
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） 

 

日時 平成２９年９月２５日（月） １５：００ ～ １７：００ 

場所 経済産業省別館３階 ３１２各省庁共用会議室 

議題  

（１）議事の取扱い 

（２）平成２８年度検討会の振り返り 

（３）平成２９年度検討会の審議事項について 

（４）エネルギー小売事業者の情報提供状況調査について 

 

1. 開会 

○羽島（みずほ情報総研）  

それでは、定刻になりましたので、ただいまより平成29年度第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を開催いたします。 

 私は、昨年度に引き続きまして本検討会の事務局を務めます、みずほ情報総研の羽島です。 

 本日は、お忙しいところ、本検討会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は今年度第１回目の会合となっておりますので、初めに私から委員及びオブザーバーの

皆様をご紹介させていただきます。お手元の委員名簿と座席表もあわせてご参照ください。 

 本検討会の座長は、株式会社住環境計画研究所 最高顧問研究員、村越千春様にご就任いた

だいております。 

 委員は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 代表理事

（副会長）の大石美奈子様。 

○大石委員  

よろしくお願いいたします。 

○羽島（みずほ情報総研）  

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 化石エネルギー・電力ユニット ガスグループ マ

ネージャー 研究主幹、小林良和様。 

○小林委員  
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よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研）  

慶應義塾大学文学部教授、杉浦淳吉様。 

○杉浦委員  

よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研）  

早稲田大学理工学術院創造理工学部教授、田辺新一様。 

 一般財団法人電力中央研究所社会経済研究所 上席研究員、西尾健一郎様。 

○西尾委員 

 よろしくお願いいたします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 以上、５名様となっております。 

 また、オブザーバーとしまして、一般社団法人日本ガス協会業務部長、内海隆宏様。 

○内海オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 一般社団法人全国ＬＰガス協会事務局 次長兼事業推進部長、内倉道博様。 

○内倉オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 日本瓦斯株式会社常務取締役、柏谷邦彦様。 

○柏谷オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 エネチェンジ株式会社代表取締役会長、城口洋平様。 

○城口オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 株式会社カカクコム 営業本部営業第二部マネージャー、櫻野泰之様。 

○櫻野オブザーバー 
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 よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 電気事業連合会業務部長、佐藤秀夫様。 

○佐藤（秀）オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 株式会社東急パワーサプライ 政策担当グループ長、佐藤美紀様。 

○佐藤（美）オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 株式会社エネット経営企画部長、竹廣尚之様。 

○竹廣オブザーバー 

 よろしくお願いいたします。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 以上、８名様にご参画をいただいております。 

 なお、田辺委員につきましては、本日、ご都合によりご欠席となっております。 

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。本日の資料ですが、議事次第、

委員名簿、座席表、資料１、議事の取扱い等について（案）、資料２、平成28年度検討会の振

り返り、資料３、平成29年度検討会の審議事項、資料４、エネルギー小売事業者の情報提供状

況調査のまとめ、以上７点になっております。 

 次に、本日の議事次第についてですが、お手元の議事次第の「３．議題」にございますとお

り、本日の検討会の議題は、（１）から（４）の４項目となっております。 

 それでは、議事に入ります前に、資源エネルギー庁省エネルギー課の吉田課長よりご挨拶を

いただきたいと思います。 

 吉田課長、お願いいたします。 

○吉田課長 

 皆さん、こんにちは。省エネルギー課長の吉田でございます。 

 本日は、委員の皆様、それからオブザーバーの皆様、大変お忙しいところ、お集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。昨年に引き続きまして、省エネガイドライン検討会を

再開させていただくことになりました。開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 
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 省エネルギーに関しましては、2014年の基本計画、それから2015年の長期エネルギー需給見

通しと、この方向で我々、施策を遂行しているところでございますが、省エネにつきましては、

5,030万キロリットルと、大変高い目標を掲げて、それに向けて施策を検討しているところで

ございます。非常に高い目標でございますので、これまでやってこなかったような新しいこと

も取り組んでいかなければいけないと。そういう観点で、我々の審議会、省エネルギー小委員

会という小委員会のほうで色々とご議論いただいた中で、エネルギーの実際の使用者、需要家

に直接働きかけることができる、我々、その小委員会ではサードパーティーと呼んでおります

が、サードパーティーの役割は非常に重要ではないかと、そういう議論をいただいているとこ

ろでございます。 

 このエネルギーの小売に関連するところでいいますと、電気事業者、それからガス事業者が

そのサードパーティーに当たるのではないかというふうに考えられますが、そういった方々が

自由化の中でいろいろな情報提供あるいはサービス、非常に多様なものが登場してきていると。

これをぜひうまく生かして、この需要家、特に消費者の皆さんの省エネをさらに進めていくこ

とができないかと。こういったところがこの検討会の大きな問題意識であると考えております。 

 昨年も色々ご議論いただきまして、中間のまとめをいただきましたが、今回、本年度後半に

なりますが、ぜひここでまた議論を深めていただきまして、結論を出していただき、我々とし

ては、その内容を、もともと省エネ法の中で小売の事業者の皆様にお願いをしている努力目標

という取り組みでございますが、そこを具体的に書いております告示だとか、その関係の規定

にぜひ反映させていきたいと。そういう形で具体化していきたいと考えておりますので、大変

お忙しい中、何回かお付き合いをいただくことになりますが、ぜひご議論をよろしくお願いい

たします。 

 ○羽島（みずほ情報総研） 

 吉田課長、ありがとうございました。 

 それでは、ここから議事に入らせていただきたく思います。以降の議事進行は村越座長にお

願いをしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○村越座長 

 ご紹介にあずかりました住環境計画研究所の村越です。また、あと半年余りではありますが、

昨年同様、活発な議論をさせていただければと思います。 

 最初には、まずは１つ目の議題であります議事の取り扱いについて、みずほ情報総研より説
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明をお願いいたします。 

 

2. 資料１について 

○羽島（みずほ情報総研） 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 議事の取扱い等について（案）ということで、１、本検討会は、原則公開とし、傍聴につい

