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Abstract

ThisstudyfbcusesonpowersectorrefbrmsinBrazilandassessesthepolicy

implicationsandIessonsfbrtheotherdeveIopingcountTies、InBraziI，powersecto「refb｢m

startedinl995，ThemaJorconcernofthepowersectｏｒｉｎＢｒａｚｉＩｗａｓｈｏｗｔｏｒｅｓｏＩｖｅｔｈｅ

ｐｒobIemofextremeIyhighdependenceonhydropowersourcesandtoattractinvestmentfb「

thermalpowergenerationHoweve｢，themaTket-o｢ientedappToachadoptedintheIate

1990,stumedouttobenon-efYbctive，TheeIectTicitycrisisin2001evokedveryactive

publicdebatesabouthowBrazilshouldcreateafavorableenvironmentlbrsuppIysecurity

andquality,privateinvestmentandcompetition，asweIlasareIiablereguIatoryfTamework、

AftertheLulaadministratiomtookofYice，BraziIshifteditseIectricitypolicytoemphasize

long-termstabiliｔｙｂａｓｅｄｏｎＬａｗＮｏ・ｌ０８４７ａｎｄＬａｗＮｏ・ｌＯ８４８ｅｎａｃｔｅｄｉｎＭａｒｃｈ２００４

ＰｏｗｅｒｓｅctorrefbrmsindevelopingcountriesshouIdbeaccompaniedbycontinuous

investmentininfTastructuressincethecountrieswiIlneedtorespondtorapideconomic

growth、TheIessonsobtainedfTomBrazil，sexpeTiencemayverywellcontTibuteto

deveIopmentofaneIectricsectorrefbrmpolicyindevelopingCountrics・However,whenthe

actualintroductionofTefbmsisbegun，ｉｔｗｉｌＩｂｅｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｕｓｅａｃａｓｅ－by-caseapproach

accordingtospecificcircumstancesinindividualcountrieswhenconsideringtheTefbTms

necessary．
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本稿は、中南米諸国における公益事業民営化の成果と欠陥を慎重に検討した上

で、その政策を電力セクター改革モデルの枠組に取り込んでいるブラジルに注目

し、改革の歴史を振り返り、その政策上の評価と今後の目指す方向を示唆したも

のである。1995年より電力セクター改革に取り組んでいるブラジルでは、ルーラ

政権への交代に伴い改革途中の２００４年に大幅な政策路線変更を実施している｡本

稿では、ルーラ政権で採用された新しい電力セクター改革の試みが投資促進や競

争促進にどのように貢献するか、またその仕組みを他の発展途上国に適用するた

めの普遍性は何か、検討した。発展途上国における電力セクター改革は、先行し

ている欧米における電力セクター自由化とは若干環境が異なり、自由化と投資促

進の両立の問題が重要である。欧米では一般に自由化前に計画的に電力インフラ

の整備がなされてきたのに対し、発展途上国ではその経済発展から電力の需要増

が著しく、今後電力設備を大幅増加させる必要がある。特に電力需給の逼迫、送

電系統の不安定さ、送配電網整備の遅延、送配電ロス、公益電力事業体の財務体

質の脆弱性等の問題がある中でも、国家財政の危機の点から民間投資を中心に設

備投資を増強しなければならない。他方、電力事業においては規制緩和の中にお

いても公共性なるがゆえの監督と最小限の規制が必要となる。米国カリフォルニ

ア州では厳しい環境規制と不透明な電力需要動向、自由化プロセスの不透明さの

もとで十分な発送篭設備の新設が行われてなかったことが、電力危機の一因とな

っていた。ブラジルにおける新しい電力セクター改革の方向はこうした状況を鑑

み、民間投資を促進しながらも完全な自由競争に任せるのではなく、連邦政府の

強い権限の下に「管理された競争」を志向しており、ブラジルにおける今後の経

験と成果は今後の他発展途上国に大きな教訓となろう。

1982年にチリで始まった電力セクターの自由化・民営化は、1990年代以降、世

界各国に広がっている。国によって程度の差はあるものの各国とも、発送配電分

離、自由化・民営化を通じ、効率的な電力事業運営推進を意図している。南米各

国の電力セクターは、パラグアイ、ウルグアイ等においては国有企業による発・

送・配電を統合した一元的な運営がされているが、アルゼンチン、ボリビア、チ

リ、コロンビア、ペルー等では、民営化・自由化が進められ、多くの事業者が参

入する競争的な市場環境が確立されている。ブラジルは、中南米の中ではセクタ

ー改革着手は比較的遅く、現状では分割・民営化は完全な形では進んでいない1.

