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（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等（省エネ法第⼋⼗⼀条の七）

 平成28年4⽉の電⼒⼩売事業の全⾯⾃由化や、電気事業者によって電気需要の平準化に資する新たな取組
が進められていることを踏まえ、省エネ法制度の⾒直しを検討する。

 具体的には、電気需要平準化に資する電気料⾦以外の対策（クールシェア等）や上げＤＲの取組等を評価で
きるようにするため、必要な措置を検討する。

第７章 電気事業者に係る措置
（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。

省エネ法該当箇所（現⾏）

論点
電気需要の平準化に向けて事業者が実施している下記のような取組を評価できるよ
う、省エネ法制度の⾒直しを検討する必要があるのではないか。
・電気料⾦以外の対策（クールシェア等）
・上げＤＲの取組 3



（参考）電気需要平準化の概要とその評価

Ａ＝エネルギー使⽤量（燃料の使⽤量、他⼈から供給された熱の使⽤量、他⼈から供給された電気の使⽤量）
ａ＝電気需要平準化時間帯の買電量
評価係数α＝1.3
Ｂ＝外販したエネルギー量 Ｂʻ＝購⼊した未利⽤熱量
Ｃ＝エネルギーの使⽤量と密接な関係を持つ値
例）⽣産数量、売上⾼、建物床⾯積、⼊場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等

※ 「Ａ」、「ａ」、「Ｂ」、「Ｂʻ」は原油換算値klとして計算。

電気需要平準化評価原単位 ＝ ｛Ａ＋ａ×（評価係数αー１）ーＢ－Ｂ´｝／Ｃ

＜電気需要平準化の概要＞
 電気需要平準化とは、電気の需要量の季節⼜は時間帯による変動を縮⼩させること。
 電気の需給状況に照らし、電気需要平準化の取組を特に⾏うべき時間帯（電気需要平準化時間帯）を設定。
 事業者が取り組むべき措置に関する指針の策定。
例１）⾃家発電設備の活⽤や空調等の熱源変更
例２）蓄電池・蓄熱システムの活⽤や電気を使⽤する機械器具の運転時間の変更

 事業者が電気需要平準化の取組を実施した場合、電気需要平準化評価原単位の算出でプラスに評価。
 需要家への情報提供等、需要家の電気需要平準化の取組に資する電気事業者等の措置について、省エネ法上
で規定。

 省エネ法では、蓄電池や⾃家発の活⽤などを通じ、夏冬の電気需要平準化時間帯（夏冬の８時〜22時）に
おけるピークカット等の電気需要平準化に資する取組を、省エネを著しく妨げない範囲で事業者に求めるとともに、
そのような取組を省エネ評価において考慮している。

4



＜上げＤＲ＞

朝 昼 夜

電力需要（kW）

需要創出
(上げDR)

ベースライン

余剰再エネ
を有効活⽤
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 発電量の時間帯の変動に対応して電気を積極的に利⽤し、再エネの普及拡⼤に資することが期待される需要
創出型ディマンドリスポンス（いわゆる「上げＤＲ」）に取り組む事業者は、電気需要平準化の制度の下では
省エネ評価において適切に考慮されない可能性がある。

 このため、電気需要平準化の制度に加えて、再エネ等により変化する電気の発電量に応じて需要量を変化さ
せることも省エネ評価において考慮する制度を導⼊する必要がある。

（参考）電気需要平準化と上げＤＲの取組の評価

供給⼒全体の省エネ

電⼒需要(kW)

朝 昼 夜

供給⼒

需要曲線

ピーク時間帯

＜電気需要平準化＞

（⿊実線：1⽇の需要カーブ）
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（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
（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）

 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（告⽰）で規定しているところ。

第８章 雑則
（⼀般消費者への情報の提供）
第⼋⼗六条 ⼀般消費者に対するエネルギーの供給の事業を⾏う者、建築物の販売⼜は賃貸の事業を⾏う者、エネルギー消費機
器等及び熱損失防⽌建築材料の⼩売の事業を⾏う者その他その事業活動を通じて⼀般消費者が⾏うエネルギーの使⽤の合理
化につき協⼒を⾏うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使⽤状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失 の防⽌及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利⽤のために建築物に必要とされる性能の表⽰、エネル
ギー消費性能等の表⽰、熱損失防⽌建築材料の熱の損失の防⽌のための性能の表⽰その他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。

エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）

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。

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（平成18年経済産業省告⽰第235号）
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 国は、エネルギーミックスにおいて徹底した省エネの推進により2030年度に5,030万kl程度の省エネ⾒通しを実現
することを掲げており、特に、1,160万kl程度の省エネを⾒込んでいる家庭部⾨には省エネ法の直接的な規制が及
ばないことから、エネルギー⼩売の全⾯⾃由化後において家庭部⾨の省エネをどのように進めるかが課題である。

 エネルギー⼩売の全⾯⾃由化後、需要家がエネルギー⼩売事業者を⾃由に選択できるようになったことを踏まえ、
家庭部⾨の省エネを促進するための⽅策として、直接的に需要家とのチャネルを持つエネルギー⼩売事業者等によ
る省エネ情報の提供や省エネ製品・サービスの活⽤が重要となる。

省エネ製品・サービス省エネ製品・サービス

省エネ法規制対象外の
中⼩企業等への⽀援強化

⼤企業を省エネ法規制対象とし、省エネを促進
（省エネ法定期報告、産業トップランナー制度）

産業 運輸 家庭業務
⼯場 家電 住宅貨物・タクシー店舗・ｵﾌｨｽ・ﾋﾞﾙ 建材⾃家⽤

ビル

省エネ法の機器・建材トップランナー制度で、オフィスや家庭で使⽤する機器の性能を向上
機器・⾃動⾞や建材毎にエネルギー消費効率の⽬標を設定

ビル 新築・既築住宅

省エネルギー相談
地域プラットフォーム

エネマネ事業者

ZEHビルダー

エネマネ事業者

エネルギー⼩売事業者
家電量販店等

エネルギー⼩売事業者等
家電量販店等

貨物輸送事業者 荷主

省エネノウハウが不⾜する中⼩企業等の省エネ取組を、
省エネ診断から診断後のフォローアップまで総合的にサポート

貨物輸送事業者に貨物輸送を発注
貨物輸送事業者と連携して省エネ促進

エネルギー管理⽀援サービスにより、
省エネ法規制対象外の中⼩規模の
⼯場・ビルの省エネを深掘り

消費者に省エネノウハウを伝え、
省エネ⾏動を促進
・省エネ機器への買換
・省エネモード活⽤、省エネサービス

（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
（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）
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 現⾏の指針の第１項では、エネルギー供給事業者に対して、指針に掲げる５項⽬の情報提供の努⼒義務を課して
いるが、エネルギー⼩売全⾯⾃由化後の状況等を踏まえ、新規参⼊事業者を含め、エネルギー供給事業者による
⼀般消費者の省エネの推進に資する情報提供を⼀層促進するため、指針５項⽬の妥当性等を確認・検討すること
としたい。

 なお、情報提供状況調査の結果（P.11〜13）を⾒ると、項⽬（１）、（２）と⽐較して項⽬（３）〜（５）
の情報提供を⾏っている電気事業者と都市ガス事業者が少ない傾向が⾒られた（ＬＰガス事業者については、全
５項⽬について情報提供の推進が求められる状況）。

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

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
 検討事項
エネルギー⼩売全⾯⾃由化後の状況や中間取りまとめの内
容等を踏まえ、指針５項⽬の⾒直しの必要性について、下
記（Ⅰ）及び（Ⅱ）の観点で検討が必要ではないか。

（Ⅰ）項⽬の⾒直し
・エネルギー⼩売全⾯⾃由化後の状況を踏まえ、新たに情
報提供を求めるべき項⽬はないか 。
・事業者（特に新規参⼊事業者）にとって過剰な負担と
なる項⽬になっていないか。