ては、会議の運営に支障をきたさない範囲において、原則として認める。 

 ２、配付資料は、原則として公開する。 

 ３、議事要旨については、原則として会議終了後１週間以内に作成し、公開する。 

 ４、議事録については、原則として会議終了後１カ月以内に作成し、公開する。 

 ５、個別の事情に応じて、会議配付資料、議事要旨もしくは議事録の一部、または全部を非

公開にするかどうかについての判断は、座長に一任するものとする。 

 なお、本検討会は、みずほ情報総研の私的研究会という位置づけになっております。また、

事務局運営は、資源エネルギー庁省エネルギー課と共同で行います。 

 資料１については、以上です。 

○村越座長 

 ありがとうございました。 

 これについて何か質問、ご意見ございましたら、ぜひ名札を立てていただけませんでしょう

か。 

 特にございませんようでしたら、次の議題に入らせていただきたいと思います。次の議題は、

平成28年度検討会の振り返りについてということですが、同様にみずほ情報総研よりご説明を

お願いいたします。 

 

3. 資料２について 

 ○羽島（みずほ情報総研） 

 それでは、資料２についてご説明をさせていただきます。 

 平成28年度検討会の振り返りということで、改めての内容になっているところもあろうかと

は思いますが、今年度の検討を始めるに当たって、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 ページをおめくりいただきまして、１ページ目の目次をご覧ください。初めに開催趣旨につ

いて改めてご説明をさせていただきました後、昨年度の議論を踏まえて、今年の３月31日に公
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表しております中間取りまとめの中から、要点を概要という形でご紹介をさせていただきます。 

 それでは、２ページ目、お移りください。（１）開催趣旨です。 

 平成27年、2015年度７月に策定された長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）に

おいては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善を実現し、平成25年度を基準として、平成

42年度、2030年度に原油換算で5,030万キロリットル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ております。これを踏まえまして、本検討会では、省エネ法の現行制度

に関する必要な対応について、とりわけ需要家と直接的に接点を有するエネルギー小売事業者

の取り組みの規範となるガイドラインの整備を中心に検討を行うということで、開催されてお

ります。 

 先ほども申し上げました３月に公表した中間取りまとめに記載している問題意識というのを、

矢尻のところに示しております。繰り返しになりますが、エネルギーミックスにおける平成42

年度までの省エネ目標、5,030万キロリットルのうち、家庭部門では1,160万キロリットルの省

エネを目指すということになっております。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おります。 

 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いうふうに考えられることから、自由化環境下

においても、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って

きます。昨年度の取りまとめでは、特に電気は平成28年４月より自由化されたことから、平成

29年４月からの自由化が予定されていたガスに先行した検討が必要となる、と記載をしており

ました。 

 以上を踏まえて、平成28年度の本検討会では、（１）電気事業者による消費者の電気需要平

準化の取り組みに資する措置のあり方、（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）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、

以上３点について調査・検討を行いました。 

 ３ページ目以降は、この３点につきまして、簡単にではありますが、検討内容を振り返りた

いと思います。 

 ３ページ目の電気需要平準化に資する措置のあり方のところですが、この項目の中では、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、送配電事業における見える化機器の整

備、送配電事業における情報提供環境の整備という３点について、調査・検討を行いました。 

 具体的には、電気需要の平準化に資する料金メニューの例ということで、時間帯別電灯、時
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間帯別・季節別電灯、蓄熱調整契約というような料金メニューについて、各社の事例を引用さ

せていただきながら、調査・検討を行いました。 

 料金メニュー以外の手法の例ということで、オブザーバーにも就任いただいておりますが、

法人向けディマンドリスポンスサービスについて（株）エネットからご紹介をいただいたとい

う内容になります。（株）エネットが日時を指定する形で節電を要請して、契約者が節電を実

施した場合には、インセンティブという形で（株）エネットが契約者に還元をするというよう

な形で、ピーク対策を行っているという例になっております。 

 このような内容を踏まえた上で、ガイドライン策定時に留意すべき事項ということで、青枠

のスペースになっておりますが、時間帯別料金に加えて、先ほど申し上げましたような、ディ

マンドリスポンスやまたはクールシェアのような多様な取り組みも展開され始めているという

ことを踏まえた上で、電気料金、その他の供給条件というものに捉われない手法の有効性の検

討というのが必要だろうという形で、ご議論をいただきました。 

 ４ページ目、お移りください。②消費者の省エネに資する情報提供のあり方ということで、

電気事業者による情報提供の事例、電力の小売営業に関する指針、また、海外における情報提

供の事例、比較サイトによる情報提供の事例、また、都市ガス事業者様による情報提供の事例

ということで取り上げて、調査・検討を行いました。 

 非常に文字が多くて恐縮ですが、電気事業者による情報提供の状況ということで、省エネ法

の中で、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と

いうものがございます。この中では、エネルギー供給事業者に対して情報提供の努力義務とい

うものを定めております。具体的には、少し小さな字で米印１のところにございますが、５項

目について情報提供するようにという形の努力義務になっております。毎月のエネルギーの使

用量の前年同月比に関する情報、過去１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、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、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、普及促進のための助成制度等に関する情報、また、創意工夫により実施する情報の

提供ということで、これら５点が定められています。 

 事務局において実施した調査においては、旧一般電気事業者10社についてはこの指針に対し

て全て対応しているという結果でしたが、一方、右に表で示しております通り、自由化後に参

入した事業者様の中には、提供情報が少ない事業者が存在しているという状況です。表に示し

ております通り、（１）、（２）については、各社、対応されているようなのですが、（３）
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～（５）というのは、対応している事業者が非常に少ないという状況でした。 

 以上のような調査・検討を踏まえた上で、ガイドライン策定時に留意すべき事項としまして、

まず１点目は、需要家の視点に立った情報の整理、需要家の理解を深めるための工夫が必要で

あるということ。また、紙や電子機器等、それぞれ媒体特性に留意した情報提供が必要である

こと。需要家が短期的な利益のみならず、長期的または社会全体の利益も考えるような情報提

供が必要。需要家のエネルギー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

すべきと。ただし、情報セキュリティーや個人情報に関する課題、システム構築に係るコスト

の問題、これらについても同時に検討することが必要であると。最後に、需要家と接点を持つ

第三者、比較サイト等を想定しておりますが、第三者による情報提供について、需要家の省エ

ネの観点から活用が重要であると。他方、第三者の提供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、中立や客観性等の視点が重要であるというようなご意見をい