現時点においても連邦持株会社のエレトロプラス社zの影響力が大きいのに加え、

電力セクター構造も複雑で、３０年間のコンセッシヨン（事業運営許可）を競争入

札で勝ち取った私営､州営電力会社などの様々な形態の電力会社が存在する(図Ｉ)。
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図Ｉブラジルの電気事業体制

出所：各麺資料より作成

ブラジルでは配電会社の民営化が先行し、現在７割近くが民営化されたのに対

し、発電は３割程度にとどまっている。電源構成では水力発電の比率が８０％近く

を占めており、これが配電セクターに比べ同国の発電分野における民営化と競争

の促進を難しくしている。図２は、ブラジルの電力系統の概観である。完全相互

接続された４つの地域系統と３００以上の独立系統から成り、電圧230ｋＶから

750kV、全長７万7642kｍの送電線が架設されている（2003年末時点)。ブラジル

の各地域間で送電状況を見ると、南部地域（SuI）はアルゼンチンからの輸入を加

え、南東部十中西部地域（Sudeste＋CentroOeste）からも電力を供給されている。

北部地域（Norte）では設備出力は小さいが、需要も小さいため北東部地域

（Nordeste）に電力供給している。南部パラナ州とパラグアイ国境に位置するイ

タイプ発電所は、12,600ＭＷの発電容量を持つ世界最大級の水力発電所である。

サンパウロ周辺工業地帯の重要な電力供給源で、ブラジル全土の電力消費量のお

よそ２２％を供給している（2002年)。1973年にイタイプ条約を締結（2023年まで

継続)、］974年にはイタイプ公団が設立され、ブラジルとパラグアイの２国間共

同発電所として事業がスタートした｡700ＭＷのタービンは､パラグアイ側５０Ｈｚ、

ブラジル側６０Ｈｚが各９基ずつ、合計１８基設極されており、さらに２基が増設、
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稼動準備中である。パラグアイ側の余剰電力は６０Ｈｚに変換の上ブラジルに輸出

されている。

図２ブラジルにおける送電系統

WnezqD⑨I訂
２００ＭＷ

北東部システム
（Nordeste）

-..-戸ノノ､_ＰＩＬ
.1J

十!'６

(11.6％）

(14.5兜）

SE

U６

年
年

蝋iill

－－￣

（）内の数値はブラジル全土の比率（２００３年）

出所：ＯＮＳウエプサイト（http://www・onsDrg.br/０，s/sin/index,htm）およびＭＡＥ，
Rclat6riodclnfbrma90csaoPdbIicoPaTtclV,And]iscAnual2003,ｐ,１６より作
成

本稿の構成は１節はじめに続き、Ⅱ節でこれまでの電力セクター改革の流れを

振り返った。２００１年の電力危機を機に大規模な政策の見直しが行われることと

なるが、Ⅲ節では電力セクター改革政策のどこに問題点があったのかを検討し、

Ⅳ節では新たに導入された電力政策について解説している。Ｖ節にて政策面での
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考察を行い、最後にⅥ節にて今後の課題を検討する。

