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≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、定刻となりました ので 、会議を始めさせて いた だきたいと思います 。

本日は皆様、お忙 しい 中お集まりいただき 、あ りがとうございます 。た だいまから「消費者 委
員会第40回公共料金 等専 門調査会」を開催い たし ます。
本日は、蟹瀬委員 、長 田委員、白山委員、松村 委員、山内委員が御 欠席となっております。
まず、議事に入り ます 前に配付資料の確認 をさ せていただきます。 お手 元の議事次第の下部 に
配付資料一覧を記載して おります。もし不足 等がございましたら、事 務局 までお申し出いただ き
ますようよろしくお 願い いたします。
なお、本日の会議 につ きましては、公開で 行い ます。議事録につい ても、後日公開すること と
いたします。
それでは、古城座 長、 以後の議事進行をよ ろし くお願いいたします 。

≪２．中部電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する専門調査会意見
（案）について等≫
○古城座長

それで は、 議事に入らせていた だき ます。

最初の議題は「中部電力による電力料金値上げ後のフォローアップに関する専門調査会意見
（案）について」で す。
当専門調査会は、 中部 電力による電気料金 値上 げの事後評価につい て、 消費者庁から消費者 委
員会への意見の求め があ ったことを受け、今 月12日に中部電力及び電 力・ ガス取引監視等委員 会
からヒアリングを行 いま した。
本日は、ヒアリン グの 結果を踏まえ、専門 調査 会として取りまとめ る意 見案について議論を 行
いたいと思います。
それでは、事務局から お願いします。
○丸山参事官