（Ⅱ）項⽬の記載内容の⾒直し
情報提供状況調査では、項⽬（３）〜（５）に対応し
ている電気事業者と都市ガス事業者が少ない傾向が⾒ら
れた。指針の記載をより分かりやすくする、⼜は、具体事例
を追記する等の必要はないか。 なお、記載内容の⾒直しに
当たっては、現⾏の指針を変更せず、ガイドライン等で対応
する案も考えられる。

（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 指針5項⽬について
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＜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、省エネ情報が需要家に選択されるためには、情報提供の主体が需要家からの信頼を獲得していることが重要
である。また、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、⻑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。

 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。

（参考）エネルギー⼩売事業者の省エネガイドライン検討会 中間取りまとめ
（平成29年３⽉31⽇公表）
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（参考）電気、都市ガス、LPガス事業者による指針5項⽬の情報提供の状況
 電気事業者
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34%
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28%

3% 3%
7% 7% 7%

0%

20%
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100%

① ② ③ ④ ⑤
指針①〜⑤の情報提供の状況

指針は知っている／提供中 指針は知らない／提供中
指針は知っている／未提供 指針は知らない／未提供

 都市ガス事業者
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2% 5%

30% 30%
40% 38%

44%

9% 9% 10% 7% 12%
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① ② ③ ④ ⑤

指針①〜⑤の情報提供の状況

指針は知っている／提供中 指針は知らない／提供中
指針は知っている／未提供 指針は知らない／未提供

LPガス事業者

27%
10%

27% 27% 18%

27%
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9%

27%

40%
27%

27% 36%

18%
40% 36% 45% 45%

0%
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80%

100%

① ② ③ ④ ⑤
指針①〜⑤の情報提供の状況

指針は知っている／提供中 指針は知らない／提供中
指針は知っている／未提供 指針は知らない／未提供

（資料）平成２９年度エネルギー⼩売事業者の
省エネガイドライン検討会 第１回検討会資料 より引⽤ 11



（参考）電気事業者、都市ガス事業者による指針（5）の提供状況

（資料）平成２９年度エネルギー⼩売事業者の省エネガイドライン検討会 第１回検討会資料 より引⽤

 電気事業者が指針（5）において提供している情報
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類似世帯
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環境家計簿 省エネ診断 ⼦ども向け情報 その他

7
6
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7
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10

類似世帯
との⽐較

環境家計簿 省エネ診断 ⼦ども向け情報 その他

 都市ガス事業者が指針（5）において提供している情報

 「その他」の情報項⽬の例
・１時間ごと、⽇別、⽉別の電⼒使⽤量
・同契約の平均値との⽐較
・同⼀業種における電気使⽤パターン
・需要家が事前に設定した電気使⽤量を超えた場合の通知
・省エネ機器の販売促進（ネットショップとの連携）
・省エネにつながるアドバイス
・エコ・クッキングのHPにおける紹介及びイベント開催

 「その他」の情報項⽬の例
・出前講座
・標準世帯におけるガス使⽤量およびガス料⾦
・調理の⼯夫による省エネに関する情報の提供
・料理教室等にて省エネでの利⽤⽅法を説明
・都市ガスの環境性
・省エネ診断

Ｎ＝29 Ｎ＝48

※複数回答を含む。

※複数回答を含む。
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（参考）ＬＰガス事業者による指針（5）の提供状況

（資料）平成２９年度エネルギー⼩売事業者の省エネガイドライン検討会 第１回検討会資料 より引⽤

 LP事業者が指針（5）において提供している情報

2

1 1

0

1

2

3

類似世帯
との⽐較

環境家計簿 省エネ診断 ⼦ども向け情報 その他

Ｎ＝12

13

※複数回答を含む。



（参考）電気事業者による情報提供の事例①

 指針（3）  指針（4）

（資料）平成２８年度エネルギー⼩売事業者の省エネガイドライン検討会 第１回検討会 電気事業連合会発表資料 より引⽤ 14



（参考）電気事業者による情報提供の事例②

 指針（5）

（資料）平成２８年度エネルギー⼩売事業者の省エネガイドライン検討会 第１回検討会 電気事業連合会発表資料 より引⽤ 15



（参考）都市ガス事業者による情報提供の事例①

 指針（3）  指針（4）

（資料）平成２８年度エネルギー⼩売事業者の省エネガイドライン検討会
第２回検討会 ⽇本ガス協会発表資料より引⽤

（資料）京葉ガス 会社HPより引⽤
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（参考）都市ガス事業者による情報提供の事例②