Ⅱブラジルにおける電力セクター改革の歴史

(1)カルドゾ政権と電力セクター改革

ブラジルでは、民営化前（1995年当時）は国家水電力局（1965年設立、鉱山エ

ネルギー省管轄）の下、国営電力会社エレトロブラス（1963年設立）の子会社４

社が事業者発電設備の過半を有するほか、サンパウロを初めとする州営事業者が

大きな存在となっていた。国営企業の民営化は８０年代より開始されたが、より加

速したのはコロル政権で､1910年４月１２日付国家民営化計画法(法律8031号:Ｌｅｉ

Ｎｏ、8031）により鉄鋼業・化学肥料・石油化学工業といったセクターでの民営化

が実施され、それ以外のセクターにおいても民営化準備が整えられた。電力セク

ター改革は1995年に政権に就いたカルドゾ政権下で実施された。１，９５年に成立

した２つの営業特許権法（法令第８９８７号・法令第９０７４号）が「全国的な電力部

門の新しい市場モデル」の指針を定めるとともに、連邦電気事業者の民営化の第

一段階となった｡最初にエレトロプラス傘下の配電会社の民営化が1995年より開

始され、１９９８年９月からは発電会社の民営化も実施された。また、独立発電事業

（IPP）も1996年９月「独立発電事業者及び自家発電事業者の発電」に関する法

律第2,003号により認められるようになった。民営化やIPP事業を通じて、外資

企業のブラジル市場への積極的参入が行われた。1996年１２月２６日には、法令第

9427号によって、独立規制機関である国家電力庁（ANEEL）が設立された。

(2)卸電力市場モデルとその破綻

１９１８年、ブラジル政府は法律第９６４８号（LeiNo､9648,1998年５月２８日付）

および法令第２６５５号(Decreto・No.2655,1998年７月２日付)を施行し、全国送電

網運営業者（ONS：OperadorNacionaldeSistemas）と卸電力市場（ＭＡＥＭercado

AtacadistadeEnergia）を創設した。ＯＮＳは全国送電系統（ＳＩＮ：Sistema

lnterconectadoNacional）運用を１９９９年３月１日より、ＭＡＥは運営を２０００年９月

１日より開始している。１９９８年から２０００年にかけて、ブラジル経済はハイパーイ

ンフレ抑制の成功後、比較的安定し、経済成長に合わせて電力需要も旺盛な伸び

を示していたが発電部門への投資は停滞していた。ＯＥＣＤ（2004）によると、1990

年から1999年の間に電力需要は４５％成長を記録していたが、発電容量の伸びは

28％に留まっていた。特にブラジルの場合、総発電容量の９０％近くを水力発電に

頼っていたため、水力偏重から脱却し、火力発電所への投資を進めることがエネ
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ルギー供給安定性の確保の面で喫緊の課題であった。危機感を募らせた政府は、

2000年２月２４日付法律第３３７１号により「火力発電所プライオリティプログラム

（PPT：ProgramaPrioritdriode庇rmeletTicidade)」を実施し、ガス火力発電所の建

設優遇措置を識ずることにした。当初はこのプログラムは民間主導型の事業であ

るべきであるとの構想であったが、明確な電力料金パススルー制度の不在、為替

リスクの問題3などといった理由で、民間投資家の参加は芳しくなかった。このた

め、国営石油会社ペトロプラス（PB）をＰＰＴ推進の中心に据え、＝－ジェネレー

ションのプロジェクト（１１案件）と火力発電新プロジェクト（１７案件）計２８案

件が計画された。当初は民間と政府系企業との共同プロジェクトが多かったが、

その後政府はＰＢが独自に100％PＢ資本のIPP事業（計1400ＭＷ程度まで）をも

認める方針に変更した4゜

(3)2001年の電力危機と緊急政策

発電部門の投資不足に並行して、1997年から降水量不足が徐々に進んでいた。

他方、降水量不足は１９９７年から徐々に進み、２０００年から２００１年にかけて過去に

例を見ない渇水に見舞われ、全発電容避の８割以上を占める水力発電所のダムの

貯水レベルが危機的な状況に陥った。２００１年５月、連邦政府は電力危機管理委員

会（ＣＧＥ：CamaradeGestﾖodaCrisedeEnergiaEletTica）を発足させて緊急事態に

対応し、２００１年６月から２００２年の２月まで罰金を含む節電策を通じて２０％の電

力消費削減政策を実施した。ＭＡＥ短期市場は緊急政策の始まった２００１年６月を

境に、南西部、北部、北東部の価格は高騰し、短期市場における取引量も５倍に

急上昇した,。緊急電力政策の影響は２００２年３月まで価格に反映され、以後は落

ち着きを取り戻している。一方、南部の電力価格は一時期高騰したものの、当時

この地域は十分な水量を確保していたため、すぐに下落している。緊急節電策で

は、前年の電力使用実績を基準に２０％の消費削減を促したため、企業は生産活動

の削減、店舗などは営業時間短縮などが強いられた。２０００年に記録した４％の経

済成長率は、２００１年には1.4％まで下落した。国民の間では、経済停滞や失業の

不安と罰則まで含む緊急策に対する反発が高まり、水力発電偏重からの脱却策と

適切な投資促進策を取ってこなかったカルドゾ政権の電力政策に対する不満が急

速に高まった。この電力危機を受け、水力偏重からの脱却に向けて、民間から適

切な新規火力発電投資が最低コストで行われるような制度的枠組みを作り出すこ

とに政策の重点が置かれることになる。

(4)電力危機後の対応と新政権による軌道修正

電力危機に対応して、政府は２００１年６月、当時の電力セクター政策と現状の調
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査とより効果的な政策の実施に向けた提言を目的に、ＣＧＥの下に電力セクターモ

