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はじめに 

 

 資源に乏しい我が国は、安全性の確保を大前提に、経済性、気候変動の問題に配慮しつ

つ、エネルギー供給の安定性を確保しなければならない。 

こうしたエネルギー基本計画の考え方を踏まえ、平成 27 年７月に策定されたエネルギー

ミックスにおいては、省エネルギーは石油危機後並の効率改善（エネルギー効率を３５％

程度改善）を実現し、原油換算で 5,030 万 kl 程度の省エネルギーを達成するという野心的

な目標が示された。 

同年８月にはエネルギーミックスの目標達成に向けて、省エネルギー小委員会において

「総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会 取りまとめ」が取りまとめられたとこ

ろである。 

当該取りまとめの中では、エネルギー供給事業者に関する必要な措置として、電力小売

事業者による省エネの促進が以下の通り位置付けられている。 

 

今後、自由化に伴い、エネルギー供給事業者が家庭部門などの小口消費者の省エネ取組

に与える影響が大きくなることから、省エネに関してその社会的責任を果たすために、エ

ネルギー供給事業者へ求められる取組の在り方について検討が必要となっている。 

 

エネルギー供給事業者に対して、消費者への情報提供を求めている省エネ法の現行制度

において、エネルギー供給事業者に関する制度の改正に合わせ、消費者が引き続き適切な

省エネに取り組めるように、制度の見直しを含めた必要な措置を講じるべく、海外におけ

る類似制度の分析等を通じて検討を進めるべきである。 

 

この取りまとめ内容を受け、制度の見直しを含めた必要な措置について検討を進めるべ

く、エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会を開催した。 

 

  



 

ii 
 

検討経過 

 

第１回エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会（平成 28 年７月 15 日） 

（１）議事の取扱い 

（２）検討会の審議事項について 

（３）電気需要の平準化に資する取組のあり方 

（４）消費者の省エネに資する情報提供のあり方 

（５）消費者に対する省エネ製品・サービスのあり方 

（６）エネルギー小売事業者の取組状況 

（７）今後の予定 

 

第２回エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会（平成 28 年９月５日） 

（１）第１回検討会における議論の整理 

（２）電気の小売全面自由化後の状況 

（３）都市ガス事業者の現状 

（４）中間取りまとめに向けて 

 

第３回エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会（平成 28 年 11 月 28 日） 

（１）第２回検討会における議論の整理 

（２）電気需要平準化に資する取組と省エネサービスに資する取組 

（３）中間取りまとめ（案） 
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1. 問題意識 
エネルギーミックスにおける 2030 年度までの省エネ目標 5,030 万 kl のうち、家庭部門

では 1,160 万 kl の省エネを目指すこととしており、家庭部門を含む需要家の省エネはエ

ネルギーミックス全体の達成を左右する重要な要素となっている。 

今後、エネルギーの小売全面自由化の中で多様な製品・サービスが登場し、需要家のエ

ネルギーの使い方は大きく変化することになると考えられることから、自由化環境下にお

いてもエネルギー小売事業者と需要家の両者が適切に省エネを推進できる環境整備が必要

となる。特に、電気については本年４月より自由化されたことから、来年４月より自由化

が予定されているガスに先行した検討が必要となる。 

上記を踏まえ、本検討会では以下の３点について調査・検討を行った。 

 
・電気事業者による消費者の電気需要平準化の取組に資する措置のあり方 
・エネルギー供給事業者による消費者の省エネに資する情報提供のあり方 
・エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービスのあり方 
 

2. 調査・検討事項 
 初めに、電力小売全面自由化後の状況を概観すると、平成 28 年７月６日現在、登録小売

電気事業者は 303 社（みなし小売電気事業者 10 社を除く）に上っている。 大需要電力の

見込みが１万 kWを下回る小規模事業者が全体の約６割を占め、本社所在地は約４割が東京、

三大都市圏以外に本社を置く事業者は 27％となっている。 

 

 
図 1 登録小売電気事業者の 大需要電力の見込み 

（出典：資源エネルギー庁） 
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図 2 登録小売電気事業者の本社所在地 

（出典：資源エネルギー庁） 
 
2.1. 電気事業者による電気需要平準化に資する措置のあり方 

（1） 検討方針 
省エネ法では、電気事業者（小売電気事業者、一般送配電事業者及び特定送配電事業者

のうち省令で定める要件に該当する者を除く）に対し、消費者の電気需要平準化の取組に

資する措置の実施に関して、計画の作成・公表の義務を規定している。 
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上記を踏まえ、以下の３つの観点で自由化後の各事業者の対応状況を調査し、今後ガイ

ドライン等の策定を検討するに当たって考慮すべき事項等について検討することとした。 

 

①小売事業における電気料金及びその他供給条件等の整備 

②送配電事業における見える化機器の整備 

③送配電事業における情報提供環境の整備 

 

（2） 調査内容 

① 小売事業における電気料金及びその他供給条件等の整備 

 電気需要の平準化に向けて電力小売事業者が実施している電気料金メニューに関する取

組及びその他の取組について調査を実施した。 

 

