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＜要　旨＞

１．福島県内の電力事業　
　福島県は広い県土と豊富な水資源を有し、首都圏にも比較的近いということなどから、発電量は
2019年度には全国第４位で全国シェア6.4％を占めている。

２．電力自由化
　「発電」「小売」「発送電分離」の３つの電力自由化が2020年４月の「発送電分離」で完了した。福
島県においても、小売と発電に新たな事業者が参入しており、福島県内の再生可能エネルギー推進
を図るうえで好材料となった。

３．発送電分離
　既存の電力会社から送配電部門を分離し別会社とすることで、新規参入の電力会社が既存の電力
会社と同じ条件で送電網を利用することができ、競争原理による電力料金引き下げや更なる新規参
入による市場の活性化が期待される。

４．今後の電力事業
　管轄エリアのみで活動するというこれまでの既存の電力会社の体制は終わり、電力会社は管轄エ
リアの枠を越えた競争となっている。また、ガス会社などが電力業界に参入しており、今後は電力・
ガスといった枠組みが無くなって、総合エネルギー産業へと変化していくことが予想される。

電力自由化と福島県の電力事情
～2020年４月の発送電分離をもって全面自由化された電力事業～

はじめに
　大手電力会社の送配電部門が分社化され、2020
年４月１日に我が国の電力自由化は「発電」「小
売」「発送電分離」と３つの自由化が完了するこ
ととなった。もとより福島県民は東日本大震災を
経験し、大規模停電による電力不足に直面したこ
とや、原子力発電所（現在は稼働していない）、
火力発電所、水力発電所など様々な発電所が県内
各地に点在していることで、電力に対する関心度
は高いのではないだろうか。
　本稿では電力供給や電力自由化など全国の動向
とともに、県内の動向についてもまとめ、電力の
今後について考察したものである。

１．福島県内の電力事業
⑴　全国上位の発電量
　福島県は広い県土と豊富な水資源を有し、首都
圏にも比較的近いということなどから、発電量は
全国上位に位置している。震災後福島県内の原子
力発電所は稼働休止しており、原子力発電量が無
いにも関わらず、全国第４位（54,872百万 kWh）
で全国シェア6.4％を占めている。福島県内の発
電構成比は、それぞれ全国第４位の発電量である
火力と同第５位の水力を合わせて97.9％となって
いる。新エネルギーについても、風力が全国第５
位、太陽光が同第４位、地熱が同第６位と、いず
れも全国上位に位置する（図表１）。
　電力合計でみると、発電量の上位は、大工場に
大量の電力を供給するために火力発電所を多く有
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する千葉県や神奈川県、愛知県が上位を占める
（図表２）。一方、新エネルギーとして様々な事業
者の新規参入が進む太陽光と風力の両発電につい
ては、北海道や青森県など電力の大消費地から離
れている地域が上位にある。遠隔地の発電所から
消費地まで電気を送る送配電網が整備されること
は、再生可能エネルギーを推進していくうえでも
重要なことである（図表３、４）。

⑵　福島県内の発電事業者
　発電事業届出事業者は、2020年８月15日現在で
全国に914事業者あり、そのうち福島県内には29
事業者がある。その中には相馬共同火力発電㈱や
相馬エネルギーパーク合同会社のような火力発電
の事業者、合同会社レナトス相馬ソーラーパーク
や富岡復興エナジー合同会社のような太陽光発電
の事業者などがある（図表５）。
　福島県は震災を経て、2040年頃に県内エネル

図表１　福島県内の発電量（2019年度）� （単位：千 kWh、％）
福島県内�
発電量 全国順位 全国発電量 福島県の

シェア
全国第１位の
都道府県

全国第１位の
発電量

水　　　力 6,331,053 ５ 84,304,121 7.5 富　山　県 9,084,935
火　　　力 47,372,438 ４ 696,159,132 6.8 千　葉　県 89,679,594
太　陽　光 766,693 ４ 13,212,910 5.8 茨　城　県 952,743
風　　　力 324,845 ５ 6,283,408 5.2 北　海　道 999,440
地　　　熱 77,197 ６ 1,963,062 3.9 大　分　県 819,868
合　　計 54,872,225 ４ 863,185,822 6.4 千　葉　県 90,307,536

資料：資源エネルギー庁「電力需要実績」
※ほかに原子力とその他があるが、福島県の発電量はない� ※数値は同庁が2020年６月30日時点公表のもの

図表２　発電量上位10都道府県（2019年度：電力合計）

資料：資源エネルギー庁「電力需要実績」
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図表３　発電量上位10都道府県（2019年度：太陽光）