ただきました。 

 それでは、駆け足ですが、最後、５ページ目、省エネ製品・サービスのあり方ということで、

電力小売事業者による、また、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、ま

た海外、特に英国における省エネ関連製品・サービスの提供事例といったようなことについて、

昨年度は調査を行いました。下に簡単に表を示しておりますが、電力小売事業者による省エネ

製品・サービスの提供事例ということで、経済的インセンティブに関するもの、もしくは省エ

ネ機器の普及に関するものということで、これらについてご紹介をさせていただきました。 

 ガイドライン策定時に留意すべき事項ということで、委員、オブザーバーの皆様からいただ

いたご意見としましては、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と、

その際、電気使用量の多い需要家のみならず、使用量が少ない需要家についても、魅力的な料

金メニューを充実させるということが１点目。２点目としまして、省エネ効果を誇大に謳うよ

うな製品・サービスを排除しつつ、ベストプラクティスを共有できるような環境整備が必要だ

ということ。３点目としましては、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

図るということは、民間ビジネスの拡大の観点からも重要だと。その際に、国が省エネ製品・

サービスの類型化を行うなどして、消費者がサービスを選択する際に参考となる情報を整備す

るということについて、引き続き検討が必要だろうというようなご意見をいただきました。 

 非常に簡単はありますが、昨年度の振り返りという形でご紹介をさせていただきました。資

料２については以上となります。 

○村越座長 
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 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、質問あるいはご意見等々ございましたら、名札を立てていた

だきますようお願い致します。    

 去年やりましたので、恐らく皆さんのご理解が深まっているところかと思いますが。今後の

方向性については資料３で説明いただくこととなっています。 

 それでは、また最後に全体を通してご意見を伺う時間をとってありますので、時間が早く進

んでおりますが、次の議題に移りまして、資料３となります。こちらは省エネ課の吉川課長補

佐から説明を伺います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

4. 資料３について 

○吉川課長補佐 

 ありがとうございます。ただいまご紹介にあずかりました省エネルギー課の課長補佐をして

おります吉川と申します。本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 資料３に基づきまして、私から平成29年度検討会の審議事項ということで、進め方を含めま

して、皆様にご議論を頂戴するべく、事務局にてたたき台として作成をしておりますペーパー

について、ご説明を差し上げます。 

 まず、１番の問題意識と本検討会の目的というところでございますが、先ほど来、弊課の課

長、吉田からご説明を差し上げましたとおり、まず私たちの省エネルギー課としての大きな目

的としましては、エネルギーミックス、2030年度のエネルギーの需給の見通しというところを

策定しておりますものに関連しまして、私たち、施策を展開しているところでございますが、

その中で、省エネ量の見通しといたしましては、5,030万キロリットル程度の省エネルギーの

見通しを実現するということで、私たちはそれに向かって施策を講じているところでございま

す。その中で、家庭部門につきましては、1,160万キロリットル程度の省エネを実現するとい

うこととしておりまして、その家庭部門の省エネというのは、このエネルギーミックスの実現

を左右する重要な要素となっているというところでございます。 

 平成28年度の検討会につきましては、中間取りまとめという形でまとめていただきましたが、

このエネルギーミックスの省エネ量の見通しというものを実現するために、まず費用対効果と

いうところにも留意しつつ、需要家による省エネ投資の拡大を通じた、省エネ深掘りのための

手法についても検討するということとともに、エネルギーの小売全面自由化後においても、需
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要家の皆様が適切に省エネを推進できる環境を整備するということが実現できるように、平成

29年度以降もしっかりと検討をしていくということで、このエネルギーの使用の合理化等に関

する法律という法的な規制ということと、その関係法令において、必要な見直しとガイドライ

ンの策定ということを検討しているということを、中間取りまとめとしてまとめていただいた

ところというふうに認識をしております。 

 このまとめていただきました中間取りまとめという内容を踏まえまして、省エネ法及びその

関係法令における電気事業者に係る措置、及び一般消費者への情報提供等の規定につきまして、

この４月にガスの自由化も行われましたが、エネルギー小売全面自由化後も、この規定という、

関係法令の中の規定、主体が有効かつ効果的であるかというところについて、確認をさせてい

ただきたいというところが、まず大きな趣旨でございます。かつ、その枠組みというものをし

っかりと議論させていただいた上で、この規定を必要な限り見直すというところと、ガイドラ

インの策定というところを、あわせて検討していきたいというふうに考えているというのが、

一番の問題意識と本検討会の目的ということになっております。 

 その中で、今申し上げた省エネ法及び関係法令というものの中の、電気事業者に係る措置及

び一般消費者への情報提供等というところの規定につきましては、それぞれ昨年来、３つのパ

ートに分けて議論をさせていただいたところということでございます。それが２ポツの議題と

いうことと、本年度の検討方針というところで、皆様にご議論を頂戴できればと考えてござい

ます。 

 ２ポツ目に移らせていただきまして、（１）番の電気事業者による電気需要平準化に資する

措置のあり方等というところでございます。 

 １ポツ目の省エネ法では、電気事業者に対して消費者の電気需要の平準化の取り組みに資す

る措置の実施に関しまして、計画を作成していただくということとともに、その作成した計画

につきましては、公表していただくということを義務として規定をさせていただいているとこ

ろでございます。そして、この電気需要平準化に資する取り組みにつきましては、引き続き取

り組みを電気事業者の方々には求めていくことが必要であると認識をしてございます。 

 具体的には、ページが移ってしまいますが、２ページ目の「参考１」というところに、省エ

ネ法の該当箇所を提示させていただいておりまして、電気事業者に係る措置という第７章の中

に、81条の７という規定がございます。少々細かいですが、計画の作成及び公表というところ

で、電気事業者の方々に対して、下線部のところを読ませていただきますが、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り組みというものの、効果的かつ効率的な実施に資す



