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電力需要関数の地域別推定
Regional Electric Power Demand in Japan
キーワード：電力需要関数、価格弾力性、地域別需要
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細江

宣裕

これまでの日本の電力市場改革に関する議論においては、電力市場を特徴付ける最も重要な要素
の 1 つである需要の価格弾力性について、たとえば、0.1 やゼロといった非常に小さい値が先験的に仮
定されてきたが、その仮定の妥当性について検証されたことはほとんどなかった。本稿では、日本国内
の電力需要関数を地域別に推定し、電力需要の価格弾力性を計測した。その結果、地域別の価格弾
力性は、短期では 0.100 から 0.300 の間、長期では 0.126 から 0.552 の間にあり、都市部よりも地方部
の方が相対的に高い傾向があることがわかった。先験的に仮定された 0.1 のような弾力性に関する仮
定については、日本全体を集計して考える場合には一定の妥当性はあるものの、この仮定を地域別の
分析に当てはめることや、さらに小さい 0.01 やゼロという値を仮定することには問題があることが示され
た。
１．はじめに
1.1 研究の動機
1.2 既往研究のサーベイ
２．モデルとデータ

３．推定
3.1 電力需要関数の推定結果
3.2 電力需要の価格弾力性についての考察
４．結語

１．はじめに

滅させつつある。また、規制当局が電力会社の
真の費用構造を正確に把握できる保証はない。

1.1

研究の動機

このとき、独占による(潜在的)競争圧力の欠如
は X 非効率と呼ばれる経営上の非効率をもたら

電力産業は発電や送配電設備などに大きな固
定費用を必要とする一方で、その可変費用は比

すし、公正報酬率規制は Averch=Johnson 効果
と呼ばれる過剰な資本投入を誘発する1。

較的小さい典型的な装置産業である。そのため

欧米では、規制緩和によって市場での競争を

に強い自然独占性を持つと考えられ、規制当局

促進することで、独占による非効率を改善しよ

は、一般電気事業者と呼ばれる電力会社に対し

うとする試みが既に 1990 年代に始まっていた。

て独占的な経営を許可する代わりに電気料金へ

こうした規制緩和は、資源の効率的な配分をす

の公正報酬率やユニバーサル・サービスを維持

る責任と権限を規制当局から市場に移すもので

するための供給義務等の規制を課してきた。こ

ある。しかしながら、ただ市場に任せれば良い

うした手法は、規模の経済性による独占のメリ

ということではなく、規制緩和が市場参加者の

ットが大きく、かつ電力会社の費用構造を外部

行動をどのように変化させるのか、なかんずく、

から正確に把握することが可能であり、独占状

大きな市場占有率をもった電力会社が、独占力

態であってもその弊害を少なくできる場合には、

を行使して市場を歪めることがないか監視する

社会的に望ましい結果をもたらす。しかし、こ

必要がある。そのためには、規制当局が市場動

の前提が実際に成り立つとは限らない。例えば、

向を把握できるだけの十分な情報を持っていな

近年の技術進歩は小型でも高効率な火力発電を
可能とし、発電分野における規模の経済性を消

1

Averch and Johnson (1962)参照。
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ければならない。実際、自由化を先行して実施