資料：資源エネルギー庁「電力需要実績」

0

200

400

600

800

1,000

1,200

茨城県 北海道 岡山県 福島県 三重県 栃木県 宮城県 鹿児島県 青森県 千葉県

百万kWh

953953
886886

777777 767767
699

597597 593593
550550 546546 542542



福島の進路　2020.106

調　査

ギー需要の100％以上に相当する量を再生可能エ
ネルギーで生み出すことを目標とする「福島県再
生可能エネルギー推進ビジョン」を掲げて、再生
可能エネルギーの導入拡大を進めている。そのた
めには新たな発電事業者が参入してくることが必
要であり、新規発電事業者が発電した電気を消費
地に送電するために、既存の送配電網を公平な価

格で利用できることが必須となる。今回の電力自
由化で発送電分離が行われたことは、福島県が再
生可能エネルギーの推進を図るうえで好材料と
なった。

⑶　福島県内の新電力の小売電気事業者
　登録小売電気事業者は、2020年８月12日現在で

図表４　発電量上位10都道府県（2019年度：風力）

資料：資源エネルギー庁「電力需要実績」
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図表５　福島県内本社の発電事業届出事業者� 全国914事業者（2020年８月15日時点）

事業者名 発電種類 住　所 届 出 日 事業者名 発電種類 住　所 届 出 日
エイブルエナジー合
同会社 バイオマス 広野町 2016年４月11日 ソーラーパワー南

相馬・原町㈱ 太陽光 南相馬市 2017年２月21日

サミット小名浜エス
パワー㈱ 火力 いわき市 2016年４月25日 相馬エネルギー

パーク合同会社
火力・バイオ
マス 相馬市 2017年８月21日

楢葉新電力合同会社 太陽光 楢葉町 2016年４月27日 広野 IGCC パワー
合同会社 火力 広野町 2017年９月21日

相馬共同火力発電㈱ 火力 相馬市 2016年５月26日 ㈱サン・エナジー
川内 太陽光 福島市 2018年10月17日

合同会社レナトス相
馬ソーラーパーク 太陽光 相馬市 2016年６月10日 会津ソーラーエネ

ルギー合同会社 太陽光 会津若松市 2018年11月28日

ソーラーパワー南相
馬・鹿島㈱ 太陽光 南相馬市 2016年６月13日 合同会社浪江酒井

ソーラー 太陽光 郡山市 2018年12月４日

㈱エフオン白河 バイオマス 白河市 2016年６月15日 エア・ウォーター＆エネ
ルギア・パワー小名浜㈱ バイオマス いわき市 2019年１月28日

㈱ FMS 太陽光 西郷村 2016年６月22日 あづま小富士第一
発電所合同会社 太陽光 福島市 2019年３月13日

㈱ユーラスエネジー
滝根小白井 風力・太陽光 田村市 2016年６月29日 合同会社鴻草渋川

エナジー 太陽光 郡山市 2019年４月３日

㈱トーヨーエネルギー
ファーム 太陽光 相馬市 2016年６月30日 合同会社浜通りエ

ネジー 太陽光 郡山市 2019年６月13日

Soma�Solar 合同会社 太陽光 相馬市 2016年７月１日 合同会社吾妻高原
ウィンドファーム 風力 福島市 2019年11月12日

富岡復興エナジー合
同会社 太陽光 富岡町 2016年10月19日 ㈱さくらソーラー 太陽光 富岡町 2020年１月８日

勿来 IGCC パワー合
同会社 火力 いわき市 2017年２月２日 合資会社西郷羽太 太陽光 富岡町 2020年１月31日

合同会社楢葉大谷
ソーラー 太陽光 郡山市 2017年２月２日 浪江谷津田復興

ソーラー合同会社 太陽光 福島市 2020年３月13日

合同会社富岡杉内
ソーラー 太陽光 郡山市 2017年２月８日

資料：資源エネルギー庁「電気料金及び電気事業制度について」などを基に当研究所作成
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全国に670事業者あり、そのうち福島県内には2016�
年４月の電力小売全面自由化前に登録された須賀
川瓦斯㈱など６事業者がある。このうち、須賀川
瓦斯㈱、㈱トーヨーエネルギーファームは自社の
太陽光発電所を所有しており、須賀川瓦斯㈱、ふ
くしま新電力㈱は一般家庭向け販売も行っている。
ふくしま新電力㈱は㈱アポロガスのグループ企業
であり、須賀川瓦斯㈱を含め、福島県内の一般家
庭向け新電力小売はガス会社が牽引する形となっ
ている（図表６）。

２．電力自由化
⑴　電気が届くまでの流れ
　電気は工場の生産活動や事業所における事業活
動、個人の家庭生活など様々な場面で使われ、経
済と社会を支えている。電気が需要家（企業や一
般住宅など）まで届くには、発電所で「発電」さ
れ、送電線で変電所まで「送電」され、変電所で
電圧を変換した電気が配電線を通り「配電」され
需要家に届けられる（図表７）。「小売」は需要家