 10 

るための措置の実施に関する計画というものを、作成しなければならないと。簡単に申し上げ

ますと、消費者の方々が電気需要平準化を適切に取り組めるように、そういった計画、その措

置に関する計画というのを作成してくださいということで、国から法的に規制がかかっている

ということになります。その中の項目としましては、漢数字の一、二、三という３つの項目を

定めさせていただいております。 

 一は、電気の料金その他の供給条件の整備ということで、先ほどみずほ情報総研からご紹介

いただきましたが、時間帯別料金等のものを想定をしているものでございます。 

 漢数字の二につきましては、下線部、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り組みを行う上で有効な情報というものを、その提供を可能とする

機能を有する機器の整備ということで、特にスマートメーターであるとかガスメーターといっ

た、見える化機器と言われるものを想定して、規定をしております。こちらにつきましては、

各社、今、この省エネ法の規定に基づきまして、特にホームページ等を確認していただけると、

スマートメーターの整備というところについて計画を策定していただいておりまして、およそ

2023年度末までにはそのスマートメーターの整備を完了させるということを、各旧一般電気事

業者のホームページ等で確認することもできるというものになってございます。 

 漢数字の三番につきましては、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

境の整備ということで、電気の需給の実績及び予測に関しましては、広域的運営推進機関とい

うものの中で公表されているものもありますし、エリア需要等の電気の需給の実績であれば、

各社のホームページ等でもご確認いただけるかと思いますが、そういったものについても、こ

の省エネ法の規定に基づきまして、各電気事業者が計画を作成していただき、公表もしていた

だけるということになっています。 

 算用数字の次の２番のところにつきましては、この計画を作成したときには、遅滞なくこれ

を公表しなければならないと。これを変更したときも同等とするというような規定が設けられ

てございます。 

 参考の２番のところにつきましては、電気需要の平準化の概要ということで、今まで細かく

はご説明差し上げておりませんでしたが、非常に重要な概念になりますので、記載をさせてい

ただいてございます。 

 省エネ法の中では、蓄電池であるとか自家発、自家用発電の活用などを通じて、夏と冬の時

間帯の電気需要平準化時間帯というものを設定しておりまして、これは夏冬の８時から22時と

いう時間帯ですが、この季節の８時・22時の時間帯にピークカットであるとかピークシフトと
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言われる、下の少し絵が小さいですが、ピーク時間帯に対して需要をある種押し下げる、もし

くは需要を他の時間帯に移すというような取り組みを、これは電気需要平準化に資する取り組

みと国が定めて、省エネを著しく妨げない範囲で事業者に求めるということとともに、そのよ

うな取り組みに関しましては、この電気需要平準化の取り組みの省エネの評価の中で考慮をさ

せていただいているということでございます。こちらの評価につきましては、電気需要平準化

原単位と言われるものを設定して、電気需要平準化時間帯のエネルギーの量について勘案をし

て、その評価において考慮するということをしてございます。 

 １ページ目に戻っていただきまして、２ポツ目でございます。こちらは、少し新規の論点に

なります。今、電気需要の平準化というものを国としては求めているところでございますが、

震災後以降、電気需要の時間帯、特に昼間の時間帯にひっ迫するような状況が続いておりまし

たので、そちらにつきまして、電気需要平準化の取り組みを省エネ法の中で求めているという

ことでございます。私たちは通称上げＤＲと呼んでおりますが、電気需要平準化の制度のもと

では適切に評価されない需要創出型ディマンドリスポンスの取り組みにつきまして、先ほど申

し上げたエネルギーミックスと言われるものの中で、再エネ等により変化する電気の発電量に

応じて需要量、需要側が発電に応じて需要量を変化させるということが、省エネに資するとい

うことが一面ではありますので、当該取り組みを実際に起こせるように、電気事業者に対する

電気需要平準化に係る義務の中で考慮することについて、検討が必要であるということを提起

させていただきたいと思ってございます。 

 こちらにつきましては、３ページ目に、参考３という形で記載をさせていただいております。

こちらは私どもの省エネルギー政策の展開につきまして検討させていただいている、省エネル

ギー小委員会と呼ばれる組織体の中で、８月４日に意見としてまとめさせていただいたものの

内容になります。 

 再エネの大量導入というものが期待されるということで、先ほど申し上げたこのエネルギー

ミックスの中では、総発電電力量のうち、22％～24％については、再エネの普及というところ

で電力供給を担うとしている中で、今後、再エネの導入が拡大すると、発電量が時間帯により

変動すると。特に太陽光発電による晴天時の昼間時間帯の発電量が増加するということが見込

まれております。これまでは、先ほど申し上げた電流の需給がひっ迫するという状況が起こっ

ておりましたが、そういった発電量の時間帯ごとの変動というのが見込まれるような状況が、

既に顕在化をしているという状況でございます。 

 ２つ目の矢羽でございますが、発電量の時間帯の変動に対応してこの様な電気を積極的に利
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用して、再エネの普及拡大に資するということが期待される上げＤＲに取り組む事業者につい

ては、この電気需要平準化の制度のもとでは、省エネ評価において適切に考慮されない可能性

があります。どういうことかと申し上げますと、再エネのエネルギー供給量が増えると、それ

を使おうとする事業者については、省エネに反する可能性があると。エネルギーを使ってしま

うと、エネルギーの使用の合理化に資さない可能性があるということも、考えられるというこ

とになります。 

 このため、３つ目の矢羽でございますが、電気需要の平準化の制度というものに加えて、再

エネ等による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、省エネ評価というも

のの中において考慮する制度を導入する必要があるということで、省エネルギー小委員会の中

で意見として取りまとめていただいたということでございます。 

 昼間の時間帯に増えてくる太陽光発電等の再生可能エネルギー、新エネルギーと言われるも

のの発電量の増加に合わせて、需要側が追随できるような取り組みというのが、今、出てこよ

うとしている中で、そういったものを阻害してしまうと、再生可能エネルギーの大量導入を阻

害する可能性がありますので、省エネの評価の中においても、実際にそういった取り組みを考

慮するというような制度を導入する必要があるということで、意見を取りまとめていただきま

した。そういう意味では、この電気需要平準化の措置を、81条の７に基づいて電気事業者の

方々に求めているわけですが、その義務の中でも、電気需要の平準化ではないこの上げＤＲを

推し進めるような取り組みというのも、電気事業者の方々の義務の中で考慮していく必要があ

るのではないかということで、問題を一つ提起させていただきたいと考えてございます。 

 そして、次に、３ページ目、（２）番の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というところでございます。 