（ア）電気料金メニューに関する取組 

旧一般電気事業者 10 社が、時間帯別電灯、時間帯別・季節別電灯、蓄熱調整契約等の電

気平準化に資する料金メニューを提供している一方、今年４月の新規参入事業者について

は、比較サイトに情報掲載のある約 50 社中、電気平準化に資する時間帯別電灯等の料金メ

ニューの提供はごくわずかに留まっている。 

 旧一般電気事業者によって提供されている電気平準化に資する料金メニューの主な例は

下記に示す通りである。 

（参考）省エネ法該当箇所 
（計画の作成及び公表） 
第八十一条の七 電気事業者（経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項にお

いて同じ。）は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を

使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資す

るための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。 
一 その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すため

の電気の料金その他の供給条件の整備 
二 その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電

気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であって経済産業省令で定める

ものの取得及び当該電気を使用する者（当該電気を使用する者が指定する者を含む。）

に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備 
三 前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提

供するための環境の整備 
２ 電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。 
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図 3 電気平準化に資する料金メニューの主な例 

（出典：各電力会社のホームページを元に事務局作成） 
 
 また、平成 21 年度から 23 年度に東京電力と関西電力管内の約 900 世帯を対象に実施さ

れた負荷平準化機器導入効果実証事業を元に、時間帯別料金（Time of Use：ＴＯＵ）が省

エネ等に与える影響について調査を行った。 

本実証実験では、ＴＯＵによって約 10％のピークカットが継続的に可能であることが明

らかになっており（電力使用量の見える化効果を除く）、また、一日の電力消費量ベースで

も約４％の削減が確認されている。 

上記より、ＴＯＵは電気の需要平準化に一定の効果をもたらす可能性があると考えられ、

その普及拡大が重要であることが示唆される。 

 

時間帯別電灯 時間帯別・季節別電灯
夜間〜早朝（例：23時〜翌7時）の料⾦単価を
昼間に⽐して低く設定し、同時間帯の電気使⽤を
促すもの。

ピーク電⼒対策を⽬的として、季節や時間帯により
異なる料⾦を設定するもの。夏季の昼間に特に
⾼い電気料⾦を設定するケースが多い。

蓄熱調整契約 節電割引
夜間蓄熱式機器やオフピーク蓄熱式電気温⽔器の
⼀定量以上の使⽤を条件に契約するもの。

電⼒会社より予め知らされた⽇時に節電すると、節
電実績に応じて電気料⾦が割り引かれるもの。

夜間：
20円78銭

昼間：
32円14銭

23時

7時

例）
東京電⼒エナジー
パートナー 夜トク8

例）
関⻄電⼒
季時別電灯
PS（ピークシ
フト）

23時

7時
16時

13時

夜間：
13円10銭

ピーク：60円70銭
（7〜9⽉の平⽇のみ）

オフピーク：
23円91銭
〜35円00銭

オフピーク：
23円91銭
〜35円00銭

例）中国電⼒ 電化Styleコース

21時

9時

ナイトタイム：
14円60銭

デイタイム：
32円8銭（夏季）
30円6銭（夏季以外）

※加⼊条件：電灯需要（最⼤需要容量6kVA
未満）または電灯需要（契約電⼒6kW以上）
の適⽤範囲に該当し、電気給湯機等（1kVA以
上の夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電
気温⽔器）を使⽤

例）北陸電⼒ 節電とくとく電灯

ホリデータイム：
14円60銭

＜平⽇＞ ＜休⽇＞

13〜14時

(B)実績電⼒量
(節電実施⽇の13〜16
時の平均使⽤電⼒量))

(A)基準電⼒量
(節電実施⽇の前平⽇
5⽇間のうち、13〜16
時の使⽤電⼒量が多い
4⽇間の平均使⽤電⼒
量)

14〜15時 15〜16時

(A－B)
節電電⼒量

節電時間帯（13〜16時）

節電電⼒量 に割引単価を乗じて節電割引を算定

（算定例）
節電割引額[64.8円／⽇]
＝節電電⼒量[0.5kWh] × 割引単価[129.6円]
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表 1 負荷平準化機器導入効果実証事業の概要 