図表６　福島県内本社の登録小売電気事業者
事業者名 登録年月日 所在地 特　　　　　徴

須賀川瓦斯㈱ 2015年10月８日 須 賀 川 市 本業は LPガス、ガソリンスタンドなど

ふくのしま電力㈱ 2016年４月28日 郡　山　市 メディオテックグループ（本社東京都、太陽光発電シ
ステム施行など）

ふくしま新電力㈱ 2016年11月10日 福　島　市 アポロガスグループ（本社福島市、LP ガス、太陽光発
電設置販売など）

㈱トーヨーエネルギーファーム 2017年２月28日 相　馬　市 トーヨーグループ（本社東京都、建設・不動産など）
そうまＩグリッド合同会社 2017年７月20日 相　馬　市 IHI、相馬市、パシフィックパワーが出資
㈱内藤工業所 2017年11月１日 郡　山　市 本業は設備工事業
資料：資源エネルギー庁「電気料金及び電気事業制度について」　各社HP

図表８　電力供給の役割
事 業 類 型 規制 内　　　　　容 事　業　者

発電事業 届出制
発電した電気を小売電気事業者等に供給する者
※�小売電気事業等の用に供する電力の合計が
１万 kW超

東京電力フュエル＆パワー、
JFEスチールなど914事業者

送配電事業

一般送配電事業 許可制 発電事業者から受けた電気を小売電気事業者等に
供給する者（離島供給や最終保障供給義務を負う）

東京電力パワーグリッド、関
西電力送配電など10事業者

送電事業 許可制 一般送配電事業者に電気の振替供給を行う者 電源開発送変電ネットワー
ク、福島送電など３事業者

特定送配電事業 届出制 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給
する者（小売供給のためには登録が必要）

JR 東日本、王子製紙など33
事業者

小売電気事業 登録制
一般の需要（一般家庭、企業、商店等）に応じ
電気を小売する者（需要家への説明義務や供給
力確保義務を負う）

東京電力エナジーパートナー、
KDDI など670事業者

資料：資源エネルギー庁HP「電気事業の概要」などを基に当研究所作成

図表７　電気が届くまでの流れ

資料：電気事業連合会HP「電気が伝わる経路」を基に当研究所作成
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と直接やり取りして、電力供給の契約を結び、需
要家が必要とする電力を調達して供給する。
　発電事業は届出制で2020年８月15日現在914事
業者、小売電気事業は登録制で2020年８月12日現
在670事業者、送配電事業は一般送配電事業・送
電事業・特定送配電事業の３種類に分類され計46
事業者がある。また、それぞれの役割は異なって
いる（図表８）。
　電力自由化前は、電気を使用するには自分の住
む地域ごとの電力会社（東北電力など）と契約す
ることで、その地域電力会社が発電、送配電、小
売をすべて担って、電力供給してきた。この「発
電」「送配電」「小売」各部門に新たな事業者を参
入させ、競争による価格低下などで市場の活性化
を図っていこうというのが、電力自由化の大きな
目的である。

⑵　電力自由化前の電力会社体制
Ａ．戦　　前
　�小規模乱立　→　５大電力会社に集約　→　国策会
社日本発送電に集約
　日本初となる電力会社は1883年に設立された東
京電燈（東京電力の前身）であり、その後各地で
電力会社が誕生し、1920年代には一時600社以上
となった。自由競争下で、競争力のある会社が小
さな会社を買収し、５大電力会社に集約された。
戦時に電力を国家管理する必要があり、民間電力
会社から主要な発電設備とすべての送電網を供出
させて国策会社である日本発送電が1938年に設立
され発電と送電を行い、それまでの電力会社は配
電を中心に行う９つの地域別の会社に再編された
（図表９）。

Ｂ．戦　　後
　�地域ごとの10社が発電から小売まで行う「垂
直統合型」として運営
　日本発送電が分割され、戦時中に配電を行って
いた９社をもとにして、1951年に東京電力など９
つの民間電力会社が誕生した。発電設備と送電設
備がそれぞれに移管され、９社は発電、配電、小
売すべての機能を１社が担当する「垂直統合型」
の電力会社となった。1972年の沖縄返還により、
沖縄電力が加わり10社体制となった。ほかには、
発電と送電のみで、小売を行わない電源開発（Ｊ
パワー）もある（図表９）。現在は電力自由化に
より、発電や小売に多くの事業者が参入している。