デル再活性化委員会（以後、再活性化委員会）を発足させた。再活性化委員会は、

2002年６月までに合計３つの活動報告書を提出しているが､委員会の提言は２００４

年の新しい電力セクター政策にも影響を与えている。他方、火力発電所の建設促

進対策としては、２００１年８月にＣＧＥの下に設立された緊急電力商業化組織

（ＣBEE:ComerciaIizadoraBrasileiradeEnergiaEmergenciaI）の活動が挙げられる。

ＣBEEは火力発電所、特に独立発電事業者との契約推進と電力供給の実施を行う

ことを目的とし、２００２年までに1827ＭＷ、５６の発電所の稼動開始に至っている

が、費用の一部は最終需要家より徴収される仕組みになっている6.2003年より、

労働者党代表のルーラ大統領が就任し、電力セクター政策の新たな枠組みについ

て、再活性化委員会の調査と提言を中心に様々な角度から検討が重ねられた?。そ

の後２００４年３月に長期電力売買契約に基づくモデルの導入を決定するに至る。カ

ルドーソ政権ではより市場に委ねることを原則に民営化の推進と市場競争導入を

行ったがルーラ政権は政府による市場監督と鉱山エネルギー省（ＭＭＥ:Ministerio

deMinaseEnergia）の権限強化により連邦政府が電力の安定供給を担保するもの

となった。

Ⅲブラジルにおける電力セクター改革政策の問題点

２００１年の電力危機後に電力セクター政策の問題点と今後の提言について論述

している先行研究としては、電力セクターモデル再活性化委員会（Comitede

RevitaIizaPｮｏ）の提言とその問題点を指摘したRosenzweig，VOlland

Pabon-Agudela(2002)、世銀のコンサルタントとしてブラジル電力セクターの制度

的側面、特に規制機関ＡＮＥＥＬ（AgenciaNacionaldeEnergiaEl6trica）に注目して

２７の改善点を提言したＢｒｏｗｎａｎｄｄｅＰａｕｌａ(2002)、ＩＤＢのコンサルタントとしてブ

ラジル電力セクターの再活性化について提言を行ったＶＯｎＤｅｒＦｅｈ「ａｎｄＷＯｌａｋ

（2003）がある。民間資本からの新規発電投資を促進するための途上国共通の問

題点はＶｂｎＤｅｒＦｅｈｒａｎｄＷｏＩａｋ（2003）が、ｌ）規制プロセスにおける関連機関の

規制実施能力が限定されること、２）為替リスク、３）卸電力市場の平均価格が新

たなCCGＴ設備の平均＝ストよりも低いこと、の３点を挙げているが、ブラジル

においてもこの３点は大きな問題であった。ブラジルの場合特に最初の２点に関

連して、１）民営化が先行し、ＡＮＥＥＬの設立および電力セクター政策の全体像が

後になってしまったこと、そして民営化予定の不明確な国営・州営の垂直統合企
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業が混在すること、２）カルドゾ政権２期目の１９９９年にレアル通貨が変動相場制

