…Bank の子会社）など合
計 374 事業者が参入している。（2017 年１月 17 日現在）12）

９）……交流 7000V 以上、直流 7000V 以上のもの。
10）……交流 600V 以上 7000V 以下、直流 750V 以上 7000V 以下のもの。
11）……交流 600V 以下、直流 750V 以下のもの。
12）……「経済産業省資源エネルギー庁：登録小売電気事業者一覧」
　　http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
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３．電力供給の仕組み
　電力小売が全面的に自由化されても電力供給のシステムに変化はない。発電所
→送電線→変電所→配電線の順路で各消費者まで届けられる13）。電力供給のシス
テムには、表１・図２にあるような発電部門、送配電部門、小売部門の３つの部
門に分かれている。

　現在、発電部門・小売部門については新規事業者の参入は自由となっている
が、送配電部門は安定した電力を消費者に供給するために、政府が許可した企業

（東京電力、関西電力など各地域の電力会社）が担当している。そのため、どの
小売事業者から電力を買っても、これまでと同じ送配電ネットワークを使用し電
気は届けられるため、安定した供給が続けられている。14）

13）……「経済産業省資源エネルギー庁：電力供給の仕組み」
　　http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/supply/
14）……同上。

図２：電力供給システム
〈典拠〉「経済産業省資源エネルギー庁 : 電力供給の仕組み」

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/supply/

発電部門 水力、火力、原子力、風力などの各発電所を運営し、電気を作る部門。

送配電部門 電気を各消費者に届ける部門。送電線・配電線などの送配電ネットワークを管理し、電
力のバランスを調整することで停電を防ぎ、安定した電力を供給する。

小売部門 電力を発電部門から調達し、各消費者と料金や契約手続き等のサービスを提供する部門。
小売全面自由化によって新規の事業者が参入できるようになった部門である。

〈典拠〉「経済産業省資源エネルギー庁：電力供給の仕組み」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/supply/

表１：電力供給のシステムに関わる部門
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４．電力小売全面自由化による家庭への影響
　これまで東京電力や関西電力のような電力会社のみが小売部門を独占してきた
が、他業種他分野の様々な企業が小売市場に参入することで、電力会社を選択す
る幅が広がった。これによる影響として家庭では、競争が活性化することで電気
料金の低下や様々な料金メニュー、サービス（例えば、電気とガス、電気と携帯
電話などセット割引メニューやポイントサービスなど）が受けられるようになっ
た。また、電気を発電するエネルギーからも事業者を選べるようになったため、
例えば再生エネルギー（太陽光、風力、地熱など）を取り扱う事業者からのみ電
気を購入することも可能となった。さらに、図１で示したような地域に関係な
く、どのエリアからでも電気の購入が可能となり、出身地で作られた電気を購入
することもできるようになっている。15）

第二章　ドイツの電力自由化の事例

１．電力供給の歴史・電力自由化の背景
　EU 域内での電力自由化は 2007 年に開始されたが、ドイツではそれ以前の
1998 年に電力全面自由化を開始した。電力自由化前、ドイツではシュタットベ
ルケ16）という電力会社が地域ごとに多数存在し、電力自由化後はシュタットベ
ルケのシェアがドイツ全土に広がっている。ドイツでは、日本の電気事業法が改
正される前の状況（各地域の電力会社が発電から送配電、消費者への小売まで全
ての電気事業を担う形）とは異なり、電力全面自由化の以前は発送配電・小売を
一貫で担う８社の大手電力会社と、地域の発電・送配電・小売を担う市が出資す
るシュタットベルケが電力の供給を行っていた17）。
　電力自由化によって 100 社を超える新規参入が見られたが、大手電力会社は託
送料金を高くしコストを抑えることで小売価格を低く設定し、新規参入事業者を
迎え撃った。結果として、新規参入事業者の倒産が相次ぐ形となった。一方で、
大手電力会社でも統合が行われ、４社にまで統合が進んだ。これら４社の大手電
力会社による小売シェアは、電力全面自由化前の 50％強から 70％強へと高くな

15）……「経済産業省資源エネルギー庁：電力の小売全面自由化でどう変わるの？」
　　http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/merit/
16）……地域ごとのインフラサービス会社の総称のことであり、19 世紀後半以降、水道、交通やガス供給、電力事