⑶　日本の電力自由化
　「垂直統合型」の電力会社が地域ごとに発電か
ら小売まですべて独占する体制を廃止し、消費者
が自由に供給会社を選べるようにすることで、市
場競争による電気料金の値下げや電気事業におけ
る資源配分の効率化などを図るため、国が規制緩
和を行った。
　1995年の「発電の自由化」から始まり、2016年
には「小売の自由化」により対象が家庭まで拡大
し全面自由化され、2020年４月には「発送電分
離」が実施となり、電力の自由化が完了した（図
表10、11）。一般家庭では、電力小売自由化で電
力購入先としてガス会社など多様な選択肢を選ぶ
ことができるようになったが、期待された電気料
金の値下げは自由化前に比べ実質的に３～５％程
度安くなったにとどまっている（日経新聞2020年
４月６日記事）。

図表９　日本の電力会社の変遷

資料：電気事業連合会「電気の歴史」などを基に当研究所作成
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生
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⑷�　小売全面自由化以降の切り替え（スイッ
チング）状況

　2016年４月の小売全面自由化以降、年々、既存
の電力会社※１から新電力または既存の電力会社
の規制料金から自由料金への契約の切り替え（ス
イッチング）を行う契約者が増加し、2020年４月
現在、全国の累計は21,032千件となり、2016年３
月時点の一般家庭等の通常契約口数62,530千件に
対して33.6％が切り替えたことになる。この中に
は、既存の電力会社から新電力へのスイッチング
（エクスターナル）と既存の電力会社の規制料金
から自由料金へのスイッチング（インターナル）
が含まれており、2020年４月の内訳は、エクス
ターナル13,470千件、インターナル7,562千件と
なっている（図表12、13）。

　2020年４月現在、スイッチング率は、関西エリ
ア※２43.6％、中部エリア40.7％、東京エリア37.7�
％の３電力会社のエリアが全国平均を上回ってい
る。新電力会社が多く存在するなど、電力会社を
切り替える選択肢の多い東京エリアや関西エリア
などでスイッチング率が高い。一方、東北エリア
17.3％、北陸エリア21.1％など、地方においては
関西エリアなど大都市部に比べスイッチング率が
低い（図表13）。2018年４月と比較すると、関西
エリアが22.8㌽上昇、東京エリアが15.2㌽上昇と
大都市部で切り替えが進んでいるのに加え、東北
エリアが10.9㌽上昇、北陸エリアが15.1㌽上昇な
ど地方部でも切り替えが進んでいる（図表14）。

⑸　全国の電力販売量
　既存の電力会社（みなし小売電気事業者）以外
の電力販売量（自由料金）は、2019年度に1,294億
kWh であり、既存の電力会社の販売量の約1/5程
度となっている。新電力で最も販売量が大きいの
はテプコカスタマーサービス㈱であり、同社は東

図表11　日本の電力自由化の推移

資料：資源エネルギー庁「電力小売全面自由化」などを基に当研究所作成

図表10　３つの電力自由化

資料：�資源エネルギー庁「電力小売全面自由化」などを基に当
研究所作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※１�　資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会

は、北海道・東北・東京・北陸・中部・関西・中
国・四国・九州・沖縄の計10電力会社を便宜的に
「みなし小売電気事業者」と表示しているが、本稿
ではわかりやすく平易にするため10電力会社を「既
存の電力会社」と表記する。

※２�　ここでいうエリアとは、各電力会社の営業区域の
ことであり、例えば、東北は東北電力管内の東北６
県＋新潟県を指す。
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図表12　小売全面自由化以降のスイッチング件数の推移（全国）

資料：電力・ガス取引監視等委員会「電力取引の状況」を基に当研究所作成　　※各年４月現在
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京電力グループの電気工事業として、東京電力エ
リア外の全国（沖縄県除く）の建物・施設に電力
を供給している。第２位の㈱エネットはNTTアー
ノドエナジー、東京ガス、大阪瓦斯の３社が出資
した企業であり、企業や個人事業主向けに販売し
ている。一般家庭向けとしては第３位の東京ガス
㈱や第４位の JXTGエネルギー㈱（ENEOS）など
がある。福島県の電力会社は、最も多い須賀川瓦
斯㈱でも全国第98位の146,041千 kWhで、新電力に
占めるシェアは0.1％にとどまる（図表15、16）。

３．発送電分離
⑴　なぜ発送電分離を行うのか
Ａ．電力会社は独占型で運営されてきた
　日本の電力会社は、発電、送電、配電、小売ま
ですべてを１つの電力会社が地域ごとに担当する
「垂直統合型」で運営されてきた。この４つの機
能は密接に関連しているため技術的に分けがたく、
それぞれ大きな設備投資が必要なことから、１社
が独占的に引き受けることが効率的とされてきた。
電力事業は水道やガスなど他の公益事業と同様に、
設備が大規模になればなるほどコスト面での優位

性が高まるという「規模の経済性」が働いている。
その結果、寡占化が進んで、市場に競合企業がい
ない「自然独占」の状況となる。垂直型の事業展
開は、高い品質の電気が供給できる反面、競争原
理が働かない面があった。