事業内容  
一般家庭等にスマートメーターを設置した上で、需要家がＴ

ＯＵを採用した場合のピークカット効果を検証  

事業者  東京電力、関西電力  

参加世帯  関東約 600 世帯、関西約 300 世帯  

料金体系  

休日  ・終日：22 円/kWh 

平日      
・ピーク時間帯(13～16 時)：44 円/kWh 
・それ以外の時間帯：19.1 円/kWh 

（出典：資源エネルギー庁  総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分

科会 第６回省エネルギー小委員会）  

 
表 2 実証事業において確認されたピークカット効果 

関東 関西 

平均値  9.1% 10.7% 

効果の分布  3.4%～13% 9.6%～15% 

（出典：資源エネルギー庁  総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分

科会 第６回省エネルギー小委員会）  

 
（イ）その他の取組 

 電気の需要平準化に向けて、時間帯別料金等の電気料金メニューの提供以外の取組を進

めている事業者も存在する。 

 （株）東急パワーサプライは、グループ内の鉄道事業者や商業施設と連携して電気の需

要平準化に取り組んでいる。一つ目は東急パワーサプライの契約者が朝７時までに東急各

駅の自動改札機から入場すると、東急ポイントを付与する取組である。契約者は貯まった

ポイントを東急グループのスーパーや沿線の商業施設等で使用することが可能となってい

る。契約者に早起きを促すことで電車の混雑緩和とともに、電力使用ピークのシフトにも

繋がる効果が期待される。二つ目の取組は、電力需要が増加する夏季に外出を促し、涼し

いところに集まって節電する、いわゆる「クールシェア」の取組である。例えば、気温が

35 度以上となる日に東急電鉄を利用して外出した場合に東急ポイントを付与する、また、

夏季の昼間に東急グループ施設を利用した場合に無料で各種サービスを提供するといった

取組が行われている。 

 また、（株）エネットは、法人を対象とするデマンドレスポンスサービスを展開している。
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実施イメージは下図の通りとなっており、エネットからの節電要請に対応して契約者が節

電を実施した場合、節電量に応じてインセンティブが提供される仕組みとなっている。こ

の他にも、予め決められたデマンドレスポンスプログラムに応じて契約者の設備をエネッ

トが直接制御するサービスやコージェネレーションシステムを活用したデマンドレスポン

スプログラムも提供されている。 
  

 
図 4 エネットの法人向けデマンドレスポンスサービスの概要 

（出典：（株）エネット） 
 
 上記のように、時間帯別料金等の電気料金メニューの提供以外にも電気の需要平準化に

効果があるクールシェアやデマンドレスポンスといった取組が進められており、これらが

電気の需要平準化に資する有効な取組であると評価できるようにしていくことが必要であ

ると考えられる。 
 
② 送配電事業における見える化機器の整備 

本項では、旧一般電気事業者によるスマートメーターの設置・導入に関する取組につい

て調査を行った。 

高圧部門（工場等）では、2016 年度までに全数がスマートメーター化され、低圧部門に

ついては東京電力管内では平成 32 年度末まで、日本全体では平成 36 年度末までに導入を

完了する計画になっている。各電力会社の導入計画は、低圧・高圧について下表の通りと

なっている。 

また、全ての電力会社は、Home Energy Management System（ＨＥＭＳ）の設置等に伴い

スマートメーターの設置を希望する需要家や、小売全面自由化後、小売事業者の切替えを

希望する需要家に対しては、スマートメーターへの交換を遅滞なく行うことを表明してい

る。 
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図 5 各電力会社のスマートメーター導入計画 

（出典：各電力事業者からのヒアリングにより資源エネルギー庁作成） 
 

表 3 各年度末のスマートメーター導入台数（2016 年７月時点） 
  （設置台数（～2015 年度）・設置予定台数（2016 年度～）） 

 
（出典：各電力事業者からのヒアリングにより資源エネルギー庁作成） 
 
③ 送配電事業における情報提供環境の整備 
 資源エネルギー庁電力・ガス事業部が公表している「系統情報の公表の考え方」の中に、

電力の需給状況に関する情報提供の考え方が記載されている。これに基づき、一般送配電

事業者は自社のホームページにおいて「でんき予報」という名称でエリア需給の予報・実



 

8 
 

績に関する情報を公表している。主な提供情報は下表に示す通りであり、各事業者間でほ

ぼ共通している状況である。 
 

表 4 でんき予報における一般送配電事業者の主な提供情報 

翌日予報  
・ピーク時供給力  
・予想 大需要  
・ピーク時予備率、使用率 等  

当日予報・実績  

・ピーク時供給力  
・予想 大需要  
・ピーク時予備率、使用率  
・需要実績（５分間値、１時間値）等  

（出典：資源エネルギー庁「系統情報の公表の考え方」（平成 28 年４月改訂）） 

 
これに加え、電力広域的運営推進機関は全国の合計及びエリア毎の電力需給予報・実績

をホームページで公表している。一例として、当日実績とピーク時供給力、今後の予測値、

節電をお願いしたい時間帯といった情報が下図のような形で開示されている。 
 

 
図 6 電力広域的運営推進機関による情報提供のイメージ 

 
2.2. エネルギー供給事業者による消費者の省エネに資する情報提供のあり方 

（1） 検討方針 

 省エネ法では、エネルギー供給事業者に対して、消費者の省エネに資する情報提供に関

する努力義務を規定し、その具体的内容は指針で規定されている。この指針を新規参入者

へ周知すべく、既存事業者の取組事例について調査を実施した。以降ではその結果を整理

して記載する。 

なお、今後必要に応じて、小売全面自由化に合わせた当該規定の見直しの必要性を検討

していく。 
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（2） 調査内容 

 本項では、国内外の電気事業者及び政府関係機関による情報提供に関する取組、また、

欧州・日本の電気料金比較サイトや国内の都市ガス事業者による情報提供の取組事例につ

いて調査を行った。 

 