1.2

既往研究のサーベイ

している欧米では、規制緩和政策の裏付けとな
る理論的・実証的研究が少なからず蓄積されて
きている。

需要の価格弾力性に関する検討は欧米では広
く行われている。ただし欧米では、自由化の恩

一方、日本においても 1990 年代以降の長期

恵が小規模需要家、とくに一般家庭にまで及ん

的な経済低迷の中で、経済の構造改革が議論さ

だか否かに関する議論が 1 つの焦点になってお

れるようになった。その一環として、それまで

り、その種の分析の多くが家庭用を中心とする

地域独占とされていた電力市場においても様々

いわゆる電灯需要を対象としている。その一方

な規制改革が検討され、一部はすでに実施され

で、日本における小売部門の自由化は、2000

てきた。しかし、そうした議論の根拠とされた

年に工場やオフィス・ビル等の大規模需要家向

ものの多くは海外における研究成果や先行事例

けの特別高圧供給について開始され、自由化の

であり、日本の電力市場に関する分析が十分に

範囲がその後の数年をかけて高圧供給にまで順

なされてきたとはいえない。海外の先行事例か

次拡大されてきたところである。しかしながら、

ら多くの教訓を得ることは重要ではあるが、そ

これまでの自由化範囲においてさえ新規参入が

れがそのまま日本に当てはまるという保証も無

あまり進んでいないことから、一般家庭等の小

い以上、日本独自の電力需給構造や電力ネット

規模需要家向けの市場にまでさらに自由化範囲

ワーク、規制や制度等を考慮した分析が必要と

を広げることは、2007 年に一時棚上げとなって

される。とくに、実際に規制改革を実施した場

いる。したがって、日本の当面の電力自由化に

合の影響を議論するためには、シミュレーショ

ついて考察する際に重要なことは、家庭用の電

ン等による定量的分析は不可欠である。その際

灯需要ではなく産業用や商業用といったいわゆ

に問題となるのは、電力需要の価格弾力性など

る電力需要に関する議論である2。

の市場構造を特徴づける係数の値である。ここ

そのような視点で見ると、産業用や商業用の

にどのような仮定を用いるかによって、シミュ

電力需要を対象としている研究は実はそれほど

レーションの結果が大きく左右される。この重

多くはない(表 1)。この分野を対象とした研究と

要性がしばしば指摘される一方で、実際の分析

しては、Anderson (1971), Mount et al. (1973),

で用いられる価格弾力性の値は 0.1 や 0.01、あ

Pindyck (1979)などがあり、これらの推定結果

るいはゼロといった、分析者の直感に基づく先

はしばしば先験的に仮定される値と近い3。一方

験的な仮定に依拠したものが多い。

で、近年では Hisnanick and Kyer (1995)や

例えば、夏場のピーク時間帯で既存事業者が

Kamerschen and Porter (2004)がアメリカの

市場支配力を行使して価格をつり上げた場合の

時系列データを用いた推定を行っており、それ

影響についてシミュレーション分析を行った金

ぞれ需要の価格弾力性について 0.185、あるい

本他(2006, 第 5 章)や田中(2007)では、需要の

は 0.34 から 0.55 との推定結果を得ており、こ

価格弾力性について 0.1 と仮定している。
また、

れらは先験的に仮定される値よりも大きい。
日本の電力需要に関しては、Pindyck (1979)

Hattori (2003)では、同様の分析において、需要
の価格弾力性について 0.1 から 1.0 まで幅を持た
せた形で仮定して分析している。こうした仮定を
おく理由は、Hattori (2003)が指摘したように、
また、すぐあとに示すように、これまでこの種
の弾力性についての実証的検討がほとんどなか
ったからである。

2

日本においては、大口電力や小口電力契約が産業用電力に
該当し、業務用契約が商業用電力に該当する。本稿では、具
体的にデータ系列に関して議論しない限り、これらをそれぞ
れ産業用および商業用と呼ぶことにする。また、研究によっ
ては、産業用電力のデータ系列の中に商業用電力が含まれる
場合もある。その場合には、その都度注釈する。
3 この他に、Fisher and Kaysen (1962)が、1956 年のアメリ
カの州別データを用いて産業別の電力需要を推定している。
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表 1 電力需要の価格弾力性の推定に関する主な先行研究
国

部門

アメリカ

製造業

データ

価格弾力性の
推定値

横断面
Anderson (1971)1/

1.94

州別
1958, 1962

商業
Mount et al. (1973)1/

プール
47 州

アメリカ
産業

1947–70

短期: 0.17
長期: 1.36
短期: 0.22
長期: 1.82

カナダ

0.14

フランス

0.16

イタリア

0.13
0.12

日本
Pindyck (1979)

オランダ

産業 2/

ノルウェー

時系列

0.07

1959–73

0.08

スウェーデン

0.12

イギリス

0.15

アメリカ

0.08
0.12

西ドイツ
プール
Matsukawa et al. (1993)

日本

製造業

9 地域

0.63

1980–88
Hisnanick and Kyer (1995)

アメリカ

製造業

Kamerschen and Porter (2004)