お手 元の 右肩に資料１と付し てあ る資料、「中部電力 によ る電気料金値上げ後 の

フォローアップに関 する 専門調査会意見（案）」 を御覧になっていた だけ ればと思います。
まず、構成で ございま すけれども、柱 書き以下 、「１．全 体的な評価」「 ２ ．個別項目 」「３ ．
今後の課題」という 形で 整理をさせていただ きま した。こちらについ ては 、従前からこの原価算
定期間終了後のフォ ロー アップという形で、ほぼ 同じ形式という形で 意見 を取りまとめさせて い
ただいております。
まず柱書きでござ いま す。経緯等でござい ますけれども、消費者委 員会は、平成29年11月14日
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付で消費者庁から「 中部 電力に対する原価算 定期 間終了後の事後評価 につ いて」の付議を受け た
ました。これを受け 、当専門調査会において 、12月12日に中部電力か らヒ アリングを行うとと も
に、電力・ガス取引監視 等委員会から同社に 対す る事後評価の聴取を行っ たということです。 そ
の結果を踏まえ、上 記付 議に対し、当専門調 査会 としての意見という こと で、以下に述べてご ざ
います。
まず「１．全体的 な評 価」でございます。 これ はまず初めが【電力 ・ガ ス取引監視等委員会 に
よる事後評価】とい うこ とと【現行料金の妥 当性】という形で、二つで整 理をしてございます 。
前者の【電力・ガ ス取引 監視等委員会による 事後 評価】の内容でございます 。こちらについて、
平成26年度に料金改 定を 行った中部電力に対 する 原価算定期間終了後の事 後評価について、当 専
門調査会による事後 評価に先立ちまして、電 力・ガス取引監視等委員 会の 料金審査専門会合、 こ
ちらにおいて、10月 13日 、11月７日に審議が 行わ れました。この会合 にお きましては、中部電 力
の料金値上げ認可申 請に 関する消費者庁意見等を 踏まえ、料金原価と 実績 費用の差異ですとか、
規制部門と自由化部 門の 利益率の差異、それ から 、経営効率化への取 組等 について検証がなさ れ
たということで、こ の会 合において、供給エ リアの消費者から意見を 求め 、消費者の視点を取 り
入れた検証の取組を引き 続き行っているとい うこ とを評価したいと述 べてございます。
【現行料金の妥当 性】のところでございま す。今回事後評価の対象 とな る原価算定期間、平 成
26年度から平成28年 度に おける実績値として 、料 金改定時の想定原価 との比較を費目ごとに見 る
と実績値が想定値を 上回 ったものはあります が、全体としては、実績 値が 想定原価を下回ったと
いうことで述べてご ざい ます。この下回った要因 については、主に燃 料費 の減少によるもので あ
り、原油価格の低下 とい う外部要因に基づく もの であるが、一時的な 要因 である可能性もある の
で、電力の現行料金 をこ れ以上下げる状況である とは言えないということ で述べてございます 。
他方、今後、原価算定 期間に稼働を織り込 んでいた浜岡原子力発電 所の再稼働が進展した場 合
には、更なる燃料費 、そ れから、購入電力料 の減 少が見込まれる。中 部電 力の料金値上げは、 浜
岡原子力発電所の停 止に よるコスト増を主な 理由 とするものであった こと から、このコストが 縮
減した場合には、原 則と してコスト減に対応 した値下げを行わなけれ ばな らないということで 述
べてございます。
次のページ、その 上で 、燃料費や購入電力 料以 外の項目のコスト増 を理 由に、料金値下げを回
避したり、値下げ幅 を縮 小する場合には、中 部電 力は、その理由を十 分に 説明し、消費者が説 明
内容を妥当だと納得 でき るようにすることが必要 であるということで付言 してございます。
続きまして「２． 個別 項目」についてです 。ま ず【燃料費、その他 経費】でございますけれ ど
も、原油価格の低下に加え て、経済性にすぐれた石炭 火力発電所や高効率LNG火 力発電所の稼働率
を上げたことにより 、燃 料費が減少した。他 方で 、相対的に石油火力 発電 所の稼働が低下した こ
とに伴い、原油在庫 の時 価評価の実施に伴う 評価 損が生じた影響等に より 、その他経費におい て
は、実績が想定原価 を上 回ったということで 、こ のため、中部電力は 、今 後、従来以上に、適 時
適切な原料調達や機 動的 な原油の在庫管理に努め るべきであるという こと で述べてございます 。
二つ目【人件費】 でご ざいます。人材の質の確 保、あるいはモチベ ーシ ョンの維持に考慮し 、
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震災後の賞与の引下 げ率 を緩和した結果、人 件費が想定原価を上回っ た。 このような人件費に対
する措置については 、中 部電力の経営努力に基づ く経営効率化の深掘 り分 の一部を人件費に還 元
したと捉えることが でき 、理解できるという こと で述べてございます 。
三つ目【利益使途】で ございます。「電気 料金 制度、運用の見直し に係 る有識者会議」報告 書
において、料金改定 を行 わない場合には、こ れま での利益の使途につ き具 体的に事業者より説 明
がなされることが 、当該料 金妥当性評価のため に適 当であるということ で述 べられてございます。
今回、中部電力は、 利益 の使途や収支見通し につ いて概要を説明して いる が、特に、今後原価 算
定期間に稼働を織り 込ん でいた浜岡原子力発 電所 の再稼働が進展した 場合 において、消費者の理
解を得るよう、より 具体 的な説明を行うべき だと いうことで述べてご ざい ます。
最後「３．今後の 課題 」でございます。ま ず一 つ目の○でございま す。 昨年４月以降、電力 小
売自由化がなされ、 中部 電力においても自由 料金 メニューや新電力か らの 供給への切換が進み つ
つあるものの、現状 では 既存の規制料金で電 力サ ービスの提供を受け てい る消費者が相当数に 上
る状況にあるという こと で述べてございます 。こ のため、中部電力を 含む 電力各社による経営 効
率化や、原子力発電 所の 再稼働等に伴う費用 の低 減が規制料金メニュ ーに も適切に反映される よ
う、電力・ガス取引監視 等委員会は、継続的な監 視を行うとともに、電気 事業法に基づく料金 変
更認可申請命令に係 る基 準等に照らし、経営 状況等に変化が生じた場 合に は、公開の場で状況 の
検証を行うべきであ ると いうことで述べてご ざい ます。
中部電力、監視等委員 会におきましては、 料金 の透明性確保のため 、今 回も含めた事後評価の
結果について、消費 者へ の分かりやすい情報 提供 を更に推進すべきで ある ということを付言し て
ございます。
次の○で、平成28年４ 月の電力自由化以降 、中 部電力を含む電力各 社に ついて、規制部門の 利
益率が自由化部門の 利益 率を下回っている状 況がございます。この要 因の 一つといたしまして 、
送配電非関連固定費 用の需要補正が挙げられ ると いうことで述べてご ざい ます。この需要補正 の
結果、規制部門の実 績費 用が相対的に増加し 、利 益が低下することに よっ て、規制部門の電気事
業利益率や超過利潤 の測 定に影響を与え、ひ いては規制料金引下げの判断 にも影響を及ぼす可 能
性を否定できないという ことで述べてござい ます 。「このため」とい うこ とで、この需要補正 制
度の在り方について 、今後 見直しを検討するこ とが 必要であるというこ とで 結論づけております。
最後の○、「なお 」以 下でございます。昨 年以 降の事後評価の対象 とな っている電力各社の 料
金値上げは、主に大 震災 後の原子力利用率の 低下 を理由とするもので あっ たため、原発再稼働の
進展によりその理由 が失 われた際に規制料金の引 下げが適切に行われ るか について、引き続き 、
電力・ガス取引監視等委 員会による適切な監 視が 行われることが必要 であ るということ。また 、
消費者委員会は消費 者庁 とともに当該状況を 注視 し、必要に応じてフ ォロ ーアップを行うこと と
したいということで 述べ てございます。
事務局からの説明 は以 上です。
○古城座長

それで は、意 見案について、御質 問や御 意見のある方は御発 言を お願いいたします。

古賀委員、お願い しま す。
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○古賀委員

最初の とこ ろから順番によろし いで しょうか。「１．全 体的な評価」のところの 最

初の○なのですけれ ども 、形式的なことで恐 縮な のですが、最初の４ 行目のところですが、主 語
と述語の関係では、最初の 終了後の事後評価につい ては・・・行われたとなる わけですけれども、
間に「消費者基本計 画工 程表等に基づき」と いう文章が入っているの で、全体の文章の流れがお
かしいなと感じてお りま す。これだと、消費 者基 本計画に基づき監視等委 員会が事後評価をし た
ということですが、 それ でよいのかどうか。 それ でよいのであればも う少 しわかりやすくこの４
行の文章については入替 えをお願いしたいと いう ことが一つあります 。
○古城座長
○丸山参事官

