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１、電力自由化の基礎知識 
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電力自由化とは既存電力会社の三分割 

誰でも電気を売ることが可能になった。 

発電 送配電 小売 消費者 

電力会社の発電・送配電・小売の三分割 

これまでの電力会社（一般電気事業者） 

市民の
再エネ 
発電所 

新電力 
新電力
消費者 

誰でも小売会社を選べる 誰でも発電できる 誰でも電気を売れる 

地域の資源で発電し、 
地域の小売会社で 
地域の消費者に供給 



送配電網の役割・需要と供給を調整 

送配電網 
 
 

エリア 
全体で 

需給調整 

新電力のユーザー 

新電力の契約発電所 

他の電力会社ユーザー 

火力発電など 

ダム水力発電 

90kW 

100kW 

電気の使用はATM方式 
足りない分は送電網が補う 
100％再エネは難しい 

10kW 



新電力への切り替えは、新電力に連絡するだけ 
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GPPに 
スイッチ 
します。 

GPP 

Aさんが 
当社に 
スイッチ 
されます。 

Aさん 

電力広域的運営 
推進機関 

GPPの電気が届く 

東電パワーグリッド 
スマートメーターへの交
換。 

① 
② 

Aさんが 
GPPに 
スイッチ 
されました。 

③ 

電気料金や電源
構成などを調べ
て電話するだけ。 

④ 
託送と検針 

東電ほかとの協議は
GPPが全てやります。 

東電内部での
連絡と手続き 

東電パワグリに
必要書類 

広域機関にスイッチング申請 グリーンピプルズパワー 

GPPの 
発電所 



２、電力自由化と 
  再生可能エネルギー 
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河北新報 2017年７月１日  
＜再生エネ買い取り５年＞送
電網「パンク」寸前 
より 

＜北東北 空きゼロ＞ 
 東北電は、新潟を含む東北７県の既
存の送電線と変電所の容量をベース
に、既存の発電所（停止中の原発を
含む）が作る電気に再生エネの接続
申請分を追加する形で空き容量を算
定している。 
 ５月末現在の空き容量ゼロ地域は
図の通り。北東北３県は２０１６年５月
からゼロで、他県も地価が高い都市
部などを除き多くのエリアで容量が埋
まった。 

パンクの原因は「原発」？ 

送配電網の空き容量？ 



送配電網増強の要因は再生可能エネルギーではない 

電力・ガス取引監視等委員会 
「送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討WG」資料 
下段の数字は送配電網の資産価値。再エネ関連は少なく１４％のみ。 
再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会（第4回）‐配布資料３−１ 



再生可能エネルギーも計画値３０分同時同量 

電気は「なまもの」。今できた電気は、今使わないと消えてしまいます。 
日本は１日を48コマに区切り、30分ずつ需要と供給を合わせています。（需給調整） 
送電網全体の大きなエリアで調整すれば楽なのに、日本では小さな小売会社の中でも、
これを一致させることを求めています。 
再生可能エネルギーを供給しようとする新電力には、とても不利な仕組みです。 

実需要と計画の不一致＝インバランス 

東京都環境公社「新電力セミナー」資料より 



FIT再生可能エネルギーの仕入原価 

再
エ
ネ
の 

環
境
価
値 電

力
消
費
者 

環境価値＝ 
FIT上乗せ額 

電
力
会
社 

（新
電
力
） 

電気料金 電気価格 

再
エ
ネ
の 

電
気
価
値 

再エネ発電事業者 

費用負担調整機関 

再生可能エネルギー
賦課金2.65円/kWh 環境価値対価を

３ヶ月後に交付 

消費者から預かった 
賦課金をプール 

2017年度価格 

仕入価格 

送
配
電
会
社
買
取 

非
化
石
証
書 

価
値 

２０１５年までは 
「仕入価格」は 
「回避可能費用」という呼び方で 
原油の生炊き（最も安い燃料）価格とされていた。 
２０１６年から「市場価格連動」となり 
「変動相場」になった。 昨年の平均価格は14円/kWh 

購入 



３、電力自由化と原発問題 
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発送電分離に逆行する「東電救済」 

13 電力システム貫徹のための政策小委員会の「中間とりまとめ」２１ページ 

（参考図14）第三者機関（例：原賠・廃炉機構）による資金管理スキームのイメージ  

東電ホールディングスが福島原発事故対応を一手に担当することにし、発電、送配電、
小売の各部門（各社）が合理化努力で得た利潤から、ホールディングスに対策費用を
上納します。「東電の総力を挙げて」という「魔法のキーワード」です。 