アメリカ

産業 2/

1/
2/

時系列

0.185

1958–85
時系列
1973–98

0.34–0.55

Taylor (1975)参照。
商業部門を含む。

が時系列データを用いて 10 ヶ国のエネルギー

自己価格弾力性が 0.63 であることを示した4。

費用関数を推定する際に、その中のエネルギー

これ以外には、内閣府(2001), (2007)が、沖縄以

構成要素の 1 つとして電力需要を分析して、電

外の 9 地域全体を合わせた総電力需要関数(家

力需要の価格弾力性が 0.12 であるとしている。

庭用の電灯需要も含む)を推定し、1981 年度か

Matsukawa et al. (1993)は、地域別データを用

ら 1998 年度のデータを用いて 0.441、1986 年

いて日本の電力需要を推定した数少ない論文の

度から 2005 年度のデータを用いて 0.373 とい

ひとつである。そこでは 1980 年から 1988 年の

う価格弾力性を得ている(ただし、需要関数の関

沖縄を除く 9 電力会社についてのプールド・デ

数型は両者の間で若干異なる)。

ータを用いて製造業のエネルギー需要を推定し

こうした全国データやプールド・データを用

ている。トランスログ型で特定化したエネルギ

いて推定を行うということは、分析の前提とし

ー集計財の需要関数を考え、その投入要素とし

て日本全国を統合された単一の電力市場として

て石油、ガス、石炭、電力の 4 つのエネルギー

とらえていることを意味する。しかしながら、

源を区分したシェア方程式を導出して、これを
推定している。その推定結果から、電力需要の

Matsukawa et al. (1993)では、家庭用の電灯需要につい
ても、投入要素としてガス、灯油、電力を考えた同様のモ
デルを用いて推定を行い、価格弾力性が 0.37 であるとして
いる。

4
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日本では地域ごとに発電から送配電まで垂直統

域内総生産( GRPi ,t )、気候条件により冷暖房機

合された電力会社(一般電気事業者)が、各々ほ

器の利用度合いが変化した時の影響を表す冷房

とんど独立に自らの地域の需要構造に見合った

度日( Cool i ,t )と暖房度日( Heat i ,t )を考える 6。エ

供給体制を整えてきており、送配電以外の発電

ネルギー間の代替可能性を考慮し、代表的な電

と小売の分野が部分的に自由化された現在でも

力の代替エネルギーである石油の価格として石

各地域の自給自足を前提とした需給構造は大き

油製品平均の国内企業物価指数( Ppet t )を説明

く変わってはいない。規模に関して言えば、東

変数に加える。また、2000 年度以降の小売自由

京電力が発受電量で見て世界最大の電力会社で

化期間について定数項ダミー( Dt )を全国共通の

ある一方、北海道電力や北陸電力、四国電力は

変数として導入する。最後の Qi , t −1 は 1 期ラグ付

その 10%程度の規模しかない。また、南北に長

き従属変数(電力需要量指数)であり、電力需要

い日本列島では気候条件が大きく異なり、北海

の動学的調整メカニズムをコイック・ラグとし

道と九州とでは需要構造が大きく異なることは

て表現するために導入した。このモデルの特定

十分に考えられる。こうして考えると、電力市

化の下では短期の価格弾力性は β i 、長期の価格

場の規制改革に関して全国一律の枠組みで議論

弾力性は β i (1 − δ i ) であり、ともに時間を通じ

することには無理があるかも知れず、したがっ

て一定となる。なお、価格と金額の変数につい

て、個別に各地域の特徴を考慮する必要がある。

ては国内企業物価指数の総平均を用いて実質化

そこで本稿は、電力需要関数を地域別に推定す

した。

ることにより、各地域電力市場を特徴付ける需

これらのデータについては、電気事業連合会

要構造を明らかにする。その中で、これまでし

ホームページ、『県民経済年報』、『エネルギ

ばしば先験的に仮定されてきた価格弾力性の値

ー・経済統計要覧』などから入手したものであ

の妥当性についても吟味する。

り、1976 年度から 2003 年度までの 28 年間の
年次データを用いて推定を行った。なお、本稿

２．モデルとデータ

で使用したデータに関する詳細な説明は付録に
示した。

電力会社(一般電気事業者)の営業地域区分は
日本全国に 10 あるが、そのうち、沖縄を除く

３．推定

北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、
四国、九州の 9 地域を個別に分析する。各地域

3.1

電力需要関数の推定結果

i について電力需要関数(1)、
′
log(Qi ,t ) = α i + β i ⋅ log( pi ,t ) + λ i log(Xi ,t ) + δ i ⋅ log(Qi ,t −1 )