丸山参 事官 、お願いします。
少し 検討 したいと思います。

○古城座長

古賀委 員、 お願いします。

○古賀委員

【現行 料金 の妥当性】のところ なの ですけれども、最初 の○の終わりから２行目 の

ところです。「外部要因 に基づくものである が、 一時的な要因である 可能 性もあるので、電力 の
現行料金をこれ以上 下げ る状況であるとはい えな い」というところで 、皆 さん御意見はあるか と
思うのですけれども 、調 査会として下げる状 況であるとは言えないと断言 するのには抵抗があ り
まして、「外部要因 に基 づくものである」と いう ところで一旦切って いた だいて、後半を強調 し
て「現状では変更命 令等の対象を含めて下げ る状 況であるとはいえな い」 としていただけたら と
思いました。
その次の○の原発 の再 稼働の関係なのです けれ ども、これが次のペ ージの「燃料費や購入電 力
料」とつながってい るの ですけれども、ここ の「値下げが行われなけ れば ならない」というと こ
ろで一端切っていた だい て、次のページのと ころ なのですけれども、「燃 料費や購入電力料以 外
の項目のコスト増を 理由 に、料金値下げを回 避し たり」というところ があ るのですが、これは 基
本的には原価算定期 間中、今後３年間になる ので しょうか。その対象 期間 の間は、値上げをし な
い限りは値下げの圧 力は 基本的にはないと理 解し ますと、ここのとこ ろに 、この文章を二つに 分
けていただいて、で きれ ば（原発の再稼働以 外の 値下げ要因も想定し て）「原価算定期間中、 燃
料費や購入電力料以 外の 項目のコスト増を理 由に 」としていただいた ほう が文章として分かりや
すいかと思いました 。
一度ここで終わり ます。
○古城座長

二つ論 点が 出されました。

丸山参事官、お願 いし ます。
○丸山参事官

前者 につ いては、少し御議論 をし ていただければと思 いま す。

後者についてです けれ ども、原価算定期間 につ きましては既に終了 して いるので、ここは今 後
について述べている つもりではあるのです。
○古城座長

最初の 論点 については後で議論 しま すけれども、後のほ うの 論点なのですが、原 案

で言っているのは、原発 が動かないというの で値 上げした。原発が動 いた ら、原則は元に戻す 、
下げてもらわなけれ ばいけない。下げない場 合も例外的にありますね 。そ れはほかのコスト増 要
因があるから。そのときは 十分な説明がある場 合に限り許されると、こ ういう 書き方なのですね。
4

○丸山参事官

座長 の御 指摘のとおりの意図 で書 いたつもりです。

○古城座長

一応、 つな がっていると。

○古賀委員

つなが って いるのですね。

○古城座長

陶山委 員、 お願いします。

○陶山委員

これは 料金 の変更認可申請命令 とは 切り離して、こうい うこ とが今後ということ で

語られているという こと なのですね。
○丸山参事官

特に 料金 審査命令とは、必 ず連動し なければいけないと いう ことではないのです。

事業者様で自発的に やっ ていただくことも必 要な のではないかという意図 も込められています。
○陶山委員

ただ、 これ まで何度もこの調査 会で も語られ、非常に消 費者からの期待も認識し て

いると事業者もおっ しゃ り、監視等委員会も おっ しゃっている内容は 、原 発が再稼働したら料 金
が下がる、この関係 性に おいて非常に期待し てい るということは言わ れて いるのです。ただ、 料
金変更の認可申請命 令と いうのは、全般的に 他の コスト、ここに書い てあ る燃料費や購入電力量
以外の項目のコスト も含 んで審査をされると理解 していますが、それ であ れば、なかなか期待 に
応えて原発が再稼働した らしっかり見定めて 納得 できるような対応が でき るかどうか、ここは 判
断が難しいのではな いか と思うのです。
○古城座長

今の原 則的な仕組みは、料金値 上げ のときは認可が要る けれ ども、値下げのとき は

届出だけでいい。値 下げ の理由がある場合で も何 もしなければ何もし ない で済むと、こうなっ て
いる。値下げできるのに 値下げしないという のは 、事実上値上げみた いな ものだから、問題が あ
るというのは分かっ てい るので、それについ て経 産省は料金変更認可 申請 命令制度を使って、 利
益が上がるのに値下 げし ないときには値下げ を申 請しろと命令する制 度を 入れた。これはやは り
不備があって、原発 が動 かなくなって値上げ した ときに、この制度の もと だと、２度目の値上 げ
のときに、今度は原 発が 動いてもほかの項目 が上 がったのだとして、値下 げをしないという話 が
出る。２回目の値上 げのと きは経産省もさすが に気 がついて、値上げを 認めるときの条件として、
原発が動いたときに は値 下げを原則としてく ださ いという附款という もの をつけたのですね。 だ
から、法律上は必ず 値下 げさせるというもの をそ のときにやったわけ です 。１回目の値上げの と
きにはそういう附款はな いから、法律上は手 当が ついていない。それ で、１回目の原発の値上 げ
はどうするのかとい う話 で、そのまま放って おくと、料金変更認可命 令を出さない限り値下げし
ないというのですけ れど も、事情からいった ら、本当は１回目のとき も手 当しておくべきだっ た
ので、それを言って いる のです。だから、２度目 の値上げと同じよう に、 １度目の原発値上げ に
ついても同じように対応 してくださいと、こ れが消費者委員会の意見 です 。
○陶山委員

そうし たと きに、今の審査基準 とそ の制度がそのままで あれ ば、ここはほかのコ ス

トも全部入れ込んで 評価 することになって、 今、 座長がおっしゃったよう な視点からのアプロ ー
チはできないという こと になるので、ここを この 調査会からまとめた 文書 として提出する段階 に
おいては、少し制度 の見 直し等についても言 及す る必要があるのでは ない かなと感じています 。
○古城座長