Ｂ．地域型になっている不都合
　日本では地域独占体制が守られてきたために、
周波数変換所や地域間連系線（電力会社間をつな
ぐ送電系統）を使うことが想定されず、送電設備
への投資が進まなかった。そのため、東日本大震
災が発生した際、電力不足の東日本に周波数が異
なる西日本から電力を融通する時に、周波数を変
換する設備の能力が限られ、大量には送れないと
いう問題が発生した。震災の教訓から、災害時だ
けではなく、余っている電力を足りない地域に融
通することで、電気の安定供給と料金の抑制につ
なげようとする狙いがある。

⑵　発送電分離の方法
　発送電分離には４つの方法がある。第１の方法
としては、既存の電力会社内で送配電部門を別会
計とする「会計分離」で、同じ会社内ではあるも
のの、発電部門と送配電部門に別個の会計を行わ
せることで、託送料金※３の算定をある程度透明
化できる。

図表15　�電力販売量2019年度（新電力　上位10社と福
島県内企業）� （単位：千 kWh）

順位 企業名 販 売 量 新電力内
シェア

１ テプコカスタマーサー
ビス㈱ 11,931,202� 9.2

２ ㈱エネット 11,366,899� 8.8
３ 東京ガス㈱ 8,516,926� 6.6
４ JXTGエネルギー㈱ 5,573,120� 4.3
５ KDDI ㈱ 5,032,890� 3.9
６ 大阪瓦斯㈱ 4,696,362� 3.6

７ ㈱エナリス・パワー・
マーケティング 4,069,126� 3.1

８ ㈱ F-Power 3,601,184� 2.8
９ 丸紅新電力㈱ 2,935,876� 2.3
10 九電みらいエナジー㈱ 2,744,424� 2.1
98 須賀川瓦斯㈱ 146,041� 0.1
244 ふくのしま電力㈱ 18,307� 0.0
290 ふくしま新電力㈱ 11,021� 0.0

345 そうまＩグリッド合同会社 5,387� 0.0

426 ㈱内藤工業所 789� 0.0

467 ㈱トーヨーエネルギーファーム 218� 0.0

新　電　力　計 129,414,277� 100.0
資料：資源エネルギー庁「電力需要実績」

図表16　�電力販売量2019年度（既存の電力会社の自由
料金）� （単位：千 kWh）

順位 企　　業　　名 販 売 量
１ 東京電力エナジーパートナー㈱ 159,411,428
２ 中部電力㈱ 101,930,705
３ 関西電力㈱ 91,681,976
４ 九州電力㈱ 55,507,257
５ 東北電力㈱ 50,996,626
６ 中国電力㈱ 43,008,436
７ 北陸電力㈱ 20,970,015
８ 四国電力㈱ 17,893,292
９ 北海道電力㈱ 16,746,861
10 沖縄電力㈱ 3,162,135
11 東京電力パワーグリッド㈱ 249,047
12 東京電力ホールディングス㈱ 2,563

合　　　計 561,560,341
資料：資源エネルギー庁「電力需要実績」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※３�　託送料金とは、電力を送るための送配電ネット

ワークの利用料金のこと。
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　第２の方法は、送配電設備の所有権は既存の電力�
会社に残したまま、運用を社外の独立系統運用※４

機関に移転する「機能分離」である。発電設備と
送配電設備の所有が同じ会社であるものの、実際
に送電網に接続する組織は中立であるため、公正
が保たれると考えられている。
　第３の方法は、送配電部門を分社化し、組織は
別となるが、親会社である既存の電力会社と資本
関係を残す「法的分離」である。発電会社が親会
社となる場合と、共通の持ち株会社のもとに発
電・送配電・小売の子会社が傘下となる場合があ
る。法的には別会社であるため、すべての発電会
社と対等に付き合うことが期待される。日本の発
送電分離は、この「法的分離」を採用している。
　第４の方法は、既存の電力会社から送配電部門
を資本関係のない別会社に譲渡する「所有権分
離」であり、発電会社との関係は公正・中立なも
のとなる。１つの企業を完全に分割することにな
るので、既存の電力会社にとっては抵抗感が強く
なる（図表17）。

⑶　海外での事例
　電力自由化前は、英国や北欧では国営企業が独
占的に運営し、米国やドイツ、日本では民間企業
が規制の下で独占的に電力事業を運営してきた。
法律で独占が認められるがゆえに、他の企業が市
場参入することはできず、競合者がいないので競
争が生じなかった。1990年代に電力自由化が各国
で始まり、ドイツやフランス、英国では自由化が
進んだ一方、州単位での電力事業となる米国では、