業（発電・配電・小売）など、公人・民間ではできない市内のインフラ整備・運営を行うための公的な事
業体である。

17）……松井英章（2013）「電力自由化と地域エネルギー事業：ドイツの先行事例に学ぶ」『JRI レビュー』日本総
合研究所、Vol.9,…No.10、p.22
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る形となった。この状況に対して政府は、2005 年に高価格の託送料金を改善す
るために送配電料金の認可制度を導入し、さらに 2009 年には送電会社の分離を
決断したが、大手電力会社は圧倒的なシェアを確保しているため、市場の変化は
現れなかった。18）

　このように、ドイツでは電力全面自由化後、新規に参入した事業者は大きな成
果を上げることはできていない。現在では、地域電力会社のシュタットベルケ
やそれらが合併や買収してできた企業である RWE（エル・ヴェー・エー）社、
EnBW（バーデン・ヴュルテンベルク電力）社、E.ON（エーオン）社の主要３
社で 40％ほどのシェアを占めている状況である19）。

２．電力自由化導入後の実態
　電力全面自由化後の２年間は、価格競争によって、家庭で 20％、産業で 40％
ほどの電気料金が低下している。電力全面自由化により 100 社以上の新規事業者
が参入したが、上述したように既存の電力会社は対策として、高めの託送料金を
設定し設備投資を抑えることで小売価格を低く設定して対抗した。その結果、新
規事業者は太刀打ちできず倒産したことから大手電力会社による寡占化が進むこ
とになった。一方で、一時的に電気料金は低下したものの１次エネルギーの高騰
や CO2 排出取引価格の値上げ、再生エネルギー政策による電気料金への転嫁な
ど、年々小売価格が値上がりする結果となっている（図３参照）。また、電力全
面自由化後、減少すると予想された地元の電力会社であるシュタットベルケは、
2013 年時点で電力小売の２割強のシェアを占めていることから、住民の選択肢
のひとつとして残っていることがわかる。20）

　低価格が強みの新規事業者が参入した 2000 年当時、電力の購入先を変えた消
費者の割合が家庭５％、産業 41％と、1990 年代後半に電力全面自由化を開始し
たイギリスの家庭 50％以上、産業 50％以上という結果に比べて家庭部門がとく
に低い結果となっている。ドイツ電気協会が 2004 年に行った調査では、家庭で
の消費者の 96％は電力会社を変更せず、地元の電力会社（シュタットベルケ）
を利用しており、信頼度が高いデータが出ている。21）その背景には度重なる不祥
事や非中立な比較サイトなども影響していると推察できる。大手電力会社によっ
て市場が寡占されていても、消費者から見ればシュタットベルケは信頼度合が高

18）……同上。
19）……「電力自由化の海外事例：ドイツの場合」https://enechange.jp/articles/camreport_germany
20）……松井英章（2013）「電力自由化と地域エネルギー事業：ドイツの先行事例に学ぶ」『JRI レビュー』日本総

合研究所、Vol.9,…No.10、pp.21-22
21）……同上、p.22-23
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く、料金だけではまかなえないニーズがあるということを示している。

　一方で、新規入会キャンペーンを売り文句にした事業者は多く存在し、契約内
容が問題となったケースもある。例えば、初年度に大幅な割引をするサービスが
ある。その契約書の中には、いつまでに解約しないと、契約更新を自動的にす
るなどの条項が含まれており、翌年度から高額な料金を請求される場合が多い。
2003 年に新規参入した Flexstrom 社は、１年目の電気料金は安価で契約し、指
定された日までに解約しない場合、割高な２年契約が強制され、解約時には高
額な違約金を請求するという営業手法を確立していた。60 万人の顧客を抱える
最大規模の電力会社となったが、経営破綻し、2013 年４月に破綻申請している。
また、2006 年に新規参入した通信会社の Teldafax 社は、固定電話と電力・ガス
のセット販売を実施していた。プリペイド式での前払い決済という手法を取って
いたが、初期費用を受け取って返さないまま、結果的に 70 万世帯の債権者23）を
抱え、2011 年に倒産している。24）

22）……ドイツ連邦エネルギー・水道連合会。
23）……電気・ガスの前払いをしたが、サービスを受けられないままお金を失った消費者。
24）……「電力自由化の海外事例：ドイツの場合」https://enechange.jp/articles/camreport_germany

図３：ドイツの家庭用電気料金の変遷
〈出典〉BDEW22）.…（2016）,…‘Strompreis…für…Haushalte’,…p.1.
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第三章　日本における今後の課題と展望

