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(1) 第1回検討会における主なご意見
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 第1回にていただいたご意見を7つの観点で整理すると、下記の通り。

項目 内容

電気料金 ・電力自由化後、電力消費量が少ない需要家にとって魅力的な料金メニューが少ない。
・本検討会では、消費者の省エネ行動につながる料金メニューを念頭に置いて検討することが必要。

ガイドライン
・ベストプラクティスを紹介又は推奨する形をとり、過度な規制的手法や事業者負担の増加をもたらすものは避けてほしい。
・規制的手法を取ることによって、事業者の創意工夫が損なわれることのないよう、バランスの取れたものにしてほしい。

情報提供

・需要家に、短期的な利益ではなく、長期的又は社会全体の利益について考えてもらえるような情報提供も必要。
・需要家は日々、省エネ関連のみならず様々な情報に接触。需要家の視点に立った情報整理が必要。

・情報提供のみに留まらず、いかに周知していくかという点が重要。
・特に世代間のギャップや情報格差の問題に対応することが必要。

・情報提供媒体が、紙からウェブサイトへ移行することにより、情報提供が滞る可能性があることを懸念。
・OPOWERによる世代別の情報提供方法、種類について知りたい。

製品・サービ
スの類型化 ・今後どのようなに類型化を進めていくのか。（対象セクター、料金メニューの取り扱い、製品・サービスの区分 等）

比較サイト
・需要家への情報提供において、どの程度の役割を比較サイトが果たしていくことになるのか。
・需要家が公平性や透明性が担保された情報を安心して収集できるよう、比較サイトの認証制度を検討してはどうか。

スマートメー
ターデータの
公開

・Cルートを通じて第三者へデータを公開することによって、民間事業者による取組が促される可能性あり。
・データを民間事業者へ公開することによる、情報セキュリティー、個人情報の漏洩に対する懸念がある。
・第三者へのデータの公開に向けてシステムの改良や新設が必要な場合、コストの負担（分担）に関する問題が発生。

海外制度 ・海外の省エネ義務制度について、前提条件を設けずに我が国との親和性を広く議論を行う必要がある。
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（スマートメーター
と電力会社）

（スマートメーター
と建物の中）

（電力会社と
小売事業者
及び第三者）

図 スマートメーター及び関連システムの全体像
（出典：経産省 第15回スマートメーター制度検討会 資料3「スマートメーターの導入促進に伴う課題と対応について」に事務局が一部加筆）

 スマートメーターで計測した電力使用量等のデータの通信ルートとして、「Aルート」、「B
ルート」、「Cルート」の3つが存在。

 電力会社と小売事業者や第三者（民間事業者）をつなぐCルートを開放することで、
第三者によるスマートメーターのデータを活用した新サービスが創出・展開される可能性。

 第三者に実際に提供される情報の種類、粒度はサービスごとに異なると考えられる。

第三者
への公開

エネルギーの見える化、省エネアドバイス、デマ
ンドレスポンス、見守りサービス、等の展開



6（出典：経産省 第5回スマートメーター制度検討会 資料3「スマートメーターの情報の取扱について」）

 電力等の使用情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当すると考えられ、当該情
報の取扱については、電力会社に限らず民間事業者は法律上の各種義務を負う。

 例えば、電力会社等の保有する個人情報は本人の同意を得ることなく第三者に提供さ
れることは認められていない（第三者提供の制限）。また、本人の同意を前提として電
力会社が保有する個人情報が第三者に提供されたとしても、第三者も個人情報取扱
事業者としての義務を負う。

① スマートメーターデータの第三者への公開：個人情報の保護

個人情報の定義（第２条）
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情
報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情
報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）をいう。

個人情報取扱事業者の義務
一定規模以上の民間事業者は、個人情報の取扱に関して
以下のような義務を負っている。

・利用目的による制限 ・適正な取得
・安全管理措置 ・第三者提供の制限
・開示・訂正・利用停止等

・消費者の同意が無ければ事業者Ａは事業者Ｂに
対して保有する個人情報を提供することはできない
（同意があった場合でも提供の義務は無い）。
・本人同意を前提に事業者Ｂが事業者Ａから個人
情報の提供を受けた場合、事業者Ｂにも個人情報
取扱事業者としての義務が発生。
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（出典：経産省 第5回スマートメーター制度検討会 資料3「スマートメーターの情報の

取扱について」）

 現行の個人情報保護制度上、電力会社等から第三者へのメーター情報の提供は、需
要家同意の上で可能（本人への情報提供はもちろん可能。）。

 個人情報保護制度上、第三者への情報提供には「本人の同意」が必要であり、個人
情報の取扱に際しては、個人認証や情報漏洩防止等のセキュリティー対策も十分に措
置される必要。