 こちらにつきましては、１ポツ目、省エネ法の中で、エネルギー供給事業者と言われる方々

に対して、省エネ法の告示の中で算用数字の１番の（１）～（５）の情報提供を努力義務とし

て求めているということでございます。 

 この指針につきましては、昨年度も確認をさせていただきましたが、特に昨年度は電気の自

由化が先行的に始まったというところもありましたので、電気について、先ほどみずほ情報総

研から紹介いただいた、旧一般電気事業者と新電力の方々の情報提供の状況について、サンプ

ル的にではありますが、実態の調査をさせていただいたところ、旧一般電気事業者のほうが、

相対的に（１）～（５）の内容の情報提供というのが進んでいるということがございますし、

今後、ガスの自由化も踏まえますと、新規の参入事業者が益々増えてくるという可能性もあり
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ますので、相対的に認知度が低い新規参入者の方々へ、この（１）～（５）の情報提供という

のをしていただくということを周知していく必要があるとともに、この告示、指針について、

しっかりと認知度を高めていくというような取り組みが、国としても必要ではないかと認識し

てございます。 

 ２ポツ目でございますが、エネルギー小売全面自由化というものに合わせて、当該規定の見

直しというものを検討することが必要であると。先ほど申し上げた（１）～（５）の内容自体

が、そもそもこのエネルギーの小売全面自由化の後も、本当に需要家の方々が省エネをするに

当たっての必要最低限の情報になっているかどうかというところは、確認をさせていただく必

要があるのかなと考えてございます。 

 なお、当該規定の見直しの検討というところに当たりましては、省エネ法の規制対象との整

合をとるように見直しを行うよう、検討をしていくことも考えられるということで、こちらは

事務局としての試案になります。先ほど見ていただいた４ページ目にあります参考５の算用数

字の２番の中では、このエネルギー供給事業者のうち、電気事業法の一般電気事業者と言われ

る者、旧一般電気事業者と言われる方々につきましては、供給区域内の電力量計の取り付け数

が100万個を超える方々、もしくは、ガス事業法の中で旧一般ガス事業者と定義されていた

方々の中で、供給区域内にガスメーターの取り付け数が100万個を超える方々については、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

表するということを努力義務としてお願いをしていたところということでございます。 

 まず、昨年度からも少し議論をさせていただいた中には、電気事業法、ガス事業法で書かれ

ている一般電気事業者、一般ガス事業者と言われる方々が、旧法に基づくものになっておりま

すので、こちらについては最低限見直しが必要であろうということを議論させていただきまし

た。また、一般消費者に対する省エネ情報の提供の実施状況を公表していただく主体につきま

しては、今、先ほど申し上げた電力量計とガスメーターの取り付け数に基づいて、実際には努

力義務をお願いしているわけでございますが、こちらがエネルギー小売の全面自由化を踏まえ

まして、実際に新規参入者の方々がふえてくる中で、本当に有効なのかどうかというところは、

確認をさせていただく必要があるだろうということで、今回、次の省エネ法の規制と整合性を

とるようにということで、問題提起をさせていただいております。 

 次の５ページ目のところに参考６、もしくは、次の６ページ目のところに参考７をつけさせ

ていただきましたが、今、電気事業法、ガス事業法を引っ張って、その方々に対して、情報提

供の実施状況について、努力義務として公表していただくことをお願いしているわけですが、
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少なくとも今、この規定自体は省エネ法の関連する規定ということになっていますので、省エ

ネ法の規制の体系の中でこういった義務というのが何らか考えられないのかというところで、

事務局にて検討させていただきまして、省エネ法というものがもともと、参考６というところ

で申し上げますと、工場・事業場の規制、運輸、そして住宅建築物は少し省エネ法の体系から

外れてしまっているのですが、エネルギー消費機器等、一般消費者への情報提供という、今回

議論させていただく内容のこういった規制の体系になっております。特に工場・事業場の青の

枠囲いにしているところについては、対象が工場及びオフィス、ビルのようなものを設置して

事業を行っていらっしゃる方々の中で、エネルギーの使用量が１年度当たり1,500キロリット

ル以上使われている方々に対して規制をかけておりまして、その規制の内容というのが、例え

ば、ポツの２つ目に書いている、エネルギーの使用状況等の定期報告の義務や、３ポツ目の中

長期計画の提出義務ということで、実際にどれぐらいエネルギーを使ったのかであるとか、中

長期的、大体３～５年を目安に、どういった省エネルギーに資する取り組みをしていくのかと

いうところに関して、計画をつくっていただいて、それを出していただく、提出をしていただ

くということを、規制としてお願いをしております。 

 そして、その事業者の方々の定期報告であるとか中長期計画と言われるものの中で、工場・

事業場の規制というところの下の矢印が延びているところですが、事業者ごとに実際に国の取

り組み状況というのを、定期報告、中長期計画等に基づいて国が取り組み状況を評価して、実

際に必要があれば行政指導等も行っているということになってございます。 

 その中で、この定期報告の一つの構成要素として、次の参考７と言われるものがありますが、

84条の２と言われるものの規定で、省エネ法の施行に当たっての配慮というところで、下線部

のところですが、経済産業大臣が、事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業者の連携等

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り組みというのを促進する

よう、適切に配慮をするものとするということで、自分の省エネ取り組みだけではなくて、人

が行うような省エネ取り組みに寄与するような取り組みについても、それを適切に促すように

配慮するということにしておりまして、例えば、今の現行制度の中では、共同省エネルギー事

業ということで、Ｊ－クレジット制度につきまして、実際に他の者によるエネルギーの使用の

合理化の取り組みに寄与するということで、実際にその報告をしていただければ、配慮をして

いるという現状もございます。従って、今回議論をさせていただく消費者への情報提供に関し

ても、他の者のエネルギーの使用の合理化に寄与する取り組みであり、省エネ法の中でこのよ

うに位置づけられているということを踏まえますと、省エネ法の実際の規制の中で情報提供の
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実施状況等について報告していただくことも考えられ、省エネ法の規制対象と実際に整合をと