① 電気事業者による情報提供の事例 

旧一般電気事業者 10 社は、前述の指針が求める情報提供項目（１）～（５）全てに対応

しており、「（５）（中略）エネルギー供給事業者の創意により実施する（中略）情報の提

供」については、下表に示す事例が存在する。 
  

（参考）一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する

指針 該当箇所 

１ 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者（以下「エネルギー供給事業者」

という。）は、可能な範囲内で、次に掲げる一般消費者が行うエネルギーの使用の合

理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

(１) 一般消費者の毎月のエネルギーの使用量の前年同月値に関する情報の提供 

(２) 一般消費者の過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金に関する情

報の提供 

(３)エネルギー消費機器の使用方法の工夫によるエネルギーの使用量の削減量及び使

用料金の削減額の目安等の提供 

(４) エネルギーの使用の合理化に資する機械器具につき、エネルギー消費性能、当該

機械器具の普及促進のための助成制度等に関する情報の提供 

(５) 前各号に掲げるもののほか、契約又は住居形態別のエネルギー使用量の目安等、

エネルギー供給事業者の創意により実施する一般消費者が行うエネルギーの使用

の合理化に資する情報の提供 

２ エネルギー供給事業者のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一

項第二号に規定する一般電気事業者であってその供給区域内における電力量計の取付

数が百万個を超えるもの及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項

に規定する一般ガス事業者であってその供給区域内におけるガスメーターの取付数が

百万個を超えるものは、一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報の

提供の実施状況について、毎年、公表するように努めなければならない。 
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表 5  旧一般電気事業者の創意による情報提供（指針の（５）に相当）の例 

分類  内容  

省エネシミュレーション 

・類似世帯との比較  
・省エネ効果シミュレーション  
・環境家計簿  
・家庭エコ診断  
・メール・電話による省エネ相談  

省エネ関連制度  
・トップランナー制度の紹介  
・「しんきゅうさん」※の紹介  
・住宅省エネラベルの紹介  

その他  
・省エネレシピ  
・子供向け省エネ情報  

※省エネ製品買換ナビゲーションシステム 
（出典：会員サイト等にログインせずに確認できる公開情報を元に事務局作成） 
 
 一方、自由化後に参入した事業者の中には、旧一般電気事業者に比べて提供情報が少な

い事業者が存在している。下表に記載の通り、旧一般電気事業者と同様に情報提供が充実

している事業者も一部で見受けられるものの、多くは「前年同月のエネルギー使用量」と

「過去１年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金」の二点の情報提供のみに留まっ

ている傾向が見られた。 
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表 6 新規参入事業者の情報提供に対する取組状況 

事業者 
指針が求める情報提供項目 

(１) (２) (３) (４)  (５)  

エネルギー系 

Ａ社 ○  ○  

Ｂ社 ○  ○  

Ｃ社 ○  ○  ○ 

Ｄ社 ○  ○  

交通系 Ｅ社 ○  ○  

通信系 
Ｆ社 ○  ○  ○ ○ ○※ 

Ｇ社 ○  ○  

※類似家庭との電気使用量比較 

（出典：会員サイト等にログインせずに確認できる公開情報を元に事務局作成） 

 

② 海外における情報提供の事例 

（ア）米国 オーパワー 

（Ⅰ）事業概要 

オーパワーは、ＢtoＢtoＣ（消費者向けサービスを行う事業者を顧客とする業態）とし

て、エネルギーデータの解析による情報提供事業をエネルギー供給事業者に対して展開し

ており、電力の見える化情報の提供に行動心理学やマーケティング手法を取り入れること

によって前年度比２～３％の電力消費量の削減効果を３年以上に渡って達成している。 

 サービス提供スキーム及び紙媒体による需要家への情報提供の例は下記の通りである。 

 

 
図 7  オーパワーのサービス提供スキーム 

電⼒会社名で⾒える化情報を
提供

各種媒体（紙、ウェブ、
SNS等）を通じて効果的
に情報を提供。

電気
事業者

・契約
・需要家情報の共有

需要家のエネルギー使⽤状況等
の解析結果

最終
需要家

電⼒消費量の削減
効果

オーパワー
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図 8 紙媒体による情報提供の例 

（出典：英・内閣府、エネルギー気候変動省等「Behavior Change and Energy Use」） 

 
（Ⅱ）実証事業 

 オーパワージャパン株式会社は、株式会社 住環境計画研究所及び北陸電力株式会社と共

同で経済産業省資源エネルギー庁「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業

（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）」を実施しており、ここではその結果について概要を整理する。 

 同実証は、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する

ものであった。 
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図 9 実証事業の概略と実施体制 

（出典：株式会社 住環境計画研究所「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事

業（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）結果概要（2016 年５月）」） 

 
 実証事業の調査報告書によると、結果は主に３点にまとめられている。一点目は省エネ

ルギー効果に関するものである。下図に示す通り、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し、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。 
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図 10 レポート送付による省エネルギー効果 

（出典：株式会社 住環境計画研究所「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事

業（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）結果概要（2016 年５月）」） 

 