１．日本とドイツの比較

　本項は表２をもとに日本とドイツの比較を行う。国土面積は日本 37 万 7,915
㎢、ドイツは 35 万 7,022㎢であり、国土面積ランキングが日本 61 位、ドイツ 62
位である。国土面積から見た場合は大きな差はないが、事業者数は日本は東京電
力、関西電力等 10 事業者と、中海テレビ放送や KDDI、東芝などの 374 事業者、
ドイツは RWE、EnBW、E.ON、Vattenfall…Europe の４大電力事業者と、シュ
タットベルケの 1,100 事業者である。日本は全面的に電力自由化になって日は浅

日本 国名 ドイツ

37 万 7,915㎢ 国土面積 35 万 7,022㎢

１億 2,698 万人 人口（2015） 8,218 万人

2016 年４月 開始 1998 年

・原子力 1.1％
・……火力 84.6％（石炭 31.6％、LNG（液化

天然ガス）44％、石油等９％）
・水力 9.6％
・地熱及び新エネルギー 4.7％

主な発電
（ともに 2015 年）

・褐炭 23.6％
・原子力 14.1％
・石炭 18.1％
・天然ガス 9.1％
・石油製品 0.8％
・……再生可能エネルギー 30.1％（風力

12.2％、バイオマス 6.8％、太陽光
5.9％、家庭ごみ 0.9％、水力３％）

・その他 4.1％

東京電力、関西電力等 10 事業者と、中
海テレビ放送、KDDI、東芝等の 374 事
業者（2017 年１月 17 日現在）

事業者 RWE、EnBW、E.ON、Vattenfa l l…
Europe の４大電力事業者と、シュタッ
トベルケの 1,100 事業者

全国で 564 メニュー数 １万以上

・原価 93.6％
・……賦課金（太陽光促進、電源開発促進）

1.7％
・税金（消費税）4.8％

料金設定
（ともに 2011 年）

・原価（発電、輸送、販売、託送費）
　 61.6％
・……賦課金（コジェネ賦課金、再生エネル

ギー賦課金）14.3％
・税金（付加価値税、電力税）23.9％

〈出典〉
・……総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力基本政策小委員会（2016）「海外自由化市場の事業環

境の変化と日本の電力市場の展望」
　http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku/pdf/005_05_01.pdf
・……「ドイツのエネルギー関係データ」http://www.de-info.net/kiso/atomdata01.html
・……「電気事業連合会：電事連会長…定例会見要旨（2016 年５月 20 日）」
　https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/kaiken/__icsFiles/afieldfile/2016/05/23/kaiken_20160520_1.pdf
・……「電気事業連合会：電気料金のしくみ」http://www.fepc.or.jp/enterprise/ryokin/index.html
・……「エネチェンジ」https://enechange.jp/articles/liberalization
・……日本再生可能エネルギー総合研究所（2012）「ドイツに見る固定価格買い取り制度（FIT）の電気料金への

影響②：税抜き電気料金で見えてくる、日独の「本当の料金比較」」『リポート』日本再生可能エネルギー総
合研究所（http://www.jrri.jp/report_fit-ryokin2.html）

… をもとに筆者作成。

表２：日本とドイツの比較表
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いが、事業者数はドイツが圧倒的に多く、乱立している様子がうかがえる。
　主な発電をみると、日本は原子力 1.1％、火力 84.6％（石炭 31.6％・LNG（液
化天然ガス）44％・石油等９％）、水力 9.6％、地熱及び新エネルギー 4.7％であ
る。原子力発電は 2010 年 29％、2011 年 11％、2015 年 1.1％と東日本大震災以
降大幅に減少しているため、近年では火力発電が 80％を超える主力発電となっ
ている。対してドイツでは褐炭 23.6％、原子力 14.1％、石炭 18.1％、天然ガス
9.1％、石油製品 0.8％、再生可能エネルギー 30.1％（風力 12.2％・バイオマス
6.8％・太陽光 5.9％・家庭ごみ 0.9％・水力３％）、その他 4.1％となっており、褐
炭 23.6％、原子力 14.1％、火力 27.2％、再生可能エネルギー 30.1％とバランスの
取れた発電方法が取れられているといえるだろう。
　また、表３および表４からわかるように、大きな違いは原価率である。日本は
原価が 93.6％とドイツの 61.6％と比べ 30％以上も高い。また、税金面でもドイ
ツでは電力税などの税金が約 24％もかかるのに対して、日本は 4.8％とその差は
19.1％もあることがわかる。一方賦課金の割合はドイツ 14.3％、日本 1.7％とド
イツの方が高く、結果として税抜月額料をみると日本に比べドイツの方が安い電
気料金になっていることがわかるだろう。