るように検討することも考えられるのではないかということで、事務局として一つ皆様にご提

案をさせていただきたいと考えてございます。 

 次に、６ページ目の（３）番、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

というところで、これは昨年来議論させていただいたものになりますが、エネルギー小売事業

者の方々がしっかりと省エネに訴求した営業行為というのを適切に行えるようということで、

価格だけでの競争というものだけではなくて、省エネ製品・サービスというものの普及・拡大

に資するような営業行為というのが適切に行えるように、省エネに効果がある省エネ製品・サ

ービスというのが広く需要家に提供されるように、省エネ製品・サービスのあり方というもの

について、検討を継続していくことが必要であるということで、引き続き検討をしていきたい

と考えてございます。 

 ２ポツ目につきましては、この省エネ製品・サービスというものが、競争領域の中で、事業

者の努力の中で、健全に発展していくということがちゃんと見込まれるように、国としてもや

れることはやっていくということで、省エネ製品・サービスの類型化について、先ほどもみず

ほ情報総研からご紹介がありましたが、経済的にインセンティブを与えるような形だとか、機

器の普及に資するようなものであるとか、そういった類型化を通じて、需要家が省エネ製品・

サービスというものを選択する際の参考となる情報というものを整備して、かつ、市場に出て

きた様々な省エネ製品・サービスと言われるもののベストプラクティを共有できる環境整備と

いうものを、行っていくことが必要ではないかということで、こちらを引き続き進めるべく、

この検討会の中で議論させていただければと考えてございます。 

 そして、今の（１）番～（３）番に共通する論点といたしましては、このような電気需要平

準化の取り組みであるとか、情報提供、省エネ製品・サービスの普及というところの措置等の

あり方を検討するに当たりましては、各事業者がそのような取り組みを積極的に取り組んでい

ただけるようなインセンティブを国として与えるということも重要ではないかということであ

ります。 

 ２つ目ですが、事業者に対するインセンティブを検討するに当たりましては、国としても、

事業者の取り組みというところの状況を把握して、この取り組みをモニタリングするための方

策を検討することが必要ではないかと考えております。先ほど申し上げた電気需要平準化の取

り組みや情報提供の実施状況、省エネ製品・サービスの提供状況というのは、国として全て網

羅的に把握できていないと、評価が難しいということもありますので、先ほど申し上げた省エ
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ネ法の規制の体系の中で、例えばＪ－クレジット制度のように事業者からの発意で報告をして

いただくような取り組みについて、しっかりと国としても情報提供等の状況を収集しつつ、そ

ういった取り組みをしっかりモニタリングして、需要家の省エネがしっかりと進んでいるかど

うかというところにつきまして、モニタリングをしていくということが必要ではないかと考え

ておりますので、そういったことにも留意して、検討をしていければと考えてございます。 

 すみません。長くなりましたが、事務局から資料３については以上でございます。 

○村越座長 

 ありがとうございました。 

 大きくいえば、（１）、（２）、（３）、（４）が今回の論点だと思います。（１）、

（２）は、省エネ法の規定の中で、規定そのものを見直すというような関係がありました。

（３）については、国と民間の役割分担の観点がありました。（４）はインセンティブの話で、

そのインセンティブを省エネ法上、どう考えるのかということなのでしょうか。 

○吉川課長補佐 

 はい。 

○村越座長 

 これに関しまして、（１）～（４）と具体的にございますが、質問やご意見等々ございまし

たら、お願いいたします。 

 城口さん。 

○城口オブザーバー 

 城口と申します。私が最初にしゃべっていいものかと思って、黙っておりました。まだご挨

拶ができてない方々が非常に多くて、大変申し訳ございません。本当は最初に来て、皆さんに

ご挨拶しようと思っていたのですが、今日、イギリスから戻ってきて、飛行機が遅れてしまい

ました。あらためまして、城口と申します。よろしくお願いします。 

 エネチェンジ（株）という会社を創業から経営しておりまして、基本的には、消費者に対し

てよりいい電気料金プラン、電力会社をお勧めさせていただくというところでして、まさに隣

にいらっしゃる（株）カカクコムとは競合している部分もあるのですが、実は協業している部

分もあり、それ以上に特に私の代表取締役会長という視点からしては、（株）カカクコムと競

合というよりは、基本的には競合とは思っていなくて、弊社は基本的にはエネルギーの比較サ

イトしかやらない会社です。基本的に、特に電気、ガスしかカバーしていない会社で、その中

で、お客様に対して、及び電力会社に対して、より深いサービスを、電気を切りかえるという
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のは、一つの接点として、まさにそこから今日話があるような省エネの話であったり、より深