２点目は、需要家に行動変容をもたらす要因に関する点であり、「よく似た家庭との電力

消費量の比較が行動変容を促進」するとされている。レポート送付世帯の８割が受領を認

知し、そのうち９割がレポートを閲覧した。レポート送付世帯は、省エネルギー行動の実

施頻度と省エネルギー意識が向上し、よく似た家庭（同じ契約容量・料金メニューで近隣

に居住）より電気を多く使用していることを示された世帯ほどレポートに強く反応し、省

エネルギー行動につなげる傾向が見られた。 

 

 
図 11 レポートの認知度・閲覧状況 

（出典：株式会社 住環境計画研究所「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事

業（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）結果概要（2016 年５月）」） 
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 ３点目は、電力会社に対する評価についてだが、レポート送付世帯の 1/3 が、電力会社

のイメージが良くなったと回答している。 

 

 
図 12 レポート受領による電力会社のイメージ変化 

（出典：株式会社 住環境計画研究所「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事

業（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）結果概要（2016 年５月）」） 

 
 また、需要家による省エネ行動の変化に属性の違いの影響は見られず、事業者の顧客エ

ンゲージメントが重要であるとのことであった。下図に示す通り、「電力会社が電気代や電

気使用量を削減できるようサポートしてくれると思う」と考えている人ほど、省エネ行動

を起こしたと回答している割合が高くなっており、いかに電力会社に対してポジティブな

印象を抱いてもらうかが、省エネ行動の促進には重要であることが示唆される。 
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図 13 電力会社に対する印象と省エネ行動について 
（出典：株式会社 住環境計画研究所「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事

業（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）結果概要（2016 年５月）」） 

 

（イ）英国 ガス電力市場規制庁（Ｏｆｇｅｍ） 

 英国では、電力自由化後に各事業者の電気料金メニューが複雑化したために需要家にと

って比較・検討が困難となり、電力小売事業者を切り替えた（スイッチングした）ところ、

かえって電力料金が増加するという事例が多発した。これを受け、英・Ｏｆｇｅｍは需要

家の声をもとにして、電力使用量や料金メニュー等に係る情報を分かりやすく需要家に提

供することをエネルギー供給事業者に求めている。 

請求書、年次報告、営業ツール（広告媒体等）等を対象媒体とし、提供情報は「年間電

力使用量」、「翌１年間の推定支払額」、「料金メニュー総合単価（ＴＣＲ）」、等である。 
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図 14 Scottish Southern Energy 社の年次報告の例 
（出典：Ｏｆｇｅｍの資料を元に事務局作成）  

 
（ウ）英国のエネルギー供給事業者 

 英国では、エネルギー供給事業者にスマートメーターとともに In-Home Display（宅内見

える化端末）の導入・設置を義務付けている。エネルギー使用の見える化による需要家の

省エネ取組を促進。導入が義務化されているため、基本的に需要家の初期費用はゼロであ

るが、 低機能要件を超える付加機能を備える機器を有料で販売している事業者も存在し

ている。 
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図 15 英国のエネルギー供給事業者による情報提供の事例 

（出典：各社ホームページを元に事務局作成）  
 
③ 電気料金比較サイトによる情報提供の事例 

 ここでは、電気料金比較サイトによる情報提供の取組について、欧州と日本に分けて整

理する。 
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（ア）欧州 

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した。 
 

表 7  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 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  ・ 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。 

（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）  
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 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している。情報の提供義務の有無も、国によって異なる状況となって

いる。英国やドイツのように民間事業者が運営する場合には、供給者からの独立性の担保

が重要である。 



 

21 
 

表 8 主な欧州諸国の料金メニュー比較サイトの現状 

国 運営者 主な比較サイト 
供給者からのデータ提供の義

務 
利用者が入力する主な情報 

英国  民間事業者  

・UKPower.co.uk 
・uSwitch.com 
・SimplySwitch  
・energyhelpline 等  

・法的義務なし  

・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  
・法的義務なし  
・供給者がツールの重要性を考

慮し、自主的に情報を提供  

・郵便番号  
・年間消費量(kWh)、または、家族人数  

フランス 
公的機関及びエ

ネルギーオンブ

ズマン  
Energi-Info  

・法的義務なし  
・供給者がデータを提供し、運

営者が監視  
・登録した共有者はすべての料

金メニューをサイト上で公 
表  

・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）  
・平均的な消費量を元に推計（実績消費量、実績支 

払額のいずれも不明な場合）  

オーストリ

ア  
公的機関  Tarifkalkulator  

・法的義務なし  
・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 

・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）  
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国 運営者 主な比較サイト 
供給者からのデータ提供の義

務 
利用者が入力する主な情報 

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）  

・法的義務なし（ただし、サイ

トに参加した場合は 情報タ 
提供義務が発生）  

・送配電料金及び税額は運営者

が入力  

・実績消費量（不明な場合、家族人数・電気製品数 

等から推計）  

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）  

・法的義務あり  
・運営者は情報確認、修正要請

を実施  
・質問への回答  

（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）  
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また、英・Ｏｆｇｅｍは、比較サイトのエネルギー供給事業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