１kWh 当たり
（ユーロセント）

月額料金
（円換算） 内訳 月額料金

（円換算）
構成比
（％）

税抜月額
（円）

合計 24.95 7,423 7,423

発電・輸送・販売 13.57 4,037
原価 4,570 61.6

5,629
託送費 1.79 533

コジェネ賦課金 0.03 9
賦課金 1,059 14.3

再生エネ賦課金 3.53 1,050

付加価値税 3.98 1,184
税金 1,794 23.9

電力税 2.05 610

〈出典〉……日本再生可能エネルギー総合研究所（2012）「ドイツに見る固定価格買い取り制度（FIT）の電気料金
への影響②：税抜き電気料金で見えてくる、日独の「本当の料金比較」」『リポート』日本再生可能エ
ネルギー総合研究所

表３：ドイツの家庭向け電気料金の内訳（2011年）
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２．日本における課題と展望
（１）今後の課題
　先行事例のドイツから出た課題を参考に日本における今後の課題がいくつかあ
る。１つ目は、日本の電力自由化において現在 374 もの新規事業者が参入し、こ
れからもさらに増加していくことが推察できる。ドイツの場合、電力自由化前か
らある既存の電力会社は新規事業者との違いを打ち出すために、高めの託送料金
を設定すると同時に設備投資を抑えてコストを削減し、小売価格を低く設定し
た。結果として新規事業者は太刀打ちできず倒産が相次ぎ、大手電力会社による
寡占化が進んだ。日本でも似たような状況が起これば、政府が想定している市場
を活発にするための価格競争が起こらない可能性があるだろう。
　２つ目は、消費者からの信頼をいかにして失わないかということである。ドイ
ツ同様、新規入会キャンペーンを実施し、初年度は安価な価格であるが次年度か
ら料金が上がるなど、契約内容によって消費者の不満を生むことが考えられる。
　３つ目は、東日本（50Hz）と西日本（60Hz）で電源周波数が違うことや、北
海道と本州間での地域間連系線が不足していることから緊急時に地域をまたいで
電力を供給できないなど、システムの整備が整っていないことである。とくに、
東日本大震災の福島第一原子力発電所が停止したことから、供給調整やエネル
ギー源の活用など従来の電力システムの見直しが必要である。

（２）今後の展望
　１つ目の方向性は、電力市場を日本全国でより効率的にすることである。東京
電力、関西電力などの 10 電力の地域をまたぐ競争と新規事業者の参入により、

１kWh 当たり
（円）

月額料金
（円） 内訳 月額料金

（円）
構成比
（％）

税抜月額
（円）

合計 24.140 7,041 7,041

原価 22.585 6,587 原価 6,587 93.6

6,706太陽光促進 0.030 9
賦課金 118 1.7

電源開発促進 0.375 109

消費税 1.150 335 税金 335 4.8

〈出典〉……日本再生可能エネルギー総合研究所（2012）「ドイツに見る固定価格買い取り制度（FIT）の電気料金
への影響②：税抜き電気料金で見えてくる、日独の「本当の料金比較」」『リポート』日本再生可能エ
ネルギー総合研究所

表４：日本の電気料金の内訳（2011年）
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電気料金の価格競争が激化することで電気料金が低下する。こうした電力市場か
らどのような事業者が生き残り、市場が変化するのか、各事業者の企業努力が期
待される。
　さらに競争が生まれやすい市場環境を作るためには、送電事業の競争環境の整
備や送電運用のガバナンスの適正化、投資家の参入促進、送配電線利用の開放な
どの整備も必要である25）。とくに日本では、送配電部門は安定した供給を確保す
るために政府が許可した企業（東京電力、関西電力など各地域の電力会社）が担
当している。今後、送電電力部門においてどのように競争市場を形成していく
か、市場を開放しても安定した供給が確保できるようにしていくことで、今後新
たな市場が生まれるだろう。複数の電力会社が競争できるような環境作りも必要
である。
　２つ目の方向性は、日本の電力自由化においても消費者に密着したエネルギー
サービスを提供できる環境を整備していくことである。地域資源を活かし、地域
経済に貢献できるようなエネルギーの仕組みを定着させるためには、自治体によ
る地域事業者の育成・支援や規制緩和、インフラ整備のための支援等、様々な整
備が必要である26）。ドイツではすでに市場においてシュタットベルケが大きな役
割を担っており、こうしたドイツの事例を踏まえながら日本式のシステムを構築
していくことが重要である。