① スマートメーターデータの第三者への公開：本人の同意の取得及び本人認証

「個人情報の保護に関する法律についての経済
産業分野を対象とするガイドライン」 （平成26
年12月12日厚生労働省・経済産業省告示
第4号）

【本人の同意を得ている事例】
Ⅰ 同意する旨を本人から口頭又は書面（電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録
を含む。）で確認すること。

Ⅱ 本人が署名又は記名押印した同意する旨の
申込書等文書を受領し確認すること。

Ⅲ 本人からの同意する旨のメールを受信すること。
Ⅳ 本人による同意する旨の確認欄へのチェック。
Ⅴ 本人による同意する旨のウェブ画面上のボタン
のクリック。

Ⅵ 本人による同意する旨の音声入力、タッチパネ
ルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力。

図 本人の同意の取得及び本人認証の方法



 北陸電力㈱の管轄地域を調査対象地域に設定し、一般家庭を対象としたエネルギー
使用状況等の情報提供を行い、消費者の意識・行動変容の共通点や差異を評価。

 レポート送付から２ヶ月後で1.2％の省エネルギー効果が発現。

② OPOWERによる情報提供：概要
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① 北陸電力管内において、無作為に抽出した「送付
世帯」（２万世帯）に、冬季のピーク期間（12月
～１月）の２ヶ月間、月に１度ホームエネルギーレ
ポートを送付。（同時に、レポートを送付しない「比
較対照世帯」（２万世帯）を無作為に抽出）

② 消費者の省エネ意識の変化や省エネ行動の実施状
況等について電話アンケート調査（送付世帯・比較
対照世帯のうち計1,500世帯を対象）を実施。

③ 電力使用量の明確な変化が見て取れるか、送付世
帯（２万世帯）と比較対照世帯（２万世帯）の
使用量データを比較
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仮に月次の省エネルギー効果が1.2%で維持された場合、
2万世帯の年間の省エネ効果は、約226万kWh/年にな
ると推計される。

【省エネルギー効果】

（出典： エネルギー使用状況等の情報提供による家庭の省エネルギー行動変容
促進効果に関する調査（平成27年度））



 よく似た家庭との電力消費量の比較が行動変容を促進。
 レポート送付世帯は電力会社に対する評価が向上。

② OPOWERによる情報提供：調査結果
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イメージが良く

なった
34%
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63%

イメージが悪く

なった
3%

レポート受領による電力会社に対するイメージの変

Base=レポートを読んだ人(n=761)

Ｑ１： 北陸電力では、ご契約者様に電気使用量に関する「ご家庭の省エネレポート」をお送りしています。
過去３ヶ月以内に、この「ご家庭の省エネレポート」を受け取った覚えはありますか。

Ｑ２： 受け取ったレポートをどの程度読まれましたか。

【レポート受領による電力会社に対するイメージの変化】

【レポート認知度】

（出典：エネルギー使用状況等の情報提供による家庭の省エネルギー行動変容促進効果に関する調査（平成27年度））



 顧客属性よりも、事業者の顧客エンゲージメントにより顧客のアクションが促される。

② OPOWERによる情報提供：まとめ、評価
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顧客エンゲージメント

顧客によるアクション

（例）
・ 省エネのサポートをしてもらえている
・ 削減可能な使用量・方法を教えてくれる など

（例）
・ 省エネ行動
・ 省エネ機器への投資 など
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（出典： エネルギー使用状況等の情報提供による家庭の省エネルギー行動変容
促進効果に関する調査（平成27年度））



 2012年、欧州エネルギー規制者評議会（CEER）は、需要家が中立で客観的、比
較可能な料金メニュー情報にアクセスできていないために自由化後の市場にて十分な便
益が得られていない、との認識の下、料金比較サイトに関するガイドラインを公表。

③ 欧州における電気料金比較サイト：ガイドラインの公表

11（出典：電力中央研究所「欧州における家庭用電気料金メニューの多様化の現状と課題」を元に事務局作成）

表 CEERより公表された料金比較サイトのガイドライン

独立性

料金比較サイトの小売事業者からの独立性。
・料金比較サイトの運営事業者による自己規制＋規制当局等による監視。
・規制当局等による自主的な認証、または、強制力を持つ規制。
・（民間サービスが無い場合）規制当局者等自らによる料金比較サイトの設立・運営。