表している。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

している。定められている要件の例及び認証マークの表示例を下記に示す。 

 
表 9 英国の 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 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、 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 。かな反映。宣言。例及び認証マークの表示例を

下記に示す。件を定めた比較サイトの「Confidence 認識の下、料金比較サイトに関」）  
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図 16 Ｏｆｇｅｍの認証マークの表示例 

（出典：energyhelpline のホームページ）  

 

（イ）日本 

 日本の電気料金比較サイトによる情報提供については、本検討会にオブザーバーとして

参加したエネチェンジ（株）及び（株）カカクコムの取組状況を整理して記載する。 

 エネチェンジ（株）による情報提供の特徴の一つとして、小売事業者の切り替えによる

電気代の削減幅の大小に留まらず、８つの「こだわりポイント」を指標として数値化し、

評価に組み入れている点が挙げられる。指標の具体例としては、下図に示す通り、電気の

見える化サービスの充実度や再生可能エネルギーの活用等がある。 

 

図 17 エネチェンジ（株）が料金プランを評価する際に考慮する８つの指標 
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 また、電気料金プランの比較シミュレーションやメディアとしての情報発信、メールマ

ガジン等でのお客様フォローといったオンラインでの情報提供とともに、オフラインでの

施策も実施されている。例えば、講演活動や電力自由化に係るアンバサダーの育成、学校

の開校等があり、これらを通じて地域や情報量の格差を埋める取組が進められている。な

お、エネチェンジ（株）は前述した英・Ｏｆｇｅｍが策定している Confidence Code を参

考に自主的に要件を設け、事業を運営している。 

 （株）カカクコムは、電気料金の比較サービスを 2016 年１月より本格的に開始しており、

セット割引やポイント還元の試算に対応するとともに、一部小売事業者の料金メニューに

ついては電源構成に関する情報開示にも取り組んでいる。 

 
図 18 （株）カカクコムによるセット割引・ポイント還元（左）、及び電源構成（右）に

関する情報の提供イメージ 
 
 「常にユーザーファーストに考え、ユーザーの選択・意思決定に必要な情報、有益な（ニ

ーズの高い）情報があれば随時拡充」していくことが基本方針となっており、消費者と小

売事業者のマッチングプラットフォームとしてのサービスが提供されている。 

 

④ 都市ガス事業者による情報提供の事例 

 電気に加えて、来年４月に自由化されるガス市場におけるエネルギー供給事業者も本検

討会の検討対象であることから、都市ガス事業者の情報提供の取組についても情報収集を

実施した。 

 初めに、都市ガス事業者の事業規模は下表に示す通りとなっており、私営ガス事業者の

約８割が中小事業者、都市ガス事業者の９割以上が従業員数 300 人以下である。 
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表 10 資本金・従業員数別一般ガス事業者数 

 

（出典：日本ガス協会「ガス事業便覧 平成 27 年版」） 

 

 大手４社による情報提供の取組としては、検針票及び会員向け WEB ページにおいて、前

年同月の使用量が掲載されている。また、会員向け WEB ページでは、過去１年間の月別の

エネルギーの使用量・使用料金も確認可能となっている。 

 

 
図 19 東京ガスによる検針票における情報提供事例 

（出典：東京ガス（株）） 
 

その他、ホームページや機器カタログを通じて、高効率ガス機器や機器の使用方法につ

いての情報が提供されている。 
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図 20 大阪ガスによる機器の使用方法に冠する情報提供事例 

（出典：大阪ガス（株）） 
 
 都市ガス事業者による情報提供について検討を行う際には、事業者規模として中小事業

者の比率が高いこと、また、都市ガスは一次エネルギーであるために負荷平準化による省

を生み出すことが難しく、きめ細かなデータ取得の必要性が低いことを考慮する必要があ

ると考えられる。 

 

2.3. エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービスのあり方 

（1） 検討方針 

 エネルギー小売事業者が省エネに訴求した営業行為を適切に行えるよう、また、省エネ

に効果がある省エネ製品・サービスが広く需要家に提供されるよう、省エネ製品・サービ

スのあり方について調査・検討を実施した。 

今後、スマートメーター等の機器整備や電気の取引環境整備によって、エネルギー小売

事業者が提供する製品・サービスは多様化すると見込まれる中で、消費者に省エネ行動を

促す省エネ製品・サービスにはどのようなものが考えられるのかについて、類型化して整

理しておくことは重要である。省エネ製品・サービスの類型化を通じて、消費者が省エネ

製品・サービスを選択する際の参考となる情報を整備し、比較サイト等を活用した情報提

供の可能性についても検討を実施した。 

 

（2） 調査内容 

 本項では、電力小売事業者及びその他関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事

例について調査を行った。加えて、英国における省エネ関連製品・サービスの提供事例に

ついても整理を行っている。 

 省エネ製品・サービスの提供に当たっては、スマートメーターで計測した電力使用量等
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のデータの活用が一つの重要な鍵となる。スマートメーターで計測したデータの通信ルー

