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﹁民営化﹂
のコスト

いたのである︒ちょうどその頃発足したフ

と供給が追いつかないという状態になって

が十分でなく︑特に需要のピーク時になる

﹁電力危機﹂におちいっていた︒発電容量

○〜一二時間の停電が連日のように続き︑

ィリピンのマニラ首都圏近郊では一日約一

今からおよそ一四年前の一九九二年︑フ

ィリピンが現在直面しているこうした問題

危機を招いてしまったのか︒本稿では︑フ

なのに︑なぜ一○年以上もたって再び財政

﹁民営化﹂してきたはずではなかったか︒

うと︑一九九○年代初めから発電部門を

負担をかけずに電力供給能力を向上させよ

財務悪化にあった︒そもそも政府は財政に

実は︑その最大の要因は︑国家電力会社の

していることに警鐘を鳴らしたのである︒

財政赤字の問題に加えて︑公的債務が増加

家財政が危機的状況にある﹂と宣言した︒

たは直接的な運営が行われている︒ところ

の場合︑費用逓減産業は政府による規制ま

ては必ずしも好ましくない︒従って︑多く

寡占市場になる傾向が強く︑消費者にとっ

た産業を市場にまかせると︑独占あるいは

では費用逓減産業といわれている︒こうし

設備投資を必要とし︑ミクロ経済学の用語

道や上下水道︑電力などは一般的に多額の

が必要な理由と関係している︒たとえば鉄

多い︒なぜ補填が行われるかは︑国営企業

が補填する傾向が強く︑倒産しないことが

られる特徴として︑損失が発生しても政府

│フィリピン電力部門の事例

ィデル・Ｖ・ラモス政権は︑緊急事態とし

について︑民営化前後の政府と企業の行動
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て何よりもまず電力不足の解消に取り組む

が︑このような産業では︑企業が効率性を

そのため︑政府は発生した損失を補填しな

ると︑損失が発生するという特徴がある︒

高めようと限界費用に等しい価格付けをす

に焦点をあてつつ考えてみたい︒

フィリピンの事例に入る前に︑国営企業

●国営企業と民営化

を必要とする新規発電所建設のための借入

ければならないのである︒

センティブを引き出すうえではマイナスに

の特徴と民営化について︑ミクロ経済学の

政府が国営企業を通じて財やサービスを

なる︒なぜなら︑努力して収益をあげなく

は難しい︒おまけに︑国家財政の状況も厳

政府が損失を補填してしまうと︑今度は

る民間資本の参入│いわゆる民営化│を奨

提供する際︑企業の利潤と消費者の効用を

ても会社そのものが倒産しないからである︒

視点から簡単に整理してみたい︵以下︑参

励し︑一気に問題解決へと前進したのであ

合わせたその国全体の厚生を最大化するよ

こうしたインセンティブの問題は﹁ソフト

しく︑負担をかけられない︒そこで政府は︑

った︒

う︑最適生産量を指定すると考えられてい

な予算制約の問題﹂とも呼ばれている︒そ

国営企業の経営者や労働者の努力するイン

それから一二年後の二○○四年八月︑グ

る︒ただし︑こうした場合の国営企業に見
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当時すでに認めつつあった発電部門におけ

Ｃ︶の財務状況はすでに悪く︑多額の資金

を一手に担っていた国家電力会社︵ＮＰ

ことになった︒ところが︑発電と送電部門
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国営企業の場合
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るからだと考えられている︒

るのは︑まさにこのような問題が背景にあ

して︑一般的に国営企業が非効率だとされ
ついて考えてみることにしたい︒

ここからはフィリピンの電力部門の事例に

の中は民営化の方向に進んでいる︒そこで︑

コストを押し上げるため︑常に電気料金上

って︑原油価格の高騰や為替の下落は発電

料の多くを輸入に依存するフィリピンにと

必要となる︒従って︑たとえ民営化しても

ることはできず︑損失を補填する補助金が

化しても限界費用で生産する限り利潤を得

会的に必要とされる公益事業の場合︑民営

とえば︑前述した費用逓減産業のうち︑社

どうかは必ずしも明確になっていない︒た

民営化が経済にプラスの影響をもたらすか

は解決するのだろうか︒経済理論的には︑

府の財政資金にも限りがあるため︑もはや

効率性と資金不足などがあった︒また︑政

しの甘さや︑国家電力会社︵ＮＰＣ︶の非

その背景には政府のエネルギー政策の見通

電力危機が国営企業のもとで起こっている︒

冒頭でも紹介したように︑フィリピンでは

はいえ︑現実はそう単純なものではない︒

定することができると説明されている︒と

理論上は政府が社会的に最適な生産量を指

状況に影響を与えていたからであるといっ

一部にこうした事情が国家電力会社の財務

めの電力危機を事前に防げなかったのも︑

を悪化させることになる︒一九九○年代初

すべて国家電力会社に行き︑その財務状況

いる︒その結果︑どうなるか︒しわ寄せは

こうしたことはどの政権でも行われてきて

上げを遅らせようとするのである︒実際に

げを押さえようと料金設定に介入して引き

招きたくない政府としては︑なるべく値上

昇圧力となりやすい︒だが︑市民の反発を

企業の経営者や労働者が経営努力を怠る傾

国家電力会社の経常的な損失を補填し︑か

てもよい︒

前節で紹介したように︑国営企業の場合︑

向が出てくるだろう︒また︑民営化しても

つ多額の設備投資資金を拠出して︑消費者

以上の議論を単純化してみたものが図１

それでは︑国営企業を民営化すれば問題

その企業が独占のままで競争にさらされな

の需要を十分に満たすような最適な生産量

し︑料金と供給量が一意的に決まると仮定

ければ︑やはり経営努力

ここで是非とも指摘しておきたいことが

する︒平均費用曲線を とすると︑社会的

である︒縦軸を電気料金︑横軸を電力の供

ある︒それは︑フィリピンのような民主国

等しい に設定することである︵参考文

に一番望ましいのは電気料金を平均費用に

を確保することが事実上不可能だったので

っても競争企業が存在し

家で︑かつ貧富の差が大きい国では︑社会

を怠る可能性がある︒そ

たり︑政府が独立採算を

全体の厚生を最大化しようとする政府は何

給量としている︒ここで︑需要曲線をＤと

強く求めたり︑また厳し

ある︒

い予算管理をしたりすれ

も﹁生産量﹂だけでなく﹁価格﹂
︵この場

献①参照︶
︒この時︑企業の利得と費用は

ところが︑図２のように政府が政治的配

ば︑経営者に経営努力を

合︑一九八六年に民主化してからその傾向

慮により電気料金を より低い に設定

等しく︑採算がとれている︒また︑その際

が強くなっているといえよう︒電気料金は

すると︑消費者効用は増加するかもしれな

合は電気料金︶も重要な政策変数に位置づ

企業の経済活動や市民生活に直接影響する

いが︑企業は採算がとれずにＣ Ｒ
│ の赤字

促すことが可能であると

ため︑その動向は常に注目の的となる︒そ

が発生する︒そしてその分は政府が補填す

の消費者効用︵余剰︶はＵである︒

れゆえ︑その時々の政権は政治的支持を得

ることになる︒他方︑電気料金が引き下げ

●フィリピン発電
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このように様々な見方

る手段として電気料金を利用する︒発電燃

けていることである︒特にフィリピンの場
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れがＩＰＰとの契約のあり方にも影響を及
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のもとでは︑ＩＰＰおよび依然国有のまま

参入によって供給量が まで増加する︒次
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電力産業全体の平均費用曲線は に下が

である国家電力会社にとって︑効率化を進

られたことにより︑今度

の

ると考えることができるだろう︒そうする

めようとするインセンティブが小さくなる
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ことは容易に予想される︒つまり︑一九九
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採算がとれるようになる︒恐らく当時の政