(1)
を考える。ここで、 Qi ,t は各社の電力需要量の
指数、p i ,t は電力の平均価格の指数である5。X i,t
は電力需要に影響するその他の説明変数である。
具体的には、各地域の経済活動の規模を表す地

通常の最小二乗法を用いて推定した結果が表
2 である。電力価格の係数(すなわち短期の価格
弾力性)の推定値は、全ての地域において一貫し
て有意に負であり、理論的整合性の点で問題は
ない。推定された短期と長期の電力需要価格弾
力 性 の 範 囲 は 、 短 期 で は 0.100( 関 西 ) か ら
0.300(四国)の間、長期 では 0.126(関西)から

5

本稿における電力需要とは電灯電力需要使用電力量の販
売電力合計から電灯合計を除いたものであり、これは、電
気事業連合会ホームページの『電力統計情報』にデータ系
列として示されている「電力需要」と「特定規模需要」と
の和に一致する。

冷房度日とは、最高気温が 24 度を超える日の平均気温と
基準温度の 22 度との差を各年度で積算した値であり、暖
房度日とは、最低気温が 14 度を下回る日の平均気温と基
準温度の 14 度との差を積算した値である。

6
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0.552(北海道)の間にあることがわかる(図 1)。

ければならない。こうした制約を考えると都市

これらの推定値は、表 1 に示した一連の先行研

部よりも地方部の方が自家用発電設備の設置し

究における推定値と比較して大きく異なるもの

やすさの点で勝っており、この違いのために電

ではない。

力会社に対する電力需要が地方部においてより

地域別の傾向をみると、大都市を抱える東京

弾力的になると解釈できる。この推論は、推定

や中部、関西では非弾力的で、北海道や東北、

された石油製品価格の効果が、都市部で小さく、

北陸、中国といった地方部では相対的に弾力的

地方部で大きいこととも整合的である。本来は

である。今回の分析対象は電灯を除く電力需要、

こうした要因についても、推定モデル内に陽表

すなわち主に工場やオフィス・ビルなどの大口

的に説明変数としてとり入れて検証すべきであ

需要家が電力会社から購入する電力の需要であ

るが、実際に自家用発電設備容量や各地域の総

る。分析対象のうち、大口需要家の一部は自家

発電容量に占めるその比率などの変数を考慮し

用の発電設備を保有している。こうした自家発

た場合に、それらの変数には統計的に有意な影

自家消費電力は、電力会社からの購入電力とは

響を認められなかった。これは、自家用発電設

代替的な関係にあると考えられるため、需要家

備の保有がそれを用いた発電量に直結する訳で

が必要とする総電力需要から自家発電自家消費

はないためなど、この種の代理変数の説明力が

を除いた残りが電力会社に対する電力需要とな

弱かったことが理由として考えられる。

る。したがって、自家発自家消費電力が多いほ

価格弾力性以外の係数について見てみると、

ど、電力会社に対する電力需要の価格弾力性は

地域内総生産の係数は 0.3 前後と地域間で大き

高くなる。自家用発電設備を設置するには、設

く異なることはなく、地域の規模が電力需要に

備自体の設置費用以外に土地や環境規制といっ

与える影響をコントロールしていることがわか

たいくつかの地域特殊的な制約要因を考慮しな

る。冷房度日については、中国と四国で有意で

表 2 推定結果(従属変数: 電力需要量)
地域内 石油製品
小売自由 従属変数 自由度修 ダービン
冷房度日 暖房度日
総生産
価格
化ダミー 1 期ラグ 正済 R2 h 統計量

地域

定数項 電力価格

北海道

1.08981 -0.29650 0.37040 0.19822 0.00852 0.01361 -0.05291 0.46303
[.048]
[.000]
[.000]
[.000]
[.005]
[.832]
[.003]
[.000]

0.994

0.191
[.849]

東北

0.15965 -0.26583 0.41314 0.15366 0.00907 0.13215 -0.04222 0.44448
[.649]
[.000]
[.000]
[.000]
[.098]
[.012]
[.012]
[.000]

0.996

-0.781
[.435]

0.13118 -0.10503 0.39612 0.06903 0.04826 0.07053 -0.02488 0.44674

0.999

東京
中部
北陸
関西
中国

[.447]

[.003]

[.000]

[.005]

[.000]

[.005]

[.021]

[.000]

0.267
[.790]