カリフォルニア電力危機が発生したことなどもあ
り、各州での取り組み方に差がみられる。
　ドイツは送電が所有権分離で配電は既存の電力�
会社、フランスは配電が所有権分離で送電は ITO�
（独立送電運用者）と、日本とは異なり所有権分
離をとっている。イギリス（イングランド・ウェー
ルズ）では送電部門が分割民営化によって、所有
権分離された送電会社がガス導管会社と合併し、
送電とガス導管の両事業を行っている。

⑷　発送電分離のメリット・デメリット
Ａ．メリット
　電力事業に参入する場合、新たに送配電網を構
築するには莫大な費用が必要であり、また、既存
の電力会社の設備と重複する二重投資となること
から、既存の電力会社の送配電設備を利用するこ
とが効率的である。
　発送電を分離することのメリットは、送配電線
を所有しない新規参入者に対して公平な送配電線
の利用が保証され、再生可能エネルギー事業者な
ど多様な新規参入者が現れ競争が生まれることで、
電力市場の活性化が期待されることである。市場
競争が活性化されれば、より効率的な発電方法が
選択されて電気の供給費用が低下し、需要家が支
払う料金が安くなる。
　既存の電力会社にとって、利益にならない送電

①会計分離

既存の電力会社

発電

小売

送配電
［別会計］

送配電部門の会計を他部門か
ら分離

既存の電力会社

発電

小売

送配電
［所有］

送配電
［運用］

②機能分離

ＩＳＯ

送配電設備の所有権は電力会
社に残し、運用を独立系統運
用機関（ISO）に移転

既存の電力会社

④所有権分離

発電

小売

送配電

送配電部門を別会社化
（発電・小売会社との資本関
係は認められない）

③法的分離

送配電部門を分社化
（親会社との資本関係は認め
られる）

発電

小売

送配電

持株会社
既存の電力会社は
部門ごとに分割

図表17　発送電分離の方法

資料：電力中央研究所「電気事業の仕組みを読み解く」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※４�　系統運用とは、24時間体制で電力システムの監視

を行い、各発電所や変電所に必要な指示を出し、故
障や停電が生じれば復旧に対処すること。
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設備への投資はメリットがないため、これまでは
送電設備への設備投資が不十分になるということ
が危惧されてきた。それが発送電分離によって送
電部門が独立した別会社となると、既存の電力会
社のためだけではなく、新電力を含めた電力業界
全体で必要とされる設備投資が行われることが想
定されている。

Ｂ．デメリット
　発送電分離により発電部門と送配電部門が分か
れると、総合的に行ってきた事業が分散されるこ
とで効率性が悪くなり割高になる。垂直統合型の
電気事業者であれば、最適な意思決定により全体
の費用を最小化することができるのに対し、分か
れていると個別に意思決定されることで、「規模
の経済性」※５が働かなくなる恐れがある。また、
各部門が外部の別組織となることで、取引コスト
が発生する。
　運用面でみれば、発電から送配電までの一貫し
た組織体制が分断されることで、台風や地震など
の災害時における停電の早期復旧において支障が
発生することになる。発電事業に自由に市場参入
できることで、送電における複雑性が増大し、供
給信頼度の確保などで問題が生じる可能性もある。
そのため、これまでの電力業界の主張は、電力産
業は自由競争になじまず、電気料金が多少高くて
も停電なく供給するためには、発電・送電・配電
まで一貫して地域ごとに電力会社が責任を持つこ
とが不可欠であるとしてきた経緯がある。発送電

分離を行うことで、電力の安定供給が失われると
いう懸念も出てくる。

４．今後の電力事業
⑴　既存の電力会社の事業形態
　沖縄電力は市場が小さいことから発送電を兼業
することが認められ、発送電分離の対象外となっ
たが、電源開発を含めた10社は発電部門と送配電
部門の分離を求められた。発送電分離は東京電力
が先行して実施しており、2013年に社内カンパ
ニー制を導入、2016年には持株会社化することで
「持株会社方式」を採った。火力発電は中部電力
との合弁会社 JERA が行っている。ただし、原
子力発電所と水力発電所は東京電力 HD が所有
する。東京電力と同様に持株会社方式を採るのは
中部電力で、東京電力同様に小売会社についても
子会社が運営している。
　北海道電力や東北電力など残り８社は、発電・
小売会社は従来通り電力会社のままで、送配電会
社を子会社化する「発電・小売親会社方式」を
採った。外国では発電・送電・配電・小売がそれ
ぞれ別の会社の場合もあるが、日本の発送電分離
は「法的分離」であり、資本関係が残る中での運
用となる（図表18）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※５�　規模の経済性とは、１社がサービスを提供するほ

うが、供給全体の必要となる費用が少なくて済み、
効率的になるという考え。

図表18　発送電分離後の各電力会社の事業形態�

分社方式 送配電会社名 小売会社名 発電会社名
北海道電力 発電・小売親会社方式 北海道電力ネットワーク㈱ 北海道電力㈱ 北海道電力㈱
東北電力 発電・小売親会社方式 東北電力ネットワーク㈱ 東北電力㈱ 東北電力㈱