○年代初めの電力危機問題は︑経営の効率

は需要が

っていることになる︒か

府もこうした状態を想定していたと思われ

し か し︑ 供 給 量 が

なり単純化しているとは

性や将来発生するかもしれない国家電力会

る︒

社の負担を二の次にするような形で解消さ

力会社そのものを民営化するのではなく︑

だし︑その内容は国家電

﹁民営化﹂を進めた︒た

に問題を解決しようと

府は財政に負担をかけず

そこで︑フィリピン政

設に対してリース料を支払い︑電力購入に

具体的には国家電力会社がＩＰＰの発電施

証するような契約を結んでいるのである︒

収益︑それに一部の費用までもある程度保

いる︒国家電力会社がＩＰＰの初期投資や

社とＩＰＰの関係はもう少し複雑になって

ところが︑実際の政府および国家電力会

元大統領をめぐる様々な疑惑の発覚と二○

態である︒他方︑政治面ではエストラーダ

電気料金は常に上昇圧力がかかっている状

価格が高騰している︒つまりフィリピンの

ドル・レートは下落したうえ︑近年は原油

・金融危機以降︑フィリピン・ペソの対米

ようになった︒特に一九九七年アジア通貨

になると︑政府はまた電気料金を気にする

こうして十分な供給量が確保されるよう

発電部門に民間企業の参入を認めるという

あたっては一定の条件のもとで発電量をす

○一年一月の政変︑同年五月の中間選挙︑

れたといってもよい︒

ものである︒参入する民間企業は独立発電

べて買い取ること︑また︑発電に必要な燃

二○○四年の大統領選挙︑そして現アロヨ

いえるだろう︒

事業者︵ＩＰＰ︶と呼ばれ︑既存発電所の

料費を保証し︑そのうえ︑すべての契約は

国営企業を民間資本に売却するという本来

うしくみになっているのである︒従って︑

業︵および配電事業組合︶に売却するとい

電力会社がいったん購入し︑それを配電企

うためには︑政府がある程度収益を保証せ

外国資本を主とするＩＰＰに参入してもら

まだ不安定さが残る政治経済状況のなかで

が何よりも緊急事態であったこと︑それに︑

には︑当時の政権にとって電力危機の解決

このような契約を結ぶことになった背景

以上のような状況を再び単純化すると図

ないような状態になってしまったのである︒

その結果︑電力事業そのものの採算がとれ

遅らせようと︑料金設定に介入している︒

に反応する電気料金の引き上げをなるべく

なってきた︒そのため︑政府は市民が敏感

政権は政治的支持を得ることが常に課題と

政権の支持率低下などが続き︑その時々の

の意味での民営化とは︑若干違うことに留

ざるを得なかったという事情もあった︒従

３のようになるであろう︒
﹁民営化﹂後の

力会社が負担︶などというものである︒

こうした﹁民営化﹂による望ましい効果

って︑この時ばかりは政府が﹁価格﹂より

意する必要がある︒
を再び図２で説明すると︑まず︑ＩＰＰの

結ぶ︒つまりＩＰＰが発電した電力を国家

ドル建てで行う︵為替変動リスクは国家電

●﹁民営化﹂のコスト
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電気料金を平均費用に見合った に設定
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平均費用曲線を ︑限界費用を と仮定
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営化﹂のコストをすべて引き受ける形で財

挟まれた格好になった国家電力会社が﹁民

うな契約を結んだため︑結果として双方に

しい︒おまけにＩＰＰに一部有利になるよ

して採算のとれる料金を設定することが難

国民に政治的に配慮せざるを得ず︑産業と

高い︒しかしながら︑政府は需要者である

業として望ましい姿になっていた可能性が

をつけなければ︑
﹁民営化﹂後は︑電力産

し︑またＩＰＰとの契約の際に過分な保証

もし政府が採算のとれる電気料金を設定

際には︑民営化の理論モデルをもとにした︑

も︑また新たな段階に入るであろう︒その

入ったとき︑政府と企業の行動やその関係

つ前進している︒民営化が次のステージに

て芳しいとはいえないが︑それでも少しず

階にある︒こうした改革の進捗状況は決し

った水準にすべく︑現在︑まさに調整の段

電気料金については基本的にコストに見合

るという方向に進んでいる︒それに先立ち︑

全に自由化したうえ︑卸電力市場を設置す

途上である︒国家電力会社の発電部門を完

一年電力産業改革法に沿ってまさに改革の

定しがちである︒例えば政府が電気料金を

それが積もって公的債務問題となり︑つい

われる︒

もう一方踏み込んだ検証も可能になると思
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を保証している︒そのた

おまけに費用の一部など

対して初期投資や収益︑

国家電力会社はＩＰＰに

すでに説明したように︑

Ｒに相当する︒さらに︑

特にフィリピンでは政府が﹁価格﹂を政策

するような政策をとってきたことがわかる︒

の政治経済事情によって効率性を二の次に

は本質的に同じかもしれないが︑その時々

と︑社会厚生の最大化を目的とするところ

いえるだろう︒ただ政府の行動に注目する

が損失を補填する国営企業の状態に近いと

状態にある︒どちらかというと︑まだ政府

め︑ここで発生する電力

手段として優先する傾向が強いため︑その

│

産業全体の赤字は︑実際

結果として財政負担が増してしまっている

場合︑赤字分は ＋

のところ国家電力会社が

ことを本稿では説明した︒
フィリピンの電力部門は︑現在︑二○○

負担するような形になっ
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力産業全体の収益とした
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①西村和雄﹃ミクロ経済学﹄東洋経済新報

済新報社︑二○○○年︒

②柳川範之﹃契約と組織の経済学﹄東洋経
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