に移行し、通貨リスクとマクロ経済に不透明感が広がっていたこと、といった問

題を抱えていた。いわば、カルドゾ政権下における卸電力市場を中心としたセク

ター政策は、単にマクロ経済や渇水といった悪条件のみでなく、市場設計そのも

のと改革の実施方法に問題があったと言えよう。

２００４年の新電力セクター政策に影響を及ぼしたのが再活性化委員会の提言8で

ある。自由な選択のできる需要家を増やし、競争を促進させる一方で、卸スポッ

トマーケットでの取引比率を下げ、長期の相対契約の割合を増やすことで、発電

分野における投資促進を図る内容になっている。以下(1)から(5)は、カルドゾ政権

下における電力セクター政策の問題点をまとめたものである。

(1)相対契約（PPA）の推進を通じた新規発電投資の促進

再活性化委員会は、電力需要増加分を配電事業者と民間発電事業者との長期相

対契約締結でカバーするためのインセンテイプが欠如していることを指摘してい

る。その上で、新規発電投資促進には相対契約の締結が不可欠であり、それを効

果的に進めるためには、契約された電力量の供給を確実に実施するための物理的

な発電容量が確保されているというギャランティがなければならないと提言して

いる｡2002年時点で電力需要量８５％を相対契約により調達する義務が課されてい

たが、再活性化委員会は９５％まで引き上げるべきだとした。これは後に、ルーラ

政権下の新電力セクター政策で生かされることとなる。

(2)垂直統合の廃止と自己取引の制限

配電事業者が関連発電会社から電力調達を行う「自己取引」が全調達量の３０％

まで認められており、配電事業に関連会社を持たない独立発電事業者が入り込め

る市場が制限されている。委員会は、連邦政府所有の発・送電統合事業者や州政府

所有の垂直統合企業の機能分割、送電資産所有者のほかの事業への参画の制限な

どを提言し、自己取引についてはＡＮＥＥＬが現状を調査し、参入障壁となってい

るとの証拠があれば、現在許可されているレベルを見直すことを勧めている。

(3)自由な需要家層の拡大と需要側からの参加の促進

「自由な需要家」の存在は競争促進に重要である。しかし、現行の料金制度で

は、自由な需要家になるメリットが十分感じられないため、配電会社に「Captive

（電力の供給先を選択することのできない)」となったままでいる需要家が多いと

いう指摘を再活性化委員会は行っている。他にも需要家が敢えて供給元をスイッ

チしない原因として、ＭＡＥのルールが複雑であること、システムチャージが不確

実であること、現状の契約に自動再更新条項があることなどを再活性化委員会は

－２６－



指摘している。需要(IUlがより讃極的に市場に参加するための施策として、需要家

と供給側の権利と責任を明確にし、取引コストを出来る限り低く抑えるような措

置（例えば契約のひな型をつくる、すべての契約が満たさなければならない条件

のスタンダードを作成するなど)をＡＮＥＥＬが推進するといった提言も出された。

(4)料金制度の再榊築（内部相互補助の廃止と電力価格のアンバンドリング）

再活性化委員会は、需要家クラス間での内部相互補助が存在することを問題と

した。高圧需要家、大規模産業需要家厨はコストに見合わないほど電力料金が安

く、逆に住居･商業・小規模産業需要家は実際の＝ストよりも高い料金を払ってい

る。つまり、大規模産業需要家が内部相互補助を受け取り、安い電気料金を享受

しているため、「自由な需要家｣にあえてスイッチするインセンテイブが働かない

のである，。小売料金に関しては、内部相互補助の問題に加えて、料金のアンバン

ドリングとその情報公開も重要な問題である．ブラジルの配電料金は、配電ネッ

トワーク使用料と小売（マーケティング）料金がひとまとめになっていることに

加え、現行の配電システム使用料も正当な＝ストを反映していない。再活性化委

員会は、一まとめになった配電料金が需要家に対する適切な経済シグナルを発し

ていないという問題を指摘している。

(5)規制制度の枠組み設計の問題

規制機関のあり方および規制制度の枠組みについてはＢｍｗｎａｎｄｄｅＰａｕｌａ

（2002）が政府（ＭＭＥ）との役割分担や、規制機関の財務的な独立性と政府によ

る予算監督のバランスをいかに確保するかについて問題点の提起と提言を行って

いる。そもそも、規制機関の設立よりも既存電力会社の民営化が先行してしまっ

たため、ＡＮＥＥＬの役割はあいまいな点が多かった。特に政府の役割との線引きが

関係者内部でも幾分混乱した傾向があったため、「エネルギー政策」は政府に、

「規制」は規制機関に、という役割分担が提言された。

Ⅳ新たに導入された電力政策

新しい電力セクター政策は、２００４年３月に制定された法律第10847号および

'0848号（LeiN0.10847,10848）をベースとしている。その特徴は、DeAlmeidaand

Junior(2004)の指摘するように、１）配電事業者が電力を調達する卸電力プール市

場の設立、２)２つの異なる契約環境（規制された市場と自由市場）の設立、３）新

しい機関を設立し、系統拡張のコーディネーションと計画という（ＭＭＥの）タ

スクをサポートする、の３点である。ＯＥＣＤ（2004）は、他国の電力セクター槽
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造改革の際よく導入される｢シングルバイヤーモデル」（政府あるいは公営電力企

業が民間発電企業からすべての発電電力を買い取り、民間配電企業へ卸売りを行

うモデル）にヒントを得て、シングルバイヤーの代わりに長期電力売買契約のプ

ール市場設立し、市場リスクを政府でなく市場参加者に負担させるモデルを採用

した、と新しい電力セクター政策の特徴を説明している。制度面では新規電源開

発計画策定におけるＭＭＥの役割が強化されている。ＡＮＥＥＬの役割は、ルーラ政

権における規制機関と政府との役割分担のありかたを反映して、規制、監視と仲

裁機能を強化された形に路線変更されている。新たに設立された機関は、長期電

源計画策定の一役を担うエネルギー計画公社（EmpresadePIanejamento
Energ6tico:EPE)、短期的な電力需給動向をモーターする電力セクター監視委員会

（ComitedeMonitoramentodoSetorEletrico:ＣＭSE）の２つである。ＥＰＥは、将来

の需要予測と発電容量の必要拡張麺を予測しＭＭＥへ電源別・プロジェクト別の

ポートフォリオを提出する｡ＭＭＥは国の戦略的発電投資プロジェクトを選択し、

国のエネルギー政策方針を決定する顧問機関・国家エネルギー政策評議会

（ConseIhoNacionaldePoIiticaEnerg6tica:CNPE）の承認を仰ぐ。ＣＭＳＥについて

は、ＭＭＥが委員会の議長を務めることとなっている。このように、政府（ＭＭＥ）

が短期的にも長期的にも供給安定性の確保と発電分野への投資促進の両立に努め、

2001年の電力危機を二度と繰り返すまいという決意が前面に出た政策となって

いる。これまでＭＡＥが行っていたスポット取引はなくなり、ＭＡＥは２００４年１０

月２４日付ＡNEEL決定第１０，号（ResoIuPaoANEELNo､109/2004）によって、新た

に電力商取引会議所（CamaradeCommerciaIizacaodeEnergiaEIetrica：CCEE）へ

組織変更された。今後は、ＣCEEが規制されたプール市場（長期契約）と短期市

場におけるアドミニストレーターの役割を担う。ＯＮＳはこれまでどおり、独立シ

ステムオペレーターとしての役割を担う。

図３は新しい電力セクターの仕組みを示したものである。法律10848号とそれ

を受けて２００４年７月３０日に発された法令５１６３号(DecretoNo､5163）によると、

電力セクターは大きく３つの市場に分けられる。１）規制された契約による市場

（AmbientedeContratapaoRegulado：ACR)、２）自由契約による市場（Ambientede

ContrataGｮｏＬｉｗｅ：ACL)、そして３）短期市場（MercadodeCurtoPrazo）である。

限界生産コストの低い水力発電業者が市場支配力を行使しないような配慮がなさ

れている。

規制された契約による市場(ACR)は､長期電力売買契約のプール市場である。

配電事業者は、自らの供給エリアにおける電力供給を100％保証する義務を負う
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と同時に、数年先に渡って必要な電力壁の100％を長期相対電力供給契約の競争