東京電力 持株会社方式 東京電力パワーグリッド㈱ 東京電力エナジーパー
トナー㈱

東京電力フュエル＆パ
ワー㈱、㈱ JERA

中部電力 持株会社方式 中部電力パワーグリッド㈱ 中部電力ミライズ㈱ 中部電力㈱、㈱ JERA
北陸電力 発電・小売親会社方式 北陸電力送配電㈱ 北陸電力㈱ 北陸電力㈱
関西電力 発電・小売親会社方式 関西電力送配電㈱ 関西電力㈱ 関西電力㈱
中国電力 発電・小売親会社方式 中国電力ネットワーク㈱ 中国電力㈱ 中国電力㈱
四国電力 発電・小売親会社方式 四国電力送配電㈱ 四国電力㈱ 四国電力㈱
九州電力 発電・小売親会社方式 九州電力送配電㈱ 九州電力㈱ 九州電力㈱
沖縄電力 対象外（兼業認可済み） 沖縄電力㈱ 沖縄電力㈱ 沖縄電力㈱
電源開発 発電・小売親会社方式 電源開発送変電ネットワーク㈱ 電源開発㈱…卸売 電源開発㈱
資料：資源エネルギー庁HP「電気事業制度の概要」、各社HP
※ JERAは東京電力と中部電力が折半出資した火力発電事業
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⑵　地域の枠を越えた競争
　これまでは、定められた地域別に既存の電力会
社が発電から小売まで、自己完結型の形で責任を
持って電力供給を行ってきた。地域分割体制が無
くなると、電力会社間の競争が生まれ、その結果、
需要者側にとっては価格低下につながることが期
待される。電力自由化前は、需要者は自分が居住
する地域を営業範囲とする既存の電力会社と契約
する以外に選択肢が無かった。電力自由化によっ
て、ガス会社や通信会社など様々な新しい電力小
売会社が電力業界に参入し、自由に電力会社を選
択できるようになった。また、既存の電力会社と
契約している需要者は、電力会社を変えずに、こ
れまでの規制料金から新しいプランの自由料金に
変更することもできる。
　既存の電力会社は、これまでは管轄エリア内の
みを営業範囲としてきたが、自由化後は管轄エリ
ア以外も営業範囲となっており、沖縄電力を除く
各電力会社は東京電力エリアを、中部電力と四国
電力は関西電力エリアもその範囲に加えている。
それに対し、東京電力の小売会社である東京電力
エナジーパートナーは、北海道・東北・中部・北
陸・関西・中国・四国・九州（沖縄を除く）を営
業範囲に加えている（図表19）。
　需要者にとっては、自分の住んでいる地域以外
の既存の電力会社が選択肢に加わったことで、お
得な料金プランの他地域の電力会社を選ぶことが
できる。電子マネーのポイントがもらえるプラン
や、中国電力のカープ応援メニューのような贔屓
の野球チームを応援するプランなど、他地域の需
要家を獲得するための様々な特典が用意されてい
る。首都圏在住であるが、福島県出身なので故郷
の東北電力を利用する、転勤で福島県に来ている
が、首都圏出身なので東京電力エナジーパート
ナーを利用するといった様々な選択が行われるも
のと考えられる。

⑶�　電力業界とガス業界の総合エネルギー産
業化

Ａ．電力・ガス業界の相互参入
　小売電気事業には、ガス業界から東京ガスや大
阪瓦斯のような全国大手、福島県内の須賀川瓦斯
やアポロガス（ふくしま新電力）のような地場企
業、石油元売りの出光興産や JXTG エネルギー
（ENEOS）など、電力業界以外のエネルギー関連

企業が参入してきている。一方、電力会社は、東
京電力グループ、中部電力、関西電力、九州電力
が都市ガス事業に参入しており、電気業界・都市
ガス業界は双方に参入し合う状態となっている。
これからのエネルギー事業は、これまでの電力会
社、ガス会社という枠組みが無くなり、総合エネ
ルギー産業へと進化していくことも予想される。

Ｂ�．都市ガスの導管事業と電力の送配電事業の一
体化
　都市ガス事業も電気事業と同じく製造から販売
までを手掛ける地域独占型の公益事業である。
2017年４月１日に都市ガスの小売全面自由化が行
われ、敷設されている既存の都市ガス会社のガス
管を使って、新規参入した会社もガスを供給・販
売できるようになった。都市ガス事業も電力事業
と同様に2022年に全面自由化されることとなり、
都市ガス大手３社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガ
ス）の導管事業を別会社化することが求められて
いる。
　電力会社は需要拡大を目指してオール電化住宅
を推進し、これに対するガス会社は家庭用燃料電
池（エネファーム）などで応戦するなど、同じ土
俵で戦うようになった。将来的には、電気やガス
などが個別に需要者に供給されているものが、ワ
ンストップで多様なサービスを提供するようにな
ることが予想される。