い話というのを、より深掘りして提供していく。弊社は電気・ガスの比較しかやらなくて、他

のものを扱っていったりはしなく、基本的には電気・ガスについて、よりお客様に対して、需

要家に対して、電力会社に対して、より深いサービスを提供していくというのを、基本的なス

タンスとしてやらせていただいております。 

 すみません、話が長くなりましたが、弊社は弱小ベンチャーでして、こんな場に出席させて

いただくのは大変恐縮する限りなのですが、私個人はつい先日までケンブリッジ大学で、まさ

にこの電気のデータ解析、省エネ、スマートメーター、電気のデータを解析することで、どう

いうふうに省エネが実現できるかというところの博士課程をやっておりました。まさにその中

でつくってきたのがエネチェンジという会社でして、この運営に関して、私個人は約７年研究

をしているような状態になります。 

 １点だけ申し上げたかったのは、この参考５のところになります。エネルギー事業者にこの

ように努力義務が課されているところが、研究者の視点から見ると、また海外の状況からする

と逆だと理解をしています。現状では問題ですが、当然ながらエネルギー事業者は省エネに対

して本当はあまりインセンティブを持っていません。特に、家庭や法人の電力需要というのは、

今後、全体のパイとしては増えていかない中で、ゼロサムゲームです。その中で、彼らはせっ

かく獲得したお客様に対して、一件当たりの売り上げや利益を最大化することを基本的には考

えている中で、まさにこうやって法律を整備したところで、やはりエネルギー事業者としては

そこのサービスというのは増えませんというのが一つです。 

 もう一つは、仮にディマンドリスポンスのような方法でピーク需要を下げたら、電力会社の

発電コストも下がって、お互いにウイン・ウインじゃないかという話は当然あるのですが、こ

れはまたいろんな多くの研究が示していますが、例えば時間帯別料金を入れると。そうなった

ら何が起こるかというと、まずもちろんピークは下がります。ただ、それ以上に、そこが別に

朝とか夜に移ってくれるわけではありません。お客様が、電気代は高いから下げないといけな

いという意識が芽生えて、全体の需要が減ってしまいます。そうなると、もちろん国としては

あるべき姿なのでいいのですが、電力会社としては単純に売り上げと利益が減ってしまうとい

うことになってしまって、よって、電力会社主導のこのディマンドリスポンスという形という

のはうまくいかないというのが、問題だというふうな一般的な認識です。 

 その中で、資料２に記載されている、サードパーティーがやることに対して恣意性に気をつ

けないといけないというのが、むしろ私は非常に違和感を持ちます。要は、電力会社からすれ
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ば、本当のことを言って使用量を下げてしまうと、売り上げ・利益が下がってしまうので、本

来ならばそこはマイルドな表現にとどめたいというのが、電力会社側のニーズなはずです。 

 そこに対して、例えば全く違うサードパーティーの会社がお客様の立場で、お客様の電気料

金を下げるためにこういう提案があるというのが、本来お客様にとった提案になるはずであっ

て、本来はそこにはむしろ恣意性がないはずなのに、この辺は昨年議論があったのかもしれま

せんが、そこにおいて恣意性が懸念されているというのが、私が海外の話をベースにした感覚

からすると、やや違和感を覚えます。この点を一つ挙げさせてください。 

 すみません。長くなりまして、失礼しました。 

○村越座長 

 今の議論における「恣意性」という言葉には恐らく多少の誤解があると思います。この議論

は多分、西尾さんや小林さんが非常に詳しくて、いろんなご意見があろうかと思いますので、

後で今のお話については何かご意見あればお伺いしたいと思います。 

 最初のところも、スループット・インセンティブというのはよく分かります。第三者が省エ

ネに寄与するというのが、政府の側で期待をしていることということがあります。そのときに、

第三者がビジネスとして成り立つのかどうかというのは、ここでは今のところ指摘をしていま

せん。その際のビジネスモデルについても今のところ議論していません。その上での恣意性と

いうものに対する懸念ということですから、多分、おっしゃっていることとそれから事務局の

ほうで考えていることは、少し違うのではないかと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○吉川課長補佐 

 ありがとうございます。 

 仰る通り、昨年から議論をさせていただく中で、電力事業者、ガス会社事業者にとって、省

エネというのがなかなかインセンティブになりづらいというのは、ご指摘の通りだと思ってお

りまして、いろいろな事業者様と話をさせていただく中でそういったご指摘も出てきます。省

エネ政策の視点から申し上げますと、やはり実際に価格競争、これは大石さんから昨年、ご指

摘を頂戴したのですが、三段階料金制の中で実際にエネルギーを使えば使うほど料金が安くな

るというような価格競争に行ってしまうと、やはり電力事業者、ガス事業者としても、持続可

能性、サステナビリティーがないのではないかという議論をさせていただいてございまして、

そのような中で、価格競争だけにとどまらない、省エネに価値を見出した競争というのが一つ

あるのではないかというところで、私ども、村越先生が仰ったサードパーティーというところ

に着目をしております。サードパーティーが、エネルギーの供給だけではない、例えば省エネ
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製品・サービスと私たちは言わせていただいておりますが、エネルギーだけではない事業に強

みを持っていらっしゃる方々が、その事業の強みを生かしながら、このエネルギー業界一緒に

参画してくることによって、省エネサービスと一体的に事業が成り立ち得るというようなこと

というのが、何らか考えられないのかなというところでご議論をさせていただいてきました。 

 それを今後も継続をさせていただいて、この省エネというところが健全に、エネルギーでは

少し利益がちょっと下がるかもしれないですが、製品・サービスというところで少しパイを稼

げるような仕組みがつくれれば、エネルギー供給事業者も持続可能性というのを見出していた

だきやすくなるのではないかというところで、この環境整備というのを国が何をしたらいいの

かと。競争領域に国が踏み込もうとは全く思いませんけれども、環境整備ということで、その

協調領域のところを整備するためには何が必要なのかというところを、議論させていただこう

というふうに考えてございます。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 すみません、１点だけ補足をしたいと思います。資料２の中に確かに恣意性という言葉が出

てきております。資料２の４ページ目、ガイドライン策定時に留意すべき事項の５ポツ目にな

ります。こちらについて城口様からご指摘いただいたかと思います。資料のまとめ方やスペー

スの都合上、少し情報を削ったところがございます。ここで、「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」と、第三者による情報提供について留意点を書いているので