 指針（5）

（資料）⼤阪ガス 会社HPより引⽤ 17



（参考）LPガス事業者による情報提供の事例①

 指針（3）  指針（4）

（資料） ガステックサービス 会社HPより引⽤
18

（資料）岩⾕マルヰガス 会社HPより引⽤



（参考）LPガス事業者による情報提供の事例②

 指針（5）

（資料）岩⾕マルヰガス 会社HPより引⽤ 19



20

（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等

（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
（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）

① 指針5項⽬について
② 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務の対象範囲について
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について



 現⾏の指針の第２項では、エネルギー供給事業者のうち、電⼒量計の取付数が百万個を超える旧⼀般電気事
業者及びガスメーターの取付数が百万個を超える旧⼀般ガス事業者に対して、⼀般消費者への省エネ情報提供
の実施状況の公表努⼒義務を課している。

 電気事業法及びガス事業法が改正され、エネルギー⼩売が全⾯⾃由化されたことにより、新規参⼊事業者が増
加している状況等を踏まえ、公表努⼒義務の対象範囲及びモニタリングの⽅法を確認・検討することとしたい。

（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
②③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務の対象範囲及びモニタリング⽅法について

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

 検討事項

エネルギー⼩売全⾯⾃由化後の状況等を踏まえ、公表努⼒
義務の規定の⾒直しの必要性について、下記（Ⅰ）及び
（Ⅱ）の観点で検討が必要ではないか。

（Ⅰ）対象範囲の⾒直し
エネルギー⼩売が全⾯⾃由化されたことにより、新規参⼊事
業者が増加しており、省エネ情報提供の公表努⼒義務を
課す事業者の対象範囲を⾒直すことが必要ではないか。

（Ⅱ）モニタリング⽅法の検討
省エネ情報提供の実施状況を把握するため、努⼒義務に
基づく公表状況について国としてもモニタリングしていくことが
必要ではないか。また、そのモニタリング結果を踏まえて今後
の必要な制度設計を検討していくこととしてはどうか。

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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 現⾏の指針の第２項では、電⼒・ガス⼩売の全⾯⾃由化に関する電気事業法及びガス事業法の改正内容が
未反映となっている。同項の規定内容を修正するに当たっては、下記の３案が考えられる。

（ア）当該箇所に現⾏の電気事業法及びガス事業法における表現を反映し、閾値を維持。

（イ）エネルギー供給事業者全体を対象とする規定へ変更。

（ウ）電気事業法及びガス事業法ではなく、省エネ法に基づく規定へ変更。

●修正案（ア）：電気事業法及びガス事業法の改正を反映し、閾値を維持

●修正案（ウ）：省エネ法の規定に差し替え
２ エネルギー供給事業者のうち、特定事業者※１⼜は特定連鎖化事業者※２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。

※１ ⼯場等を設置し、原油換算で年度当たり1,500kl以上のエネルギーを使⽤している事業者。
※２ 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表⽰を使⽤させ、商品の販売⼜は役務の提供に関する⽅法を指定し、かつ、継続的に経営に関する

指導を⾏う事業を⾏っており、加盟店のエネルギーの使⽤の条件に関する事項が加盟店との約款等に含まれる事業者であって、その加盟店も含めて原油換算で年度
当たり1,500kl以上のエネルギーを使⽤している事業者。

２ 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⼩売電気事業者であって契約件数が100万⼝
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ガス⼩売事業者であって契約件数が100
万⼝を超えるものは、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。

●修正案（イ）：エネルギー供給事業者全体を対象化
２ エネルギー供給事業者は、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。

（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
② 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務の対象範囲について
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案①：省エネ法定期報告書への様式の追加
 概要

 メリット及びデメリットの整理

 要検討事項
・報告対象者の定義
定期報告において「エネルギー⼩売業」という産業分類は
無いが、電気、都市ガス、ＬＰガスの⼩売事業の登録を
⾏っている特定事業者⼜は特定連鎖化事業者を中⼼に
報告を求めることとしてはどうか。