トとして、「Ａルート」、「Ｂルート」、「Ｃルート」の３つが存在する。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・展開される可能性があり、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。 

 

 
表 11 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）  

 

 一方で、Ｃルートの開放に当たっては、個人情報保護への配慮が欠かせない。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。 
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図 21 個人情報取扱事業者としての義務の範囲 

（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

意の上で可能である（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、個人情報の取扱については、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がある。 
 

（参考）個人情報保護法該当箇所 
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  
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図 22 本人の同意の取得及び本人認証の方法 

 

 また、「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）では、本人の同意を得てい

る事例として、下記が挙げられている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 電力小売事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 
 電力小売事業者が実施しているサービスとして、電気料金の値引きやポイントによる経

済的インセンティブの付与、省エネ機器の普及に向けた提案・販売・リースが挙げられる。 
  

「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。 
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表 12 電力小売事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

経済的イン

センティブ 

値引き 家庭  
東急パワー

サプライ 

電力需要がピークとなる昼間時間帯に、

電車を利用して系列の百貨店やスーパ

ーに行くことで電気代を値引き。  

ポイント付

与 
家庭 

東急パワー

サプライ 
猛暑日の昼間時間帯に電車を利用する

とポイントを付与。 

エネット  
ＮＴＴファ

シリティー

ズ  

電力不足が予想される時間帯に節電す

ると、ポイントを還元。  

クーポン配

信 

家庭 
東急パワー

サプライ 
系列のクールシェアスポットで利用可

能なクーポンを配信。 

家庭 

北陸電力 
需給逼迫時に、協力店で利用可能なクー

ポンをメールで配布。  

エネット  
ＮＴＴファ

シリティー

ズ 

電力不足が予想される時間帯に提携施

設で利用可能なクーポンを配信。  

省エネ機器

の普及  

提案  業務 
リコージャ

パン 

電力小売の契約者に対し、ＬＥＤ照明や

エアコン等の省エネ機器の導入を提案。

販売  家庭 東京ガス 

ガス器具販売店「東京ガス ライフバ

ル」において、冷蔵庫・洗濯機等の大型

省エネ家電を販売。  

リース  
家庭 

関西電力 
エコキュート、ＩＨクッキングヒータ

ー、ルームエアコンをリース。  

中国電力  
エコキュート、ＩＨクッキングヒーター

をリース。  

業務 関西電力 空調・給湯・厨房・受電設備等をリース。

（出典：各社のホームページ、プレスリリース等を元に事務局作成）  

 

② その他関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

 その他関連事業者が実施しているサービスとしては、クーポンの配信、ＨＥＭＳデータ
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や用途別エネルギー使用量の推計値を用いた省エネアドバイス等が挙げられる。 

 
表 13 その他関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

経済的イン

センティブ 
クーポン配

信 
家庭 

三 井 不 動

産・東芝  

電力ピーク時間帯に系列の商業施設で

利用可能なクーポンをＨＥＭＳのモニ

ター画面に配信し、電力需要の抑制を促

進。  

省エネ  
機器の普及 

省エネアド

バイス 

家庭  

パナソニッ

ク 

ＨＥＭＳ管理アプリを通じて、省エネに

取り組む方法や省エネに資する機器更

新をアドバイス。  

積水ハウス 
ＨＥＭＳのモニター画面を利用して、省

エネに取り組む方法をアドバイス。  

家庭  
(電力小売) 

凸版印刷 

独自のエネルギー消費量推定法を用い

てＨＥＭＳを導入していない家庭のエ

ネルギー使用量を推計。電力小売事業者

に対して、エネルギー使用量の推計値や

省エネアドバイスに関する情報を提供

し、需要家向けサービスの実施を支援。

ＨＥＭＳ導

入支援 
家庭 
(電力小売)

NTT 東日本

電力小売事業者に対して、電力の見える

化等のＨＥＭＳ機能、家電遠隔操作や見

守りサービス等を割安に提供。提供サー

ビスの付加価値向上を目指す事業者を

支援。  

（出典：各社のホームページ、プレスリリース等を元に事務局作成） 

 

③ 英国における省エネ関連製品・サービスの提供事例 

 英国のエネルギー供給事 696D 者は、先に示したエネルギーの見える化サービスに加え、

暖房機器制御ツールの提供、給湯・暖房機器等の販売・設置・保守等サービスを展開して

いる。 

以下では、３社による暖房機器制御ツールの概要を整理した。 
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表 14 英国における省エネ関連製品・サービスの提供事例 