入札を通じて調達することを義務付けられているIC･全ての配電業者、販売業者、

自家発電業者もしくは自由消費者は、毎年、次の５年間の各年度について、市場

もしくは電力需要の予測を申告する義務を負う。入札は、「既存発電容量｣分と「新

規発電容量」分とが別に行われる。新規発電容量分は２０００年以後に稼動を開始し

たすべての発電所で、それ以前のものはすぺて既存発電容量として扱われる。こ

のように２つに分けた理由は、ブラジルでは容堂拡張のための限界費用が高まっ

てきており、古い発電所（ほとんどが水力）と新規に建設される発電所（ほとん

どが火力）が同じレベルの発電価格で競争できないからである。既存発電容量分

は現行の契約期間に基づいて行われるが、現在有効な既存容量のうちおよそ半分

が今後２年間のうちに期限切れを迎えるもので、多くが公営電力会社所有の水力

発電所である。発電事業者と配電事業者との間で結ぶ長期電力売買契約（PPA）

は、ＣCEEの管理により実施される競争入札で決定される。

自由契約による市場（ACL）は、大口需要家（500ｋＷ以上）がIPPあるいは配

電事業者、小売トレーダーなどの間で自由に契約する電力売買契約市場のことで

ある。この市場の特徴としては、水力発電所の電力を長期契約プール価格より低

い値段で買うことはできないことになっていることであろう。もしも水力発電

IPPが自己消費あるいは自由消費者へ電力を供給する場合、プール価格とＩＰＰが

設定する電力料金との差額を契約市場へ支払わなければならない。これは、水力

発電事業者が水資源の使用料を適切に負担し、火力発電事業者が不利な状況にな

らないように考慮された結果、このような仕組みが導入されたといえる。＝スト

パススルーについては、契約価格のインフレ指数(IPG-M:lndiceGeraIdePre9osdo

Mercado)による調整か契約者双方が合意する方法による調整が認められている。

短期市場はＡＣＲ､ＡＣＬ双方に係るが、長期電力供給契約で契約された電力量と実

際に消費もしくは生産した電力量との差異の調整を目的とするものである。ここ

でも、水力発電事業者は、長期契約プール価格よりも低い価格で電力を販売する

ことは出来ない｡ＭＡＥに代わって誕生したＣCEEが前もって公布する差異清算価

格（PLD:Pre9odeLiquidap且odeDifEren9as）をベースとして毎月取引が行われる。

PLDの最高・最低価格はＡＮＥＥＬが決定する。
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図３ブラジルにおける電力セクターのパススルー構造
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出所：

Ｖ政策面の考察
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本節ではマクロ経済政策の流れを振り返り、今後の方向性を述べてみたい。西