・⾮特定事業者の取り扱い
⾮特定事業者の⾃主的な報告も取り扱うこととし、当該
様式を提出することができるように措置してはどうか。ただ
し、周知⽅法については検討が必要となる。

省エネ法定期報告書に新たに報告様式を追加し、エネ
ルギー供給事業者に取組状況の報告を求めるもの。
具体的には、既存の報告様式「共同省エネルギー事業
の報告」に情報提供状況に関する報告欄を追加。

メリット

・特定事業者等が努⼒義務により実施
している情報提供について、省エネ法の
制度の下で報告を⾏いやすくなる。
・既存の報告制度に様式が追加されるた
め、事業者にとっては分かりやすい。

デメリット

・⾮特定事業者は報告対象から外れて
しまうため、⾃主的な報告をより強く求
めていくことが必要。
・定期報告書における報告内容が増加
することから、事業者負担が増加。

（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
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について
 省エネ情報提供の実施状況を把握するため、努⼒義務に基づく公表状況について国としてもモニタリングしていくこ
とが必要ではないか。

 そのため、案①として、省エネ法定期報告に報告様式を追加し、エネルギー供給事業者のうち、特定事業者⼜は
特定連鎖化事業者であるものから報告を受けることができるように措置する⽅法が考えられる。
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 事業者の取組状況を把握する際、案②として、省エネ法定期報告の⼀部としてではなく、別途アンケート調査を
実施する⽅法が考えられる。

案②：アンケート調査の実施
 概要

 メリット及びデメリットの整理

 要検討事項
・事業者による回答提出
報告の努⼒義務がない場合、エネルギー供給事業者から
の回答提出の協⼒が得られるか、検討が必要。

・報告対象者の定義
エネルギー⼩売事業への登録を⾏っている事業者を中⼼に
報告を求めることとしてはどうか。ただし、定期報告書に様
式追加する場合と異なり、全事業者が対象となるため、特
に⼩規模事業者の作業負担の増加について慎重な検討
が必要。

・実施時期
他の報告制度のスケジュールを踏まえた検討が必要。

定期報告書において報告を求めるのではなく、エネル
ギー供給事業者に取組状況の報告を求めるアンケート
調査を別途実施するもの。

メリット
・調査内容を柔軟に設定することが可能。
・定期報告書とは別の調査とすることで、
特定の時期への事業者負担の集中を
回避することが可能。

デメリット
・法律等に基づくものではないため、調査
の位置付けが不明確。
・周知活動が⼗分でない場合に、調査
票の回収が低調となる可能性。

（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
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について
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 報告様式の具体イメージ（案）は別紙に⽰す通り。
 既存様式「共同省エネルギー事業の報告」に省エネ情報提供状況に関する報告欄を追加し、国に対して報告で
きるように措置することを検討する。

別紙参照

（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
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について
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 共同省エネルギーとは、事業者が他の者と共同でエネルギー使⽤の合理化を検討し実⾏すること。この事業の要
件は「他の者のエネルギーの使⽤の合理化の推進に寄与すること」及び「我が国全体のエネルギーの使⽤の合理
化に資すること」に該当すること。

第８章 雑則
（この法律の施⾏に当たつての配慮）
第⼋⼗四条の⼆ 経済産業⼤⾂は、この法律の施⾏に当たつては、我が国全体のエネルギーの使⽤の合理化等を
図るために事業者が⾃主的に⾏う技術の提供、助⾔、事業の連携等による他の者のエネルギーの使⽤の合理化等
の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）

（定期の報告）
第⼗⼋条の⼆ 特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業⼤⾂が定めるところにより、我が国
全体のエネルギーの使⽤の合理化を図るために当該特定事業者等が⾃主的に⾏う技術の提供、助⾔、事業の連
携等による他の者のエネルギーの使⽤の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。

エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律施⾏規則

事業者は、我が国全体のエネルギーの使⽤の合理化を図るために技術の提供、助⾔、事業の連携等により、他の
者のエネルギーの使⽤の合理化促進に寄与する取組を⾏うことについて検討すること。