0.75692 -0.15385 0.37949 0.07743 0.04649 0.05172 -0.02123 0.39633
[.021]
[.005]
[.000]
[.022]
[.002]
[.068]
[.183]
[.001]

0.996

-0.189
[.850]

1.64525 -0.25447 0.34335 0.07470 0.02512 0.10417 -0.03626 0.28431

0.986

-1.117

0.64188 -0.10001 0.48696 0.11808 0.06296 0.04253 -0.03736 0.20813
[.008]
[.041]
[.000]
[.000]
[.000]
[.048]
[.004]
[.089]

0.996

-0.227
[.820]

0.95591 -0.26410 0.29245 0.16015 0.02364 0.06738 -0.05177 0.47152

0.985

-1.389

[.003]

[.025]

[.000]

[.000]

[.000]

[.000]

[.025]

[.001]

[.012]

[.160]

[.028]

[.092]

[.051]

[.022]

[.020]

[.264]

[.000]

[.165]

四国

1.64683 -0.30033 0.33273 0.22593 0.03047 0.04951 -0.04421 0.26978
[.003]
[.000]
[.000]
[.000]
[.117]
[.266]
[.038]
[.056]

0.980

0.292
[.770]

九州

0.68918 -0.22854 0.47181 0.13176 0.02583 0.04767 -0.04323 0.37057
[.008]
[.000]
[.000]
[.003]
[.045]
[.071]
[.013]
[.002]

0.996

0.402
[.688]

注: 括弧内は p 値を表す。
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0.8
区間推定(長期)
区間推定(短期)
点推定
0.01
0.1
Matsukawa et al. (1993)=0.63

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
北海道

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

全国平均

-0.1

注: 区間推定の信頼係数は 95%。全国平均は 9 地域の電力需要量をウェイトとする加重平均である。
図 1 価格弾力性の推定値

はなく、暖房度日については、北海道と四国に

ル化が必要であろう。

おいて有意ではない以外は、これらの気候に関

コイック・ラグとしての 1 期ラグ付き従属変

するコントロール変数の係数は有意で、理論的

数は、すべての地域で有意に正であり、かつ 1

に期待される正の符号が得られている。有意で

よりも小さい値であるので、動学的調整メカニ

なかったもののうち、北海道の暖房度日につい

ズムとして適当であると言える。この推定され

ては、この地域での暖房目的のエネルギー利用

た 係 数 は 、 時 間 の 経 過 と と も に δˆi か ら 、

はその多くを灯油等の石油系の燃料に依存して

δˆi2 , δˆi3 ," というように、電力需要に対してより

いるためであろう。

小さな影響しか与えなくなる。ある時点より s

小売自由化ダミーは、中部を除く全ての地域

年前のラグ付き従属変数の影響の大きさを表す

で有意かつ、符号は負である。すなわち、小売

係数 δˆis は、ほぼ 4 年を経過した時点でどの地域

自由化によって、既存事業者である 9 電力に対

においても 5%以下となる。これを目安にする

する需要が減少したことが示唆される。ただし、

と、本稿でいう長期の価格弾力性とは、4 年程

この結果の解釈には一定の留保が必要である。

度の時間の経過を考慮した場合の価格弾力性で

既存事業者から新規参入者へ需要家がシフトす

あると考えればよいということになる。

る動機は、価格等の供給条件の有利さに依存す
るはずである。しかしながら、ここではそうし
た詳細には一切立ち入っていない。小売自由化
の影響に注目したい場合には、より詳細なモデ
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合には、価格弾力性の値を 0.1 とする仮定はあ
る程度の妥当性があると言える。実際、各地域