透明性 運営方法、資金源、株式保有者の情報公開。

網羅性 ・全料金メニューが比較可能であることが理想だが、網羅されていない可能性も明示すること。
・顧客の選好に応じたフィルタリングも提供されるべき。

明快、わかりやすさ

電気料金が最初の結果表示画面に明示されるべき。年間支払額、または、kWh単価、割引も
含む。
料金メニューの特徴の明示。固定料金か変動料金か、等。
追加情報の明示。顧客満足度やグリーン電力であるか、等。

正確性 最新情報への更新、提示。
ユーザーフレンドリー 標準的な電力消費パターン、または顧客の消費量の推計値に基づく、電気料金の提示。

アクセスの容易性 インターネット以外の情報提供チャネル
Web Content Accessibility Guidelines（WCAG）への適合※

エンパワーメント
料金比較サイトに対する顧客の認知度と信頼、プロモーションや認証表示、等。
サービス向上。例えば、電力価格の構成に関する情報提供、等。
一貫した、標準的な用語・言語の使用。

※WCAG：W3C（World Wide Web Consortium, http://www.w3.org/）が定める、特に身体障害者のウェブコン
テンツへのアクセスを容易にするためのガイドライン。



 欧州諸国において、比較サイトの運営主体は公的機関（規制当局を含む）、民間事
業者のいずれの場合も存在。
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表 主な欧州諸国の料金メニュー比較サイトの現状

（出典：電力中央研究所「欧州における家庭用電気料金メニューの多様化の現状と課題」、CEER「Price Comparison Tools: case studies 
Annex 1 to CEER Draft advice on Price Comparison Tools 」等を元に事務局作成）

国 運営者 主な比較サイト 利用者が入力する主な情報等

英国 民間事業者
・UKPower.co.uk
・uSwitch.com
・SimplySwitch
・energyhelpline 等

・郵便番号、メータータイプ、支払い方法、年間消費量(kWh) 等
・現在の料金メニューと年間支払額、あるいは、電気・ガス利用や住宅の状況 等

ドイツ 民間事業者 Veribox 等
・郵便番号
・年間消費量(kWh)、または、家族人数
※供給者がツールの重要性を考慮し、自主的に情報を提供

フランス
公的機関及
びエネルギー
オンブズマン

Energi-Info
・実績消費量
・実績支払額（上記が不明な場合）
・規制料金を基準に消費量を逆算（上記2項目のいずれも不明な場合）
※供給者がデータを提供し、運営者が監視、登録した供給者はすべての料金メニューをサイト上で公表

オーストリア 公的機関 Tarifkalkulator
・郵便番号
・年間消費量(kWh)（不明な場合、家族人数（電気）、住宅の広さ（ガス）から推計）
※供給者が運営者に情報を提供、またはサイトのアカウントを取得後、自身で情報を入力

イタリア 公的機関
TravaOfferte
（民間事業者が運営す
るサイトも別途存在）

・実績消費量（不明な場合、家族人数・電気製品数等から推計）
※サイトに参加した場合は供給者に情報提供義務が発生、送配電料金及び税額は運営者が入力

スウェーデ
ン 公的機関

elpriskollen
（民間事業者が運営す
るサイトも別途存在）

・質問への回答
※供給者にデータ提供の法的義務あり、運営者は情報確認、修正要請を実施

③ 欧州における電気料金比較サイト：欧州諸国の比較サイト



 英・ガス電力市場規制庁（Ofgem）は、供給者からの独立性の確保や料金メニュー
情報の提供方法等の要件を定めた比較サイトの「Confidence Code」を策定・公表。

 任意制度だが、2016年8月現在、12事業者をConfidence Codeに基づき認証。
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（出典：energyhelplineのホームページ）

図 Ofgemの認証マークの表示例

表 Confidence Codeが定める要件の例
独立性・公
平性

・エネルギー供給者からの独立性。
・特定の事業者に偏らない、公平な情報の提供。

料金・価格
の比較

・選択可能な全料金メニューの網羅的な開示。
・各メニューに対するTariff Information Labelの表示。

監督・管理 ・比較サイトの監督・管理。
・独自の料金メニューデータベース及び計算機の使用。

支払方法 ・消費者への料金の支払方法に関する情報の提供。

結果表示 ・単一ページにて最低10種類の比較結果の表示。

品質・情報
案内

・消費者の意見を取り込む形での供給者評価の実施。
・消費者の省エネ推進に資する情報の表示。

正確性・情
報更新

・価格情報の正確性の確保、最新情報である旨の宣言。
・新料金メニューが登場した際の速やかな反映。

監査・監視 ・第三者の年次監査及びOfgemの内部監査への適合。

苦情対応 ・苦情等への対応窓口の設置、運用。
（出典：Ofgem 「Confidence Code ‒ code of practice for online domestic 

price comparison services」）

③ 欧州における電気料金比較サイト：英国の事例