⼯場等におけるエネルギーの使⽤の合理化に関する事業者の判断緒基準（平成21年経済産業省告⽰第66号）

（参考）共同省エネルギー事業①
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 事業者が共同省エネルギー量を報告した際、当該事業者が⾃らの省エネ努⼒を⼗分に⾏っているにもかかわらず、
エネルギー消費原単位が年平均１％以上低減できていなかったとしても、報告年度においてエネルギー消費原単
位を年平均１％以上低減する際に必要となるエネルギー削減量⾒合い以上の共同省エネ量を報告する場合は、
その状況を国として勘案・評価する。

 共同省エネルギーに該当した場合、事業者は定期報告書にその取組状況に係る書類を添付の上、報告すること
ができる。

 また、定量化が可能な場合には、中⽴的な第三者の認証を受けた場合に限り、共同省エネルギー量についても報
告することができる。

 Jクレジット制度及び国内クレジット制度により認証を受けたクレジット（※省エネルギー分野のものに限る。）は、
共同省エネルギー事業として定期報告書で報告することができる。

（参考）共同省エネルギー事業②
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 下記に⽰す通り、本様式では、指針５項⽬の提供状況及び具体内容とともに、情報提供の実施状況に関する
公表の状況等について、電気事業者、都市ガス事業者、ＬＰガス事業者に報告を求める。

 また、情報提供の実施状況の公表内容・⽅法等については、必要に応じてガイドライン等に詳細を記載することを
検討する。

・第１表にて、事業者は指針5項⽬の情報提供の状況（情報提供
の有無）とともに、提供情報の具体的な内容について報告を⾏う。

⼩売電気事業者向けの報告様式の例

・第2表にて、事業者は省エネ情報提供の実施状況に係る公表状況
について報告を⾏う。
・第２表における報告内容は、情報提供の実施状況の公表⽅法に関
する情報（会社ホームページ内に新設した公表⽤ページのURL等）
を想定。

（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
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について

・第３表にて、省エネ効果を測定する指標や実際に測定した省エネ効
果について報告を⾏う。
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 エネルギー供給事業者による情報提供の取組を促していくため、定期報告やアンケート調査における報告内容を
元に、指針に沿った取組を進める事業者を資源エネルギー庁のホームページに掲載する案が考えられる。

 さらに⺠間ビジネスの領域で、国が整理・公表した事業者の取組状況に関する情報の活⽤が進めば、事業者に
対してより強い情報提供のインセンティブが⽣まれる可能性（⽐較サイトが評価軸の⼀つとして活⽤ 等） 。

 具体的な公表イメージは下記及び次スライドに⽰す通り。
資源エネルギー庁のホームページにおける掲載イメージ

エネルギー供給事業者による情報提供の状況について

詳細は次スライドに記載

（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
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について
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 定期報告やアンケート調査における報告内容を元に、前スライドの⾚枠部分に指針に沿った情報提供の取組を
⾏っている事業者の⼀覧を掲載。

 事業者名とともに、事業者から実際に提供されている情報の詳細を⼀般消費者が確認できるよう、各事業者の
当該ウェブページのアドレス等も表内に記載することとする。

資源エネルギー庁ホームページに掲載する事業者⼀覧のイメージ

 エネルギー供給事業者による情報提供の取組の状況
以下は、「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」に沿って、情報提供の取組が⾏
われているエネルギー供給事業者です。
提供されている情報の詳細は「公表状況」欄に⽰すリンク先をご覧ください。

特定事業者番号 事業者等名 公表状況

電気

XXXXXXX ●●電⼒株式会社 http://xxx.xxx.co.jp/info/

YYYYYYY 株式会社■■パワー ・・・

・・・ ・・・

都市ガス

ZZZZZZZ ▲▲ガス株式会社

¥¥¥¥¥¥¥ ○○エナジー株式会社

・・・ ・・・

LPガス
$$$$$$$ □□プロパン株式会社
・・・

（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
③ 省エネに資する情報提供状況の公表努⼒義務のモニタリング⽅法について
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