島（2005）が指摘するように、１９８０年代の深刻な経済危機を契機に、ブラジルの

マクロ経済政策は、それまでの政府主導型の開発戦略からネオリベラリズムに立

脚した開発政策へ転換した。1990年代初頭はハイパーインフレ、コロル大統領の

弾劾、ブランコ政権の混乱と、政治経済の混迷に陥ったブラジルで、１９９５年に政

権に就いたカルドゾ大統領のマクロ経済政策の目玉は、レアルプランを通じたハ

イパーインフレ沈静化と主要産業の国営企業の民営化を通じた財政赤字の解消で

あった。電力部門の民営化もこの流れの中で行われ、多くの外資がブラジル市場

に参入した。しかし､急激で広範な自由化が、必ずしも当初意図した形で、電力価

格の低下や投資促進につながったとはいいきれていない。Hamaguchi(2002)が指摘

するように、民営化を急いだ結果、電力供給の質の安定と事業者の健全な採算性

確保をどう両立していくのかが構造改革当初に明確にされず、こうした「民営化

後」の問題を市場と規制機関に丸投げする形で改革スタートしてしまった。現在

ルーラ政権においては、西島（2005）が指摘するように、第２世代の政策改革と

して政府と制度の市場補完的機能を問い直し、社会的なインフラ部門において政

府の主導権を回復させようという方向性にある。マクロ経済政策においては、安

定した経済成長の達成が課題とされており、前政権からの継続性に重点が置かれ

ている。インフレ対策として物価安定性が重点課題のため、電力を含む公共料金

の値上がりには慎重である｡今次のルーラ政権による新しい電力セクター政策も、

この流れの中で、事業者の採算性と適切な電力料金設定とのバランスを如何に取

って行くかが注目に値しよう．

電力セクター改革における今後の方向性について、以下に述べた。

(1)ステイクホルダー間のバランスをとった料金体系の櫛築

図４にみられるように住民用価格に比べ､産業用価格の伸びは抑えられてきた

が桜井（2004）の指摘するように、ルーラ政権になってから住民用電力価格を抑

え、産業用電力価格を上げる方向にある。投資促進の観点からは、事業者にとっ

て採算がとれるよう、住民用価格をよりコストを反映した価格体系にする必要が

あり、他方で輸出を含む産業競争力の強化のためには産業用需要家への優遇措置

が必要であり、この両者のバランスをとることが必要である。

(2)発電における競争促進のための枠組み作り

同じ企業グループが配電と発電部門の両方へ進出が認められ自己取引が許され

ていたこと、そして垂直統合の州営企業が残っていることとが、新規発電事業役
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資の促進を阻む要因となった。自己取引については段階的に廃止されることにな

ったが、垂直統合の州営企業の発電と配電事業の分離を進めなければ競争促進の

障害となるであろう。需要家サイドでは、ＡＣＬの導入をきっかけに、大口需要家

層でより安価な電力を求め、自家発電所の建設やIPPとの電力調達契約が活発化

することが期待される。ブラジルにおける自家発電の割合は増加している。再生

可能エネルギー優遇政策（PROINFA:ProgramadelncentivoasFontesA1temativasde

EnergiaEIetrica）による優遇措置もあるためⅡ、再生可能エネルギーを利用した小

規模発趣所を自家発電や近隣への電力供給のために建設する大口需要家層も増え

ることが期待される。総じて、需要側からの選択・市場参加が高まる効果が期待

できる。

図４ブラジルにおける住民用及び産業用電力価格の推移
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出所：ＯＬＡＤＥ、ＷＤＩ

(3)送電分野への投資促進

ブラジルの場合は、送電ネットワークが比較的よく整備されており、送電制約

自体は大きな問題ではなかった（ＯＥＣＤ（2004)）が、電力系統を最適な状態に保

つためには、送電ネットワークも今後、適切な拡張を行われる必要がある。Joskow
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（2002）が指摘するように卸電力市場の競争を促すためには、規制された垂直独

占公益電力事業体のもとで行われる投資水準に比べて、送電設備への「必要十分

な(Over-invest)投資」が必要であろう。追加送電投資はリストラクチャリングと規

制緩和の追加コストである。追加的な投資によるコストは競争によってもたらさ

れるベネフィットと比較されなければならない。

(4)適切なコストのパススルーと配電会社の財務体質強化の両立

外国から輸入する燃料及び、外国為替リスクの最終消費者への価格転嫁（パス

スルー）メカニズムが適切に導入されなければ、配電会社の脆弱な財務体質に更

に深刻な影響を及ぼすことになる。ブラジルの場合は、国家経済社会開発銀行

（BNDES:BancoNacionaIdeDesenvoIvimentoEcon6micoeSociaDが電力会社民営

化を確約した州に対して資金の貸し付けを行い、オフテイカーリスクの削減に寄

与した。このようにオフテイカーである配電会社強化の仕組みは有効であろう'2。

Ⅵ今後の課題

新電力セクター政策の実施が決定して既に１年以上が過ぎ、これまでのところ、

新政策は概ねスケジュールどおりに動いている。これからは、新体制への移行措

置をスムーズに行い、上位法との一貫性を持った質の高い細則の決定を通じて投

資環境の安定化を図ることに重点が置かれるであろう。今後の政策面での課題と

しては、deA1meidaandJunior(2004)やＯＥＣＤ(2004)が指摘するように、政府の役割

が大きくなった分、規制上の失敗（ReguIatoryFaiIure）のリスクが高まったこと

が挙げられる。そのため、ＭＭＥの技術的な実施能力を高めることが求められよ

う。またDeAImeidaandJunior(2004)は、電力のみならずガスセクターの政策が今

後の発電分野への投資促進の鍵となることを指摘している。現状ではほぼペトロ

プラスの独占となっているガスの供給（Distribution）分野の競争を促進し、新規

参入障壁をなくしていくことで、電力とガス双方のセクター政策でより一貫性が

高まり、ガス発電への投資を促進すると提言している。

さらに、競争促進のための市場メカニズムの導入と、州営垂直統合電力企業の

機能分割をどう調整するかも課題である。ブラジルにおいては州知事の権限が強

く、州によっては、まだ垂直統合の企業が存在する。この構造的な問題を放置し

つつ自由化政策を推進しても、その効果は限定されよう。ブラジルを含め発展途

上国においては、その急速な経済成長に対応するために自由化を図る場合でもイ

ンフラへの継続的な投資も必ず両立しなければならない。しかしながら途上国に
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おいては、自由化が投資リスクを高め、投資が十分に進まない状況にある。先進