おわりに

　ドイツは日本と異なり、各地域の電力会社が発電から送配電、消費者への小売
まで全て電気事業を担っており、発送配電・小売を一貫で担う８大電力会社と、
地域の発電・送配電・小売を担う市が出資するシュタットベルケという地元電力
会社が電力の供給をしていた。このような背景からシュタットベルケという地元
電力会社が地域ごとに多数存在し、ドイツ全土に広がっている特殊な国であるこ
とがわかるだろう。
　ドイツでは、電力全面自由化後の２年間は価格競争によって、家庭で 20％、
産業で 40％ほど電気料金が低下した。電力全面自由化により 100 社以上の新規
事業者が参入し、「新規入会キャンペーン」を売り文句にした新規事業者や、１

25）……「『電力システム改革の本質』【後編】：ドイツの“地元”電力会社「シュタットベルケ」に学ぶ」
　　http://diamond.jp/articles/-/42290?page=6
26）……「『電力システム改革の本質』【後編】：ドイツの“地元”電力会社「シュタットベルケ」に学ぶ」
　　http://diamond.jp/articles/-/42290?page=7
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年分の電力料金の前払いや、一定額の保証金を要求する新規事業者が多数存在し
た。これに対して、既存の電力会社は対策として、高めの託送料金を設定すると
同時に設備投資を抑えてコストを削減し、小売価格を低く設定した。その結果と
して、新規事業者の倒産が相次ぎ、大手電力会社による寡占化が進み、価格競争
が落ち着いた。また、初期費用を受け取って返されないまま倒産した新規事業者
も存在したことから消費者からの信頼を失い、さらには電力会社と消費者の中立
な立場で情報を提供するべき比較サイトまでもが中立性を失っていたというケー
スもある。これらのことはドイツの電力自由化の失敗部分と言えるだろう。
　一方日本は、1972 年の沖縄返還に伴って、1976 年に沖縄電力を含めた 10 電力
会社が各地域で発電から送配電、消費者への小売まで全て電気事業を担ってい
た。この各地域の電力市場の独占を認め、料金規制することで、日本では効率的
な仕組みを作り上げた。しかし、バブル経済の崩壊によって経済の悪化が続く
と、電気事業の高コスト体質や外国との料金格差が問題視され、電気事業にも自
由な競争を導入するべきとの声が多くなった。また、近年では東日本大震災にお
いて電力の供給調整（例えば、東日本（50Hz）と西日本（60Hz）で電源周波数
の違いから地域間での供給ができないこと）やエネルギー源の活用など従来の電
力システムの限界が明らかになったことも大きな要因である。この結果として、
1999 年、2003 年、2014 年の３度の「電気事業法」の改正によって、大規模工場
やデパートなどの大規模消費者から、家庭向けの小規模消費者までの各規模にお
ける電力小売全面自由化が達成された。
　2016 年４月に解禁となった家庭向け電力は合計 374 事業者が参入しており、
2016 年９月 30 日現在で約 188 万件、全世帯の３％ほどが電力切り替えの申し込
みをしている状況である。他業種から電力市場に参入している企業のサービスを
みるとセットで販売しているものが多い。例えば、中海テレビ放送の場合、中
国電力に比べて電気料金が年間 6,400 円安く、さらにケーブルテレビとインター
ネットなどを組み合わせるセットで年間 9,800 円安くなる27）。年間で約 16,000 円
安くなる計算となる。
　日本の電力自由化が失敗しないためにはドイツの事例を参考にしっかりと議論
を尽くすべきである。そのためには、第三章で述べたように電力市場のシステム
改革や政策制度の見直しが必要である。また、地域に密着したエネルギーサービ
スも大切であるため、日本にもシュタットベルケのような地域に根付いた事業体
を作り上げていくことが必要である。

27）……「中海テレビ放送」https://gozura101.chukai.ne.jp/p/page/chukai/chukaielectricpower/top
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