図表19　既存の電力会社の管轄エリア以外の加入対象エリア
電力会社名 エ　リ　ア

北海道電力 首都圏
東北電力 首都圏

東京電力エナジーパート
ナー

北海道・東北・中部・北
陸・関西・中国・四国・
九州（沖縄除く）

中部電力 関東エリア、関西エリア
北陸電力 首都圏
関西電力 東京電力エリア
中国電力 首都圏
四国電力 東京エリア、関西エリア
九州電力 関東エリア
沖縄電力 なし
資料：各社HPより作成
※�各社、一部の離島や高圧一括契約のマンションなど対象外あ
り。
※�エリア名は各社表記に従ったが、首都圏、関東エリア、東京�
エリアは東京電力エリア、関西エリアは関西電力エリアを指す。
※�九州電力は、グループ会社の九電みらいエナジー㈱が行って
いる。
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⑷　送配電会社への公的機関の関与
　これまで述べてきたように、日本の発送電分離
は親会社の資本が入った「法的分離」方式であり、
別会社化したとはいえ公平性が完全であるとまで
はいえない。欧州諸国のように資本関係のない別
会社化した「所有権分離」方式にすれば、公平性
は図られることになるが、その場合発電や送配電
が全く別の会社となることで、協調的な設備投資
などが行われず、電力の安定供給に対する不安要
素が生じる恐れがある。
　カリフォルニア電力危機のような電力システム
崩壊を防ぐためには、需要と供給を国全体として
コントロールする機関が必要であり、それは国が
出資した独立系統運用機関となるのではないだろ
うか。北欧や北米など国境を接する国同士では、
統一した電力卸売市場を運用することや電力を輸
出入し合うことで、需要と供給をコントロールす
ることができる。一方、日本は海を越えて隣国と
電力を融通し合うことは、電力送電ロスなどの問
題があり難しい。我が国独自での強固な電力シス
テムを維持していかなければならない。

⑸　福島県の電力振興には
　福島送電㈱は、県沿岸部や阿武隈山地に送電網
を整備して、2020年１月に送電事業を開始した。
同社の送電網を利用して、県内の太陽光発電所の
電気が東京電力パワーグリッドに供給されており、
今後は県内の風力発電所にも拡大される。再生可
能エネルギー導入拡大を目指す福島県にとって、
既存の電力会社ではない独自の送電網が整備され
たことは、更なる太陽光発電所や風力発電所の設
置に対する大きなアドバンテージとなる。
　新エネルギーの発電事業への新規参入が増える
ことは、震災からの復興を目指す国家プロジェク
ト「福島イノベーション・コースト構想」に掲げ
た「福島新エネ構想」につながっていく。福島県
では、再生エネルギーの導入拡大など未来の新エ
ネルギー社会実現に向けた取り組みが行われてお
り、地域のエネルギー資源を活かした発電事業を
行うことで地域活性化につながっていくことが期
待される。

５．さいごに
　福島県は高度成長期前期には只見川など豊富な
水資源を活かした水力発電所、高度成長後期から
は浜通りに原子力発電所や火力発電所が建設され
て、全国上位の電力県として首都圏への電力を供
給するとともに、福島県内の工業発展のために電
力が利用されてきた。震災後は全国的に原子力発
電所が稼働停止しているが、原発が停止している
中でも、福島県が全国上位であることに変わりは
ない。
　電力自由化は2020年４月の発送電分離をもって
完了した。電力のスイッチング率（既存の電力会
社から新電力または既存の電力会社の規制料金か
ら自由料金へ契約を切り替えた割合）は、2016年
４月の小売全面自由化以降、年々増加しており、
全国で2020年４月に33.6％まで達している。需要
家にとって電力自由化は、選択肢となる電力会社
が増えるとともに、電力料金の低下などの恩恵も
受けることとなった。
　福島県内でも小売と発電に新たな事業者が参入
しており、太陽光や風力など再生可能エネルギー
の更なる推進が期待される。発電した電気を送る
送配電網が発送電分離によって、同じグループ内
とはいえ既存の電力会社の発電部門から分社化さ
れたことで、新電力会社と既存の電力会社との公
平な競争による市場の活性化も期待される。また、
地域の自然を活かした再生可能エネルギーによる
電力産業が興ることで、地域の活性化につながっ
ていくことになる。産業振興と豊かな暮らしづく
りのために欠かせない電力には今後も注目してい
かなければならない。

（担当：高橋宏幸）
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