話を大 きく しますと、そうなり ますね。

○陶山委員

はい。
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○古城座長
○丸山参事官

丸山参 事官、お願いします。
その 点に ついては、むしろ御 議論 いただいて、盛り込 むこ とが必要であるとい う

ことであれば、事務 局で もまた検討したいと思い ます。
○古城座長

だから 、こ こで言っているのは 、制 度上は確かに法律上強制 できるとはなってい な

いのですけれども、 そう やってくださいと。 法律 上強制できなくても 、電 力会社はコストが下 が
ったら値下げするよ うに してくださいと。だ から 、制度的には強制で きな いのですけれども、 フ
ォローアップ制度は その ためにあるわけです ね。 ちゃんと料金原価につい て説明してください よ
と。説明するだけで はな くて、自発的に値下 げが できる状況になった ら値 下げしてくださいと申
し上げる。そのとき に値 下げしない場合は説 明が つかないはずだから 、自 発的に値下げするは ず
だという前提になっ てい るわけです。
○陶山委員

それが 前提 であったとしても、今の 審査基準の中では妥 当と 認められるというこ と

について、そこは納 得で きない部分を残すか なと思うので、少し制度につ いての見直しも含ん で
検討いただきたいという ところまで書き進め るこ とがいいのではない かと 思います。
関連して、もう一点よ ろしいでしょうか。 座長 がおっしゃったよう に、 関電と北海道電力に つ
いては、２回値上げ したた めに、再稼働したら 必ず値 下げをするというこ とが 組み込まれている。
他方、残りの電力会 社につ いてはそうではない とい うことで、２度の値 上げを したことについて、
厳しくそこに条件を 付し たことについては理 解が できるわけですけれ ども 、結果として、現状と
してはダブルスタン ダー ドになっている。こ のこ とが非常に分かりに くさ を発生させていて、 こ
れについてどこかで 解消 する必要があるので はな いかと、これまで関 電の 御説明、あるいは四 国
電力の御説明を聞い て感 じているところです 。
原発を持っている ９社に、２回値上げして いる 、あるいは１回の値 上げ に抑えている。そこ の
違いで比較するとい う、 この現状から、もう 一つ 共通の指標なり、基 準な りを用いて、消費者 に
対して分かりやすい 説明 と情報提供をする、 この努力をしていただく 必要 があるのではないか と
思います。場所とし ては、最後の項目の「３ ．今 後の課題」の最後辺 りに そういった内容もこ の
調査会として合意で きれば、加えていただき たい と思います。
○古城座長

私の理 解、 意見なのですけれど も、 確かに２度目の値上 げの ときは、値上げ認可 の

ときに原発が再稼働した らもとに戻すという もの を附款として入れた から 法的義務がある。１回
目のときも附款をつ ける べきだったと思うの です けれども、それを付 け忘 れたというので、１ 回
目のときは法律上の義務 を負わないのですけ れど も、法律上は書いて いな いけれども、普通は 原
発が止まって値上げ しま すというのだから、意見 には明示的に書いている けれども、社会的な当
たり前の合意として 、原 発が動いたら料金を戻し ますというのは当然の約 束事ではないでしょ う
か。それに基づいて電力 会社は、本当は動い たら元に戻すということ をす るというのは当然期 待
されて、それが常識 的で 、もし料金を戻せな いのだったら、戻さない のは フォローアップのと き
に本当に国民が納得 でき るような説明ができ たときだけでいいのでは ない ですか。ですから、私
は事実上、義務があ ると 思うのですけれどもね。
○陶山委員

そうは 思う のですが、九電が再 稼働 している、それから 、四 国電力が再稼働してい
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る中で、様々な理由 で値 下げが行われないと いう ことについてもう少 し分かりやすい説明の在 り
方として、１回値上 げし ている、２回値上げ した からということだけ では なく、何か共通の指 標
を持って説明するこ とが できないか。そのこ とについて取り組んでい ただ きたいと思います。
○古城座長

あと、 古賀 委員の第１点の論点 です ね。今の１ページの 下か ら二つ目の○が分か り

にくいので、古賀委 員の 修正案は「燃料費の 減少 によるものであり、原油 価格の低下という外 部
要因に基づくものである 」と１回切る。それ からどうつなぐのでした か。
○古賀委員

「一時 的な 要因である可能性も ある ので、現状において は電 力の現行料金をこれ以

上下げる状況とはいえな い。」ぐらいですか 。要 するに「変更命令等 の対 象にある状況とはい え
ない」ことを踏まえ、本 当はその後に「今後 の状 況には注視していく 必要 がある」と、入れた い
なとは思ったのです けれ ども、そこまで言う と言 い過ぎなのかなと。
○古城座長

おっし ゃる とおりで、もとの文 章は分かりにくいですね 。

○古賀委員

今の段 落の ところなのですけれ ども 、３行目で「実績値 が想 定値を上回ったもの も

あるが」というとこ ろに、できましたら、注 ３と して「上回ったもの は人 件費、減価償却費、 購
入電力料、原子力バ ック エンド費用、その他 経費 。下回ったものは販 売電力量、発受電量、燃 料
費」というものを入 れて いただきたいと思っ たの です。実際に何が上 がっ ていて何が下がって い
たかというのは、非 常に興味のあるところだ と思 うので。
○丸山参事官

そこ は検 討したいと思います 。

○古城座長

古賀委 員、 続けて、お願いしま す。

○古賀委員

先ほど の二 つ目の○のところな ので すけれども、要する に、原発が動いた場合は値

下げをしろというも のを 一つのドグマのよう にし た場合に、コスト減 に応 じた値下げがされな い
ような場合の問題と してどう対応するかとい うこ となのですが、現在 、原 価算定期間中におい て
は、値上げしない以 上は そういったことを法 的に チェックするシステ ムは ないわけなので、こ ち
らの２ページ目の３行の 文章は、希望的とい うか 、説明責任がありま すと いう事業者の自助努 力
というか、そういう ことをお願いするわけな ので 、ここの「ならない」の 後に、段落を変えず に
そのまま、むしろ「燃料 費や購入電力料」と つな げていただければ、文章 としては納得感が出 る
と思いました。
○古城座長