すが、これは海外における比較サイトに関する調査と関連しております。昨年度、英国のＯｆ

ｇｅｍが比較サイトをコンフィデンス・コードというものに基づいて認証する制度があるとい

う事例をご紹介しました。一方で、日本ではそういうものがなく、存在しない現状の中では、

やはり公平中立な情報というものがしっかり促されるべきであって、例えば電気事業者と比較

サイトが裏でつながっていて、特定の事業者に需要家を誘導していくようなことというのは、

よろしくないと。そういった観点での恣意性を指しています。コンフィデンス・コードがある

英国と日本との対比という文脈の中で、このようなご指摘を委員の方からいただきました。そ

ういった背景情報を資料に盛り困らず、「恣意性」という言葉のみ記載してしまったため、本

日の資料において情報が不足していたかと思います。 

 背景情報は以上になります。 

○村越座長 

 よろしかったですか。 

 他にご意見、質問、何でも結構です。 
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 西尾さん。 

○西尾委員 

 先ほど城口様のお話で、座長からも後でというお話がありました。恣意性のお話のほう、補

足いただいたので、むしろその前のエネルギー小売事業者がきちんとした情報提供をするイン

センティブを持ち得るかというお話について、簡単にコメントとさせていただければと思いま

す。 

 確かに、そうしたご批判があるというのは、よくお話も聞くところです。他方で、私たち電

力中央研究所は比較的エネルギー事業者と距離は近いところにいまして、昔から省エネ情報提

供ってこうあるべきであるということを、お伝えしてきたところです。５年以上前に省エネ行

動の研究会等でも、比較というのが重要ですということを一番初めに申し上げたのは、弊社だ

と自負しております。そこら辺の動きも加速しているという肌感覚を持っております。 

 他省のお話で恐縮ですが、今年の４月から環境省で情報提供に関する実証事業が始まってお

ります。そこに大手のエネルギー小売事業者が多く参加されております。弊社も参画させてい

ただいております。費用効果的な取り組みがどうあるかというものも詰めていっているところ

だと思いますし、恣意性に関連して申し上げますと、実際に信頼できる情報や、去年の中間取

りまとめでは信頼できる業者というお話がありました。少し違う文脈だったと思いますが、や

はりエネルギー事業者として信頼できるということで、きちんとした情報提供をするというの

は重要であるという認識が高まっていると感じております。今回の本年度の１回目ということ

で、少しばかり去年からの進展ということで申し上げる形です。 

○村越座長  

ありがとうございました。 

 後ほど、２回目か３回目でもう少し事務局とも議論をしたいと思っていることは、今、西尾

さんが仰られたスループット・インセンティブをどう考えるのか、あるいはどう回避していく

のかという話と、それから、今回議論をしていただきたい２ページ目の（１）、（２）、６ペ

ージ目の（３）、それから共通の（４）の議題というのは、同じような土俵でいて、少し違う

側面があるはずです。 

 つまり、サードパーティー、それがサービサーにしろ、エネルギー事業者にしろ、省エネル

ギーを提供するためのビジネスモデルというのは、今回まだ議論されていない状況です。省エ

ネを推進するビジネスモデルがあって、エネルギー事業者も積極的に情報提供に関わっていき、

そこにはサービサーが必然的に入ってくるというのがイギリスの状況であります。エネルギー
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供給事業者も新規独立系が大分増えてきたというのは、２年ぐらい前からの状況ですが、その

中でのいろんな混乱というのは、事業者の数と、自由化の体制と、ＯｆｇｅｍとＤＥＣＣのコ

ントロールの誤りという幾つかの事情があり、それを一昨年から見直しをしたというのが今ま

での経緯だと思います。その背景になっているビジネスモデルというような話は当然あるわけ

です。 

 それはここの場でも議論をしていきたいなと個人的には思っておりますが、これを含め、事

務局のほうから（１）、（２）、（３）のところの議論をしたいということもありますので、

順序はどこからでもいいのですが、ある程度整理をしながらやっていきたいと思います。 

 大石さん。 

○大石委員 

 ありがとうございます。 

 エネルギー小売が全面自由化された中、省エネに資する情報提供の努力義務を電力量計の取

付け数が100万個超の大手事業者に限るというのは、国民全体で温暖化防止に取り組むべき時

代に即していないのではないでしょうか。規模の小さな事業者も含めて、消費者の省エネ行動

につながる情報提供していかなければいけないと思います。 

 加えて、これまでであれば、電力会社は電気の効率的な使い方、ガスの事業者は、ガスは効

率的に使うといっても難しいので、多分、高効率ガス機器などの紹介といった情報提供を行っ

てきたと思います。ただ、電気とガスを１事業者が販売する場合には、電気とガスの組合せに

よる省エネ手法の情報を提供することも、事業者を選ぶインセンティブになるのではないでし

ょうか。また、先ほどの高効率機器について言えば、たしかガスは、高効率機器を入れれば、

消費者の料金体系の中に何かインセンティブがあったはずですが、それが最近なくなってきて

いるのではないかという話もあって、現状、私もよくわからないのですが、ガスの場合にその

ような高効率給湯機器などを選んだ消費者に対しての特別メニューのものが、現在もきちんと

残っているのかという点も、調べていただければと思います。 

 以上です。 

○村越座長 

 ありがとうございました。 

 電気事業連合会も日本ガス協会も全国ＬＰガス協会もいらっしゃいますが、どなたか、今の

ご質問に対してご発言がありましたらお願いしたいと思います。電気に関しては効率的な使い

方の情報提供、それからガス、電力のミックスに関する情報提供、それから高効率機器、ガス
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機器のインセンティブ、これは料金の中にもともとあると思っておりますが、何かそういう情

報提供がございましたらお願いします。 

 じゃ、電気事業連合会から先にお願いします。今のご質問には何かございますか。 

○佐藤（秀）オブザーバー 

 電気とガス、両方の機器を合わせた効率化というのは、多分、まだそこまで各社、行きつい

ているのかという点が少し疑問なところがありますので、仰られたことはごもっともだと思っ

た次第です。 

○村越座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、内海さん、いかがですか。 

○内海オブザーバー 

 まず、ガスについてご質問ありましたが、全体傾向としては料金メニューがなくなっている

というようなことはなく、むしろ色々なメニューをつけ加えて、選べるようにされているケー

スが多いのではないかと思います。 

 先ほどメータ個数の件も含めてですが、今後の検討の中で恐らくご検討いただけると思って

おりますが、ガス業界の特性からいえば、平準化等の取組みが難しいという点は、昨年プレゼ

ンの中で説明させていただいた通りです。一方で、日々、様々競合環境の中で戦っている業界

でございますので機器を含めて省エネ提案をすることは常に意識しており、そういった意味で

は、エネルギーの種類ですとか供給事業者の規模ですとか、あるいはお客様にお渡しする情報

の種類、こういったところを留意して進めるという中間取りまとめをいただいたかと思います。

そうした特性を踏まえながら、事業者に過度の負担が起こらないように、熱エネルギーとして

の慎重なご議論をいただけるとありがたいと思っております。 

○村越座長 

 内倉さん、何かございますか。 

○内倉オブザーバー 

 今、ガス協会の方が言われましたことと同様に規模的な面においてもＬＰガス販売事業者は

零細企業が多いものですから、電気、都市ガスのセット販売を行う事業者はなかなか少ない状

況です。一方、単独でガスの小売の状況はどうかといいますと、100万個までいっている事業

者はおりませんので、過度な規