これまで、電力需要は非常に非弾力的である

の電力需要量の標本平均をウェイトとして価格

という考えが電力市場を分析する人々の間で半

弾力性の 95%信頼区間の全国平均を計算する

ば常識とされてきた。そのため、電力市場に関

と、短期で 0.077–0.251 となり、0.1 以下とな

するこれまでの分析の中では、電力需要の価格

る可能性を捨てきれない(なお、長期では

弾力性として 0.1 や 0.01、あるいはゼロといっ

0.138–0.408 であり 0.1 を含まない)。

た非常に低い値を先験的に仮定することが多か

その一方で、地域ごとの電力市場の特徴に注

ったが、こうした仮定の妥当性について実証的

目しながら分析をする場合には、東京や中部、

に吟味されることはなかった。電気は発電と消

関西以外の地域において価格弾力性の値を 0.1

費を同時同量に行うという特性をもつ特殊な財

と仮定することは問題があると言える。また、

である。電力会社はミリ秒単位で変化する需要

0.1 よりさらに小さい値を先験的に仮定するこ

に対応して過不足なく供給するという義務を負

との妥当性についても、結論は否定的なものに

う以上、その実務的感覚として需要が価格に反

なる。すなわち、価格弾力性が 0.01 以下となる

応しないと考えることは理解できなくもない。

確率は、最も高い関西でも 3%程度となってお

しかしながら、電圧や周波数の瞬時の調整とい

り、この値を仮定する根拠は見当たらない。ま

った電気工学的な観点からの議論ならばともか

してや、ゼロという仮定が妥当性をもつ確率は、

く、ある程度の時間の経過を前提としたうえで

表 2 の推定結果のなかで電力価格の係数の t 検

規制改革が電力市場に与える影響を議論する場

定結果が示すようにほぼ 0%である。

合にも、こうした実務的感覚に依拠した先験的
な仮定が妥当であるという保証はない。そこで、

４．結語

これまでの推定結果を用いて、こうした先験的
仮定の妥当性について考察する。

日本の電力市場における規制改革について議

図 1 に、本研究で推定された価格弾力性の点

論する際には、欧米における研究成果や導入事

推定値と、その信頼区間(信頼係数 95%)を示し

例を根拠とすることが多い。ただし、欧米での

た。この図には、これまで議論してきた先験的

研究成果は当然のように欧米の電力市場を前提

な仮定である 0.1 および 0.01 と、Matsukawa et

としているため、その経験をそのまま日本の場

al. (1993)による推定値(0.63)も描き込まれてい

合に当てはめる際には慎重さが必要である。本

る。これによると、価格弾力性の推定値そのも

来であれば、日本の電力市場を特徴づける地理

のが比較的低い地域である東京と関西では、価

的・制度的条件を考慮した分析が要請されるも

格弾力性が 0.1 以下となる確率は 50%近くある。

のの、現時点では、そうしたものはまだ十分と

また中部でもその確率は 14%程度あり、価格弾

は言えない。従来は、最も重要な要素の 1 つで

力性が 0.1 以下となる可能性がないとは言えな

ある需要の価格弾力性のような係数でさえ実証

い。その一方で、それら以外の 6 地域では、価

的に推定されることは極めてまれであり、その

格弾力性が 0.1 以下となる可能性は無視できる

代わりとして先験的に非弾力的な価格弾力性が

ほど小さく、最もその確率が高い北陸でもせい

仮定されることが多かった。そこで、本稿は価

ぜい 0.6%である。したがって、東京、中部、お

格弾力性を推定するべく、電力需要関数の地域

よび関西の 3 地域における発受電量が日本全体

別推定を行った。その結果、地域別の価格弾力

の発受電量の約 3 分の 2 を占めることを考える

性は、短期では 0.100 から 0.300 の間、長期で

と、電力市場を日本全体で集計して分析する場

は 0.126 から 0.552 の間にあり、また都市部よ
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りも地方部の方が相対的に高い傾向があること
がわかった。この推定結果は、これまで先験的
に仮定されてきた需要の価格弾力性の値につい
ては、日本全体を集計して考える場合には 0.1
という仮定であれば一定の妥当性はあるものの、
地域別の分析のためにはその妥当性に問題があ
ること、また 0.01 やゼロを価格弾力性として用
いるという仮定が妥当性をもつ可能性は低いこ
とを示唆する。もちろん、本研究で用いたデー
タは年次データであるから、われわれが結論づ
けることができるのは、あくまでもこの種のデ
ータと整合的な電力市場に関するものに限定さ
れる。第 1 節で言及した夏期のピーク時間帯の
1 時間のような市場分析のためにここで推定し
た弾力性を用いることに意味があるかは明らか
ではなく、その意味で留保は必要である。
本稿では産業用と商業用のいわゆる「電力」
需要のみを分析対象としてきたが、ここでは分
析対象としなかった家庭用の需要についても、
同様の分析を進める必要があるであろう。また、
本稿の推定結果は地域別の電力需要関数として
は概ね合理的であるが、電力市場における供給
側の要因を考慮していない点で、将来的な研究
の拡張の際には注意が必要である。本稿におけ
る推定では、観測期間のほとんどが規制改革以
前の料金規制の時期にあたるために、小売自由
化期間についてダミー変数を用いてその影響を
吸収するだけで、電力価格の内生性を深く吟味
していない。しかし、今後の自由化の進展にと
もなって価格規制がより大きく緩和されるよう
になれば、需要要因だけでなく供給要因も考慮
した連立方程式体系を前提とした推定も検討す
る必要が出てくるであろう。
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本稿で用いたデータとその出典を表 A.1 に示
す。以下ではこれらのデータの作成方法の詳細
について説明する。まず、電力関連のデータは
電気事業連合会ホームページの『電力統計情報』
より入手した。ただし、ここでの電力需要量と
は、「電灯電力需要使用電力量」の「販売電力
合計」から「電灯合計」を差し引いたものであ
り、「電力計」のデータとは一致しない。なぜ

あきやま
ほそえ

しゅういち
釧路公立大学 経済学部
のぶひろ
政策研究大学院大学 政策研究科

なら、自由化前には「電力需要」に区分されて
いた業務用・小口・大口電力という需要家の契
約区分のうちの一部ないし全部が、小売自由化
によって次第に特定規模需要に区分されるよう
になったため、年度ごとに「電力需要」に区分
される需要家の範囲が異なるためである。また、
電力価格とは、「収支総括表」中の「電力料」
を上記の電力需要量で除した平均価格である。
電力関連以外の地域別データのうち、経済活
動の規模を表す地域内総生産については、9 つ
の電力会社の管区ごとに県内総生産を集計して
作成している(表 A.2)。ただし、静岡県について
は、富士川を境に東京電力の管区となる地域と
中部電力の管区となる地域の 2 つに分かれるの
で注意が必要である。販売電力量や人口、民営
総事業所数などといった指標は両地域の間でほ
ぼ 1 対 2 の比率であるため、本稿では静岡県の
県内総生産の値をこの割合で案分している。
冷房度日や暖房度日については、『エネルギ
ー・経済統計要覧』から各地域の電力会社(一般
電気事業者)本社所在地における推計値を用い
ている(表 A.2)。なお、そこでの推計で用いられ
た冷房度日とは、24 度を超える日の平均気温と
基準温度の 22 度との差を各年度で積算した値
であり、暖房度日とは、14 度を下回る日の平均
気温と基準温度の 14 度との差を積算した値で
ある。ただし、冷房度日については北海道など
でゼロとなる年度があるために対数の計算がで
きないことから、この値に 1 を加えた数値を用
いて対数値を計算している。本稿で用いた全て
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の価格と金額のデータについては、国内企業物
価指数の[総平均]を用いて実質化している。

表 A.1 データ系列と出典
データ系列
電力需要量
電灯電力需要使用電力量[販売電力合計]

単位 2/

出典

指数

筆者作成

1,000kWh 電気事業連合会『電力統計情報』

電灯電力需要使用電力量[電灯計]
電力価格

〃
指数

収支総括表[電力料]
小売自由化ダミー
地域内総生産

1/

〃
筆者作成

100 万円 電気事業連合会『電力統計情報』
ダミー

筆者作成: 1976–1999 年度=0, 2000–2003 年度=1

指数

筆者作成

100 万円 内閣府『県民経済計算年報』

県内総生産
国内企業物価指数[石油製品平均]

指数

国内企業物価指数[総平均]
都市別冷房度日

日本銀行『物価指数年報』

〃
度日

〃
日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット(編)
『エネルギー・経済統計要覧』

都市別暖房度日

〃

1/

都道府県と電力会社の管区との対応は表 A.2 参照

2/

指数は 1995 年度を 100 としたもの。

〃

表 A.2 都道府県と電力会社(一般電気事業者)の管区との対応
地域

都道府県

本社所在地

北海道

北海道

札幌

東北

青森県,岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 新潟県

仙台

東京

茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県,

東京

中部

長野県, 岐阜県, 愛知県, 三重県, 静岡県(富士川以西)

北陸

富山県, 石川県, 福井県

富山

関西

滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県

大阪
広島

山梨県, 静岡県(富士川以東)
名古屋

中国

鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県

四国

徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県

高松

九州

福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県

福岡

注: 静岡県以外にも複数の電力会社の管区にまたがるものもあるが、ごく一部であるので無視した。