内容的 には 、燃料費が下がると いうので、原発が動いて 燃料 費が下がった場合、 こ

れは恒常的に原価が 下が るのですから値下げ でき ますね。ところが、 同じ石炭を使って、石炭 は
値段が下がったので 燃料 費が下がったという 場合 がありますと、これ はあ る意味では、燃料費 調
整制度を通じて値下 げに なっているわけでし ょう 。だから、特別それ以上 には値下げする原資 に
はならないというこ とをここは具体的に言っ てい るわけでしょう。
○丸山参事官

そう です 。

○古賀委員

それで した ら、分けてもらった ほう がいいのかなという気が します。

○古城座長

意味は そう なのですね。もうち ょっ と分かりやすく書い たほ うがいいですね。内 容

的にはそういうこと です ね。
○丸山参事官

必要 であ れば見直しを検討し たい と思います。
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○古城座長

その内 容を 織り込めればよろし いで すか。

○古賀委員

はい。 結構 です。

○古城座長

では、 古賀 委員、２点済んだの で、続けてお願いします 。

○古賀委員

「２． 個別 項目」のところの最 初な のですが、最初の「経済 性にすぐれた石炭火 力

発電所や」というと ころ 、石炭についてはい ろい ろ意見がありますの で、 この「経済性にすぐ れ
た」というところを削除 していただきたいと思い ます。
３行目のところ「原油 在庫の時価評価の実 施に 伴う評価損が」とい うも のがあるのですが、 こ
この評価損はたしか御説 明で110億円とおっ しゃっ ていたので、「110億円の 」と入れていただき
たいと思いました。
【人件費】のとこ ろな のですが、いろいろ財務 改善に御苦労されて 、退 職者が増えてしまっ た
りとか、いろいろな こと があったと思うので すけ れども、最後の「経 営効 率化の深掘分の一部 を
人件費に還元したと 捉え ることができ、理解 でき る」というところな ので すが、「一定の理解 が
できる」ぐらいにし てい ただきたいと思いま した 。
細かいことで恐縮 です 。【利益使途】のと ころ で、最後の行なので すけ れども、「浜岡原子 力
発電所の再稼働が進 展し た場合において」を「場 合等において」とし てい ただきたいと思いま し
た。
２．については以 上で す。
○古城座長

今まで のと ころ、よろしいでし ょう か。

続けて、古賀委員 、お 願いします。
○古賀委員

「３． 今後 の課題」のところな ので すけれども、注３が ある のですが、ここの注 ３

のところで、平成29年９月 時点でのスイッチン グ実 績は約5.0％というも の、これは全国なのか中
電なのか。それから 、出 典を出していただきたい 。それから、できれ ば自 社内なのか、全体的 な
新電力を含めてのス イッ チングなのかをもう 少し 入れていただきたい と思 います。
○丸山参事官
○古賀委員
○丸山参事官
○古賀委員
○丸山参事官
○古城座長
○丸山参事官

注３ につ いては、中部電力の 数字 です。
５％は 、当 然自社内は含まない とい うことですね。
社内 での 振替は含んでおりま せん。
出典は あり ますか。経産省ですか。
経済 産業 省からの公表資料に 基づ いています。
今の点 は注 釈に織り込んでいま すか。
はい 。

○古城座長

古賀委 員、 お願いします。

○古賀委員

３ペー ジ、 二つ目の○なのです が、 この需要補正制度の在り 方については、エネ 庁

さんのほうでも今後 見直 しをするとおっしゃ ってくださっているので すが 、できれば最後のと こ
ろ「今後積極的な見 直し を検討することが」と、 「積極的」と入れて いた だきたいということ を
お願いいたしたいと 思い ます。
以上です。
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○古城座長

ほか、 いか がでしょうか。

陶山委員、お願い しま す。
○陶山委員

中部電 力と 四国電力両方に関係 する ような内容について は、 どのようにしたらよ ろ

しいでしょうか。申 し上 げたい点は、設備投 資、 特に原発の安全対策 費等 に関しての意見です 。
設備投資は、電力料 金に直 接的に関わってくる 重要 な内容ですが、販売電力量 の減少傾向の中で、
将来的にこの需要と 供給 のバランスをどう見 て経 営をしていくのかと いう のが非常に重要なと こ
ろであろうと思いま す。監視等委員会でその バラ ンスについてもしっ かり 見ていただいて、余 分
なというのはこちら の見 方かもしれませんが 、電 力料金を安易に引き 上げ るような設備投資に つ
いては抑制していく べきだと思いますので、 その 点についても見てい ただ きたいと思います。
あわせて、これは 再エ ネの買取り量が両社とも 想定より少し増えていっ ているという現状が あ
りましたので、現在 のエ ネルギー基本計画に おい ては、更に再エネの 構成 比を上げていく方向で
描いているわけです 。こ れを目指すのであれ ば、 ネットワーク、系統 への 設備投資は逆に十分 に
していかなければな らな いことが言われてい ます ので、この設備投資 は発 電部門だけでなく送 電
部門についても、バ ラン スについて監視等委 員会で見ていただければ と思 っております。これ は
今、事務局よりいた だい た案とは別途の内容 です ので、御検討いただ きた いと思います。両方 に
かかわってくるので 、中 部電力の中に入れる べき なのか、四国電力の ほう に入れたほうがいい の
かはちょっと分かり ませ ん。
もし四国電力のほ うに入れるという御判断 をい ただければ、四国電 力は この投資回収を原子 炉
の運転、60年を想定 して 経営計画を立ててい ると いうお話をされまし た。現状では40年ルール が
ある中で、こういっ た計 画の妥当性について もし っかり見ていただき たい 旨、書き添えていた だ
けたらとも思います 。
○古城座長