電力自由化の発送電分離と逆行 託送料金は東電負担 
ではなく消費者負担 



原発中心のイビツな市場形成 

 「ベースロード電源市場
創設」の目的は、旧電力
が抱える低コストの電力
を広く市場で取引できる
ようにすること。しかし・・ 
 ベースロード電源とされ
る原子力発電は、決して
安くはない。これは、高い
電気を安い電気に混ぜて
売る市場だ。 
 これを「経済合理的」と
強弁。再エネは「非化石
価値取引市場」で、これ
は原子力と混ぜて、温暖
化対策の目標達成の数
字合わせにしか使われな
いように見える。原発と
セットなので、再稼働が進
めば、再エネは押し出さ
れる・・。 

「再エネ」は市場価格＝値段のない電気。１００のうち９０を埋める再エネ電気があった
ら、残り１０の電源の価格で市場価格決定。最も電気代が安くなる。ところが、一定の
ベースロード電源を先に枠取りすることで、この仕組みを破壊。容量市場（調整電源）
は「代金支払済み」なので、これも入れると、再エネが市場から押し出される・・・。 



政府のエネルギー政策は風力発電の封じ込め 
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日本の基本政策である、
2030年に原発22％、石
炭26％を確保するため
に、再エネに陣地をや
るわけにはいかぬ。 
 
それで・・。再エネで最
大のポテンシャルがあ
る風力発電を、全電力
の１．７％に抑えこむ・・
という計画。 
 
２０１７年は「エネル
ギー基本計画」改定の
年。再エネ中心の長期
ビジョンを働きかけよう。 

２０１５年７月 
長期エネルギー需給見通（経産省） 

風力 

風
力
発
電
の 

本
当
の
実
力 

風力 
風力 

風力 



４、電力自由化の現状 
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じつは進んでいる？「電力自由化」 
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自由化比率はなんだか大きいけれど・・・ 
新電力のシェアは平均８.６％だが、半分は同一電力会社内切替で、実態は４％そこ
そこ。低圧（一般家庭など）は、まだ2％程度にとどまっている模様。 
北陸電力は0.9％、中国電力は0.3％と、地域差が激しいのも特徴。 

電力・ガス取引監視等委員会事務局作成)  



まだまだ旧電力が電気を握っている 

一般社団法人エネルギー情報ネットによる「新電力ネット」のサイトより「全国の販売量ランキング」 
小売電気事業者数は６月９日時点で４０１事業者（電力・ガス取引監視等委員会のサイトより） 

高圧、特別高圧を含む全部 

電灯のみのランク 

単位は千kWh 



パワーシフトな電力会社 
http://power-shift.org 

http://power-shift.org/


５、電力自由化・FAQ 
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なぜ安くなるの？/ 本当に信用できるの？/ 停電になりやすくない？ 
手続きは面倒ではないの？/ 一旦変更した後、また元に戻すことはできるの？ 
屋根にソーラーパネル乗せて売電しているけど、電力会社変えたらどうなるの？ 
自然エネルギーの割合を増やすとかって可能 



なぜ安くなるの？ 

事実として安くなっていません。事実上、高止まりの様相。 

経産省総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会（2017年4月21日・第3回）‐配布資料 



電気代が安くならないわけ 

電気の 
仕入価格 

託送料金 

再エネ賦
課金 

営業経費 

需給調整 

燃料 
調整費 

旧電力の持つ巨大水力が最低価格？石炭、原発、
石油、天然ガス・・という旧式な価格システム。 
FIT再エネの仕入価格は市場価格連動（変動相場）。 
小売の観点からの有利性を消されている。 

マスコミ報道されているような、家庭用は9円/kWhに
固定というような世界は存在しない。 
基本料金と従量料金制で、ユーザーごとに違うし、
同じユーザーでも毎月変わる。 
低圧電力（動力）契約では40円/kWhを超えることも。 