事業社名 商品名 機能 価格 

Centrica 
/British Gas  

Hive Active 
HeatingTM  

・暖房・給湯制御（モバイル端末によ

る入・切の操作）  
・位置情報に基づくアラームの通知 
・暖房・給湯スケジュールの設定 
・凍結防止（室温７℃以下となった際

に自動運転） 
・休暇モードの設定  

・本体：￡249 
（アップグレ

ード時は￡99
が追加）  

Scottish Power  
Scottish 
Power 
Connect  

・暖房制御（外出先から入・切の操作） 
・運転スケジュールの設定（室温調節

する時間帯、好みの室温（上限/下限）

等を設定可能） 
・休暇モードの設定  

・Scottish Power
の顧客 

－設置費用：￡80
－月次費用：￡５

・顧客以外 
－設置費用：無料

－ 月 次 費 用 ：

￡12.69 

RWE npower  
Nest 
Thermostat  

・外出時にモバイル端末から操作可能 
・学習機能により、スケジュール設定

不要 
・省エネ行動時のアイコン表示 
・季節に応じた設定温度の調整 
・暖房の運転履歴の表示 

・本体：￡129 
・設置費：￡70
～ 

（出典：各社ホームページを元に事務局作成）  
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3. まとめと今後の方向性 

3.1. まとめ 

 本検討会における調査及び議論の内容を踏まえ、省エネ法及びその関係法令で規定され

ている情報提供等の義務をより効果的なものとするためのガイドラインの策定等を今後検

討するに当たって留意すべき事項は以下の通りである。 

なお、検討に当たっては、エネルギー小売の自由化の状況や海外における取組等も踏ま

えつつ、エネルギーの種類やエネルギー供給事業者の規模によって有効な情報等が異なる

ことにも留意しながら、事業者に過度な負担を課すことのないよう、官民が協力して検討

を進めていく必要がある。 

 

＜電気需要平準化の取組に資する措置について＞ 

・ピークシフト、ピークカットの手法として、時間帯別料金に加え、ポイント付与やデマ

ンドレスポンスと組み合わせた電気需要平準化の取組も展開され始めていることから、

「電気料金その他の供給条件」に捉われない手法の有効性についても検討していく必要

がある。 

 

＜省エネに資する情報提供について＞ 

・需要家は日々、大量の情報に接しており、省エネに関わる重要な情報を見過ごしてしま

う可能性がある。そのため、需要家への省エネ情報の提供の際には、ただ単に情報を提

示するだけでなく、需要家の視点に立った情報の整理や、需要家のエネルギー情報等を

分析した上で省エネ情報をフィードバックすることなど、需要家の理解を深めるための

工夫が必要である。その際、世代間ギャップや情報格差によって理解の度合いが異なる

場合もあることに留意する必要がある。 

・紙での情報提供から電子機器を活用した情報提供に移行することにより、需要家に対し

てより詳細な省エネ情報の提供が可能となる一方で、その移行によって省エネ情報の取

得が困難になる需要家も存在する。そのような情報提供媒体の特性に留意した上で、特

性に応じた省エネ情報の提供を行うこと、また、提供される省エネ情報は、分かりやす

さと内容の充実等のバランスを意識したものにすることが必要である。 

・需要家に対して、短期的な利益だけではなく、長期的又は社会全体の利益についても考

えてもらえるような情報提供、例えば、電源構成や発電効率等に基づいて電気の選択が

可能となるような情報提供は化石燃料の削減にも資するため、省エネの観点からも有効

である。その際、常時バックアップ制度については、電力の小売営業に関する指針と整

合的となるよう配慮が必要である。 

・需要家のエネルギー情報を第三者に提供し、その情報を活用した第三者が提供する省エ

ネサービスの促進を検討すべきである。ただしその際、需要家のエネルギー情報を第三

者へ提供することによる情報セキュリティー及び個人情報に関する課題、システム構築
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等に係るコスト負担問題についての検討が同時に必要となる場合がある。 

・比較サイト等の需要家と直接的に接点を持つ第三者による省エネ情報の提供について、

需要家の省エネを進める観点からはそれらの活用も重要である。他方で、比較サイト等

の第三者の提供する情報が恣意性を持つなどして需要家を混乱させることがないように、

省エネ情報の提供の中立性や客観性などの視点が重要になる。 

 

＜省エネ製品・サービスについて＞ 

・幅広い需要家の省エネ行動につながる料金メニューが検討されるべきである。その際、

電気使用量の多い需要家だけではなく、電気使用量が少ない需要家にとっても魅力的な

料金メニューを充実させる必要がある。 

・省エネ製品・サービス市場を健全に発展させていくために、省エネ効果を誇大に謳うよ

うな製品・サービスは排除しつつ、ベストプラクティスを共有できる環境整備が必要で

ある。 

・事業者の創意工夫を喚起し、消費者に省エネ行動を促す省エネ製品・サービスの充実を

図ることは、省エネの観点からも民間ビジネスの拡大の観点からも重要である。その際、

国が、省エネ製品・サービスの類型化を行うなどして、消費者が省エネ製品・サービス

を選択する際の参考となる情報を整備することについて引き続き検討が必要である。 

 

3.2. 今後の方向性 

上記のまとめの内容を踏まえ、エネルギーミックスの目標を達成するために、需要家

による省エネ投資拡大を通じた省エネ深掘りのための手法について検討するとともに、

エネルギーの小売全面自由化後においても需要家が適切に省エネを推進できる環境を整

備するべく、来年度以降も本検討会において、ガイドラインの策定等の検討を継続して

いくこととする。 

 