そうす ると 、第１点は需要減少 する ような環境の中で過 大な 設備投資が行われ、 料

金値上げの原因とな るこ とがないように注意 して もらいたいと、こう書く わけですか。
○陶山委員

はい。

○古城座長

あとは いか がでしょうか。

井手座長代理、ど うで すか。
○井手座長代理

特 には 。

○古城座長

小浦委 員、いかがでしょうか。

○小浦委員

１点だ けな のですけれども、３ ペー ジの最初の○のとこ ろで 、消費者への情報提 供

のことなのですが、中部 電力及び電力・ガス 取引 監視等委員会という こと は、これは両方にか か
っていると思うので すけ れども、監視等委員 会の ホームページを見て もな かなかこういう料金 に
ついての説明がまだ分か りやすいというとこ ろま でいっていない気が いた しますので、「分か り
やすい」というとこ ろに「より分かりやすい」と か、何かつけていた だけ ればと思います。
○古城座長

そのほ か、 いかがでしょうか。

それでは、中部電 力の 案については、意見 が大 体出尽くしたと思わ れま す。そこで、いろい ろ
意見はございますが 、修 正可能な内容だと思 いま す。本日皆様からい ただ いた御意見を踏まえ 、
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修正することといた しま す。修正の仕方については 、私に御一任いただ いてよ ろしいでしょうか。
それでは、私のほ うで 原案を修正した上で 、消 費者委員会の本会議 に報 告することにいたし ま
す。
委員には、事務局 よりメールでお知らせす るの ですね。
○丸山参事官
○古城座長

はい 。
次の議 題で す。「四国電力によ る伊 方原子力発電所３号 機の 再稼働の追加フォロー

アップに関する専門 委員 会意見（案）につい て」です。
電力・ガス取引監 視等 委員会では、四国電 力に ついて、現行料金原 価に おいて稼働を織り込 ん
でいる原子力発電所 伊方 ３号機が平成28年９ 月よ り再稼働しているこ とを 理由に原価算定期間 終
了後の事後評価を平 成29年10月13日及び11月 ７日 に行っていることか ら、 公表料金等専門調査 会
においても、今月12日に 四国電力からヒアリ ング を行いました。その結果 を踏まえ、専門調査 会
として取りまとめる 意見 案について議論を行 いた いと思います。
それでは、事務局 から 説明をお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 資料、右肩に資料２ とい うことで、先ほど座 長か らありました「四国 電

力による伊方原子力発電所３号機の再稼働後の追加フォローアップに関する専門調査会意見
（案）」ということ でタ イトルを付しており ます 資料、こちらを説明 させ ていただきます。
構成についてですけれ ども、三つに 分かれてお ります。「１．経緯」「２ ．現状の評価 」「３．
今後の課題」という こと でございます。「１ ．経 緯」につきましては 、先 ほど座長から御紹介 が
あったとおりですの で、 こちらについては省 略を させていただきます 。
「２．現状の評価 」の ところでございます 。ヒ アリングを踏まえた 当専 門調査会の評価は以 下
のとおりということ で整 理をしてございます 。
まず１点目、燃料価格 の低下を主因として 、平 成28年度の実績において 燃料費は想定原価よ り
も585億円と大幅に削 減さ れているということ で述 べてございます。こちらを受けて、四国電力か
らの説明では、伊方 原子 力発電所３号機の稼 働は、料金原価に織り込 み済 みであるということ に
加えて、自由化に 伴う契約 者の離脱等による販 売電 力量の減少による収 入減 の影響が大きいため、
規制料金値下げにつ いて は困難な状況である ということで説明がござ いま した。なお、退職給 与
金の割引率の引下げに伴 う数理計算上の差異 償却 費の増により想定原 価よ りも実績コストが上 回
っております。
販売電力量の減少等環 境変化に対しては、更な る経営の効率化が必 要で あるが、同社の販売 電
力量の減少程度は他 社と の比較では少ない落 ち込 みとなっている一方 、こ ちらのほう、注２で 他
社のところの電力販 売量 についての減という ことで、データを上げており ます。
一方、経営効率化 の深 掘りの程度は他社よ りも 低いものとなっている。 こちらの経営効率化深
掘りの程度について も、注３ということで、 他社との比較ということで、 数値を上げてござい ま
す。
このため、四国電 力には、経営効率化のた めの更なる取組が求めら れる ということで述べて ご
ざいます。
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最後のポツ、「な お」 でございますけれど も、経営効率化等による 規制 料金の値下げを行っ た
関西電力に倣って、 四国 電力は今後、経営効 率化 の成果を消費者へ還 元す ることも視野に入れ る
べきであるというこ とで述べてございます。
「３．今後の課題 」で ございます。まず１パラ 目でございますけれ ども 、電力・ガス取引監 視
等委員会は、原発再 稼働 の進展により、規制 料金 値上げの理由が失わ れた 際に料金引き下げが 適
切に行われることに つき 監視を行うことが必 要で あるということで述 べて ございます。四国電 力
については、監視等 委員 会により想定された 原子 力発電所が再稼働し たこ とを踏まえて追加の事
後評価が行われたと ころであり、四国電力以 外の 震災後に値上げを行 った 電力各社、括弧をし て
（北海道電力、関西 電力 ２社を除く）という こと で注記しております 。についても同様に、同 監
視等委員会が、原子 力発 電所の再稼働が進展 した 場合の原価算定期間 後の 事後評価を行うこと が
適切であるというこ とで言っております。
２パラ目、「また 」以 下でございますけれ ども 、監視等委員会にお いて は、現在、超過利潤 累
積額が一定水準を超 過し ているか否かなどの審査 基準に照らして各電 力会 社に対して料金変更 認
可申請命令の発動が 必要 かを判断するための 毎年 のチェックを行って いる 。「これに加えて」と
いうことで、監視等 委員 会が、原価算定期間 終了 後一定期間経過した後、 原発の再稼働の状況 い
かんにかかわらず、規制 料金適正性確保のた め、 想定原価と実績を比 較し てその乖離の状況を 確
認するなどの事後評 価を 各電力会社に対して 実施 することも望まれる とい うことで言っており ま
す。
最後のパラでござ いま すけれども、消費者 委員会は消費者庁ととも に今 後の状況に関し、注 視
していくこととした いと いうことで結んでご ざい ます。
事務局からの説明 は以 上です。
○古城座長

ありが とう ございました。

それでは、意見案 につ いて、御質問や御意 見の ある方は御発言をお 願い いいたします。
古賀委員、お願い しま す。
○古賀委員

よくお まと めていただいて、あ りが とうございました。

２ページ目の３行 目「 経営効率化の成果を消費 者へ還元することも 視野 に入れるべきである 」
というところを、も う少 し強く「還元する努 力を 行うべきである」の よう にしていただきたい と
いうことが１点です 。
それから、これは規制 料金適正性確保とい うこ とを今後の課題とし て言 ってくださっている の
ですけれども、要す るに 、向こう３年間というか 、2020年までのこと だと 考えるのですが、現 状
では自由化した部分 の料 金で、低圧部分など についても値上げがされ るよ うなことも起きてい ま
すので、電力小売自 由化 の中で自由化部分で の値 上げなどがされる場 合も 、消費者への丁寧な 説
明がされているかな どに ついても留意すべき であ るということを一つ入れ ていただきたいと思 い
ました。
それから、こ の電力各社 という中（北海 道電力と関 西電力２社を除く ）となっ ているのですが、
もしかしたら一般の 人にとっては東北と九州 につ いては、特に九州の場合 は原発で結構いろい ろ
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ありますので、そう いう ところについての原 価算 定期間後の事後評価 がさ れていないことについ
て、陶山委員から御 意見 があると思うのです けれ ども、そういうことにつ いて触れるかどうか 、
議論していただけた らと 思いました。
○古城座長

古賀委 員の 御指摘は二つあって 、ま ず前者は２ページの 上の ほうで、ちょっとま ど

ろっこしい書き方に なっ ているからもう少し強く 書けという御指摘な ので すが、一番強く「還 元
する努力が必要であ る」と書くと、ちょっと 強目 になりますね。「努 力が 必要である」という の
はどうですか。
丸山参事官、お願 いし ます。
○丸山参事官

申し わけ ございませんが、皆 様で 御議論していただけ れば と思います。

○古城座長

皆様、どう ですかね。

○小浦委員

賛成で す。

○井手座長代理
○古城座長

い いの ではないですか。

では、 そう いうことで修正して くだ さい。

２点目をもう一度、お 願いします。
○古賀委員

文章的 にど うするかというのは 難し いのですけれども、 現状 において審査基準で超

過利潤などが超過し ている場合には、料金変 更命 令対象になるかとい うのを毎年チェックして い
ただいているわけな ので すが、これに加えて 、一 定期間経過後は再稼 働状 況いかんにかかわら ず
料金適正性確保のた め、 乖離の状況を確認す る評 価等を実施すること も望 まれるというのは具 体
性がないかなとも思 っているのですけれども 、逆 に質問なのですが、これ は要望として出すと い
うことでしょうか。
○古城座長

こう書 いて あるので、要望とし て出 すということですね 。

○古賀委員

それと 、先 ほど申し上げたのは 、規 制料金というのが、経過 措置が外れる2020年 後

どうなるかというの がま だ議論の途上ですけ れど も、今の電力の小売 が昨 年自由化されて、例 え
ば北陸電力などの場 合は、自由化された中で、そ の部分でも消費者に非常 にかかわる部分につ い
て値上げがされてい るというようなこともあ りま すので、そういう場 合に は消費者への丁寧な 説
明が必要であるとい うよ うなことも、今回の 論点 には関係ないのです けれ ども、どこかに入れ て
いただけたらなとい う要 望なのです。
○古城座長

そこは 議論 になるところで、今 の規 制料金というのは、もと もと競争が働かないの

だから、料金規制で 消費 者を守ることが必要だと いうことになってい るわ けで、競争が働いてい
るのだったら競争で 守ら れるのだから、役所が入 ってきていろいろや ると いうのはかえって弊 害
が多いという考え方 。だ から、その定式に基 づく と、自由化している 料金の変更について説明 し
ろなどという必要はない ということになるの です 。
陶山委員、お願い しま す。
○陶山委員

ただ、 競争 状況ができているか とい うところが非常に論 点と しては出てくるので 。

○古城座長

もちろ んそ うです。

○陶山委員

今後の 課題 として規制料金、こ れは いつ外すのか、どう いう 考え方で外していく の
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かということが大き な課 題になってくるとは 思う のですが、市場が競 争状 態にある、そのこと に
よって消費者が利益 を得 ている状況の見定め が非 常に重要になってく ると 思います。古賀委員も
おっしゃったように 、こ こに書くかどうか、 書き 方にも工夫が要ると は思 いますが、制度等は理
解しつつも、今後の 多く の消費者の利益のた めに ということで、その 視点 は必要かと思います 。
○古城座長

丸山参 事官 、お願いします。

○丸山参事官

一つ の提 案ですけれども、先ほど古 賀委員や陶山委員が おっ しゃったような点は、

この２年やっており ます電力・ガスの小売自 由化 についてのフォロー アッ プで課題になると思 っ
ております。ですの で、今 の御意見についてはフォ ローアップのところ で御議論していただいて 、
取りまとめのところ で成 果としてまとめてい ただ くということも一つ の方 策としてあると思い ま
す。
○古城座長

古賀委 員、 お願いします。

○古賀委員

今、お っし ゃっていただいたこ とを 最後の行のところで「消 費者委員会は消費者 庁

とともに、自由化後の料 金のフォローアップとと もに今後の状況に関 し、規制料金の適正性確 保
にも注視していくこ とと したい」というもの を入 れていただけるとお さま りがいいかなと思う の
ですが。
○古城座長

でも、 古賀 委員のおっしゃって いる のは自由料金、競争 料金についてでしょう。今

回は規制料金につい ての意見なのです。だか ら、先ほど言ったように 、据 わりとして自由化の 話
でそれを取り上げる のはいいのですけれども 、規 制料金のフォローア ップでそれを盛り込んでし
まうと、少し異質な もの をくっつけてしまう こと になる。
○古賀委員

了解し まし た。

○古城座長

ほか、 いか がでしょうか。

井手座長代理、お 願い します。
○井手座長代理

今 のと ころで「これに加え て、同監視等委員会が」 とい うそれ以下の４行です

けれども、これはや るこ とについてはいいと思う のですが、現状でこ れを 実施するには、何か ハ
ードルはあるのです か。 法的や規則などを変 更し なければいけないと か。望まれるのはいいの で
すけれども、結構ハ ード ルが高いのかなと思うの ですが、これについ てや ろうとすればどうい う
手順を踏まなければいけ ないのか、そこのと ころ を教えていただけれ ばと 思います。
○丸山参事官

もし 仮に こちらで要望ということ で出すのであれば、 監視 等委員会でどういう 形

で受け止めをしてい ただ くのかということに なろ うかと思います。毎 年や っていく審査基準に つ
きましては、規則で 明確に 位置づけております ので、それに従ってやると いうことですけれども、
本意見案はそういっ た形 で位置づけられてい ない ものについて言及し てご ざいますので、仮にこ
ちらの案どおりで発 出し たということであれ ば、 どう受け止めていた だけ るかということにな る
かと思います。
○井手座長代理

そ うい う意味であれば、消 費者 委員会とか消費者庁 がこれをぜひともやるべ き

だというのであれば 、「実施することも望ま れる 」ではなくて「実施 すべ きである」という強 い
書きぶりでも構わな いの でしょうか。
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○丸山参事官
○古城座長

そこ はむ しろ御議論いただけ れば。
構わな いというか、私は「すべ きで ある」という井手案 に賛 成ですが、それは何か

障害があるかという 質問 ですが、それはこ ちらで勝 手に自由に議論でき ると いうことでしょうね。
○丸山参事官

現状 こう いったスキームがな いということでございま すの で、何かそれで支障 が

あるかというと、そ れは もしかしたら受け止 める 側のほうで何が支障であ るかということで、そ
の要因が考えられるかも しれないですけれど も、 そういうものよりも 、む しろこういったこと を
やることが必要であ ると いうことで、委員会のほ うで強く認識すると いう のであれば、要望と い
う形で言うこともあ ろう かということです。
○古城座長

そうで すね 。私は必要だと思い ます 。

これでよろしいで すか 。井手座長代理の意 見で 、強く書くというこ とで。
○古賀委員

はい。

○古城座長

ほか、 いか がでしょうか。

井手座長代理、こ れだ けでよろしいですか。
○井手座長代理

結 構で す。

○古城座長

小浦委 員、どうでしょうか。

○小浦委員

ヒアリ ング を聞いておりまして 、コ スト削減こちらと温 度差 がありましたので、

○古城座長

ほかに ござ いませんでしょうか 。

そうしたら、時間をま だ随分余らせており ます けれども、これで四 国電 力についての議論も 終
わりにしたいと思い ます 。
非常にわずかな修 正意 見がありますけれど も、 大体この本体と今の 修正 意見を入れた形でま と
めたいと思います。
最終案については 、皆 さんに修正した後御 意見 を伺いますが、修正 の仕 方については私に御 一
任いただいてよろし いで しょうか。
それでは、私のほ うで 原案を修正した上で 、皆 さんの意見を聞いた 上で 、消費者委員会本会 議
に報告したいと思い ます 。

≪３．閉会≫
○古城座長
○丸山参事官

最後に 、事 務局から連絡事項は ござ いますか。
本日 も熱 心な御議論、どうも あり がとうございました 。

次回の会合につき まし ては、確定次第、御 連絡 をさせていただきま す。
○古城座長

それで は、 本日はこれにて閉会 とさ せていただきます。

お忙しいところをお集 まりいただきまして 、あ りがとうございまし た。
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