FIT再エネは、石油火力と同じ扱い。 
今はマイナスだが、石油価格が上がりはじめると
高騰の要因に。（毎月変動） 

従量電灯B契約の場合、多くが逆ザヤに。 

12.0 

9.0 

2.65 

-3.08 

5.0 25.57円/kWh 



本当に信用できるの？/ 停電になりやすくない？ 
手続きは面倒ではないの？ 



エネチェンジで検索してみたら・・・ 

Niftyでんき、LP10、Looopでんき 
が上位に。 
年間で8,000円から10,000円の削
減！こりゃすごいなあ。 
と、Looopの内訳を見ると、実際は
4,000円ちょいの削減だが、エネチェ
ンジからの4,000円プレゼントがつい
た値段だった！ 
 
ちなみに年間4,000円は月に３３３円
安くなるだけ。 



一旦変更した後、また元に戻すことはできるの？ 

元に戻すって？・・・・・・また、東電に？ 
あり得なくはないですか。 
おそらく、選んだ小売電気事業者が倒産したとかの場合ですよね。 

電力・ガス取引等監視委員会のHP・小売全面自由化に関するQ&Aよ
り 



屋根にソーラーパネル乗せて売電しているけど、 
電力会社変えたらどうなるの？ 

これは東電に販売 

こちらは新電力から
購入 

問55．現在、家庭の屋根の上に設置している太陽電池で発電した電気を、固定価格買取り制度により一般
電気事業者に購入してもらっています。電気の購入先を別の小売電気事業者に切り替えた場合、この買取り
はどうなるのでしょうか。 
 
答．電気の購入先を変更したとしても、太陽光発電設備により発電した電気の売電に係るこれまでの契約が
変わるわけではありません（固定価格買取制度については、問33参照。詳細は、資源エネルギー庁のＨＰ等
で御確認ください。）。 
 電力・ガス取引等監視委員会のHP・小売全面自由化に関するQ&Aよ

り 



自然エネルギーの割合を増やすとかって可能 
日本は再生可能エネルギーの潜在能力は高い国です。 
2030年に100％も資源的には不可能ではありません。問題は政策です。 
電気の需給調整では、再生可能エネルギーにあえて計画的発電を求めるなど不合理。 
送配電網への接続にも、いろいろな制約があります。 
それをかいくぐって、つくれるのは50kW未満の再エネ発電所。 
これを市民の力で無数に作れれば、状況を変えられます。 

日本の電力需要
の４倍を超えるポ
テンシャルが、風
力発電だけであり
ます。 



６．じゃあ、私たちは 
  どうすれば良いの？ 
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そこでまず、三つのことをはじめよう！ 
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１、ともかくスイッチングを！ 
東電にお金を払うことから、１日も早くおさらばしましょう。東電のシェアを減らすこ
とが、電気の仕組みを変える「最初の一歩」。その次は、できるだけ脱原発度が高
く、地域資源を活用し、再エネ比率の高い新電力を選びましょう。 
 

２、再エネ発電所づくりを応援しよう！ 
再生可能エネルギー発電所の建設は各地で邪魔されています。FIT(買取）価格は
下がるのに、系統（送電網）への接続費用は上がっています。 
本来は「儲かる」発電事業もギリギリに。そんな建設を市民のお金でサポートする
ことが必要です。発電所への直接出資も、電気を買うことも、再生可能エネルギー
事業への応援になります。 
 

３、日本のエネルギー政策を変えよう！ 
再エネが伸びるのを押さえ、石炭と原発の道をつくる・・のが日本の政策。 
ならば。これを変えさせましょう！ 
「地方議会での決議、意見書」「地元国会議員への要望書」「政府へのパブコメ提
出」「マスコミへの投稿や意見」「パワーシフトの賛同署名」、そして選挙のときには
棄権せず、かならず投票しましょう（「緑茶会」HPも参考に）。 



旧電力（東電など）を市場から追い出そう！ 

 
 

小さく 
なった 
市場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新電力のユーザー 

新電力の契約発電所 

旧電力のままのユーザー 

火力発電など 

ダム水力発電 

50％ 

50％ 
50％ 

電気のルールはATM方式。送電ロスなど関係ありません。 

送配電網 

大きく 
なった 
市場 

50％ 

ドイツでは大手電力の占有率が44％に。 



市民のお金で再エネ発電所を増やすサポート 
私募債や市民ファンド、
信託など、いろいろな方
法で資金調達。全国に
800を超える市民事業が
生まれている。 

31 

調布まちなか発電 

多摩電力 

元気力発電所 

足温ネットえどがわ 



おしまい。 
グリーンピープルズパワーもよろしく！ 

http://www.greenpeople.co.jp 
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