国においても、Ｌｏｃｋ（2005）の指摘するように、米国や英国の経験から連邦政府

のより強い力が必ずしも競争や新規参入を制限するのではなく、カリフォルニア

の例にあるように早すぎる改革に対し連邦政府が何らの措腿もとらないことが事

態を悪化させることがある。連邦政府が国全体の供給計画をモーターし、最適資

源配分を図ることと、強すぎる中央集権が民間投資を妨げないようにバランスを

とる必要がある。この意味で今回のブラジルにおいて試行されているモデルは発

展途上国だけでなく、先進国にとっても、中央政府の自由化に対する役割をみる

重要な試金石となる。他の発展途上国においても今回ブラジルで導入されている

ような容量確保義務を配電会社に課すことが考えられるが、その効果的実行は難

しいと思われる。これは通常発展途上国において、発電投資に十分な財務的能力

を有するプレーヤー（配趣会社）や、投資環境の厳しさから実際に投資に踏み切

る発電事業者が共に限定されるためであり、容迅確保義務を課してもその義務を

達成できない、或いは達成しようとした場合に、－部の有力配電会社により容量

市場が寡占状態になり、発電容量の価値が高騰するリスクがある。ブラジルにお

いては、民営化において配電会社が先行し、資金力技術力のある多国籍企業が買

収したため、このような問題は起きなかったが、他の発展途上国ではアンバンド

リングが進み、十分な参加者数が確保でき、多くの投資家がリスクを取れる投資

環境が整備されていることが、このような施策を打つ前提条件になろう。ブラジ

ルの教訓も他国に導入する場合はケース・バイ・ケースでみる必要があろう。今

後の研究課題としては、新しい試みの成果と問題点を実証し、その上で他の発展

途上国に実際に適用可能な政策及び施策を抽出し、検討していくことが必要であ

る。

＜付記＞本稿の執筆にあたり、匿名の２名の査読の先生方から大変有益なご指摘

を頂戴いたしましたことに、深甚なる感謝を申し上げます。また編集の労を取

っていただいた編集委員会の先生方と併せ、この場をお借りし、厚く御礼申し

上げます。残された誤りはもちろん著者に帰するものです。
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によると、２００３年後半にＩＤＢとブラジル政府関係者によるミーティングが数回行われ、新

しいモデルについて8舌し合われている。他、BusinessNewsAmericasは、政府のドラフト
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，Rosenzweig，VollandPabon-Agudela（2002）は、再活性化委員会がこのような問題を報

告書第２号（RekatOriodeProgressoN０．２）で指摘しながらも、報告轡第３号（Rekat6rio

deProgressoNo、３）では逆に「大規模産業需要家の特殊な蛎情を考慰し、産業競争力に

影響しないよう特別な配慰を行うべき」と主張が翻っていることを指摘している。相互補

助の問題には政治的なジレンマが付きまとうことをこの例は示している。
ＩｏＣＣＥＥの発表によると、競争入札は、２００５年５月現在までに既に２回実施されている。（CCEE
ウェプサイト；http://www,ccee・ｏｒｇｂｒ/index・jsp）第１回目は、２００４年１２月７日、合計
４７社が参加し､最も取引且が多かった2005-2012年の契約分の平均価格は５７．５１レアル/MWh
であった。２００５年４月２日に第２回目の競争入札が実施され、合計５０社参加、取引の平均
価格は83.13レアル/MWhで、取引単価は１回目入札よりも高くなった。入札価格は今後の
民間投資の行方を占う重要なベンチマークとして注目されていたが、２回目の入札で単価が
上がったこと、１回目は予定通り２００４年中に入札を終え改革スケジュールに遅れはないこ
とから、今後の改革の行方に肯定的な見方が広がっている。

'１２００２年４月２６日付法律第10438号（Ｌｅｉｌｑ４３８）で実施され、ルーラ政樋で２００３年11月

１１日付法律第10762号（Ｌｅｉｌｑ７６２）付けでさらにインセンテイプが強化された。PROINFA

で認められた発電所からの電力コストが不利にならないような補城制度が破けられている

ほか、再生可能エネルギー源を利用した発電所建設にはBNDESから低利の融資が受けられ

る。

'２BNDESは以下のような支援手段をもつ。
Ｉ）BNDESのＩＰＰ支援のための低利磁資などの優遇措鯉。２）電力エネルギー配電事業者に対
する緊急特別支援プログラム；２００３年８月に決定された暫定措世に対するもので、ＡNEEL
で趣力調逮コストの価格調整に関する決定が遅れたことを受けて危機に直面した配電事業
者を救済するもの３）電力エネルギー配趣耶業者に対する資本化（Capitalization）支援プ
ログラム；これは２００１年から２００２年のⅢ１９ケ月１１１１にわたった政府による計画停趣により
財務的打撃を受けた配電邸業者を救済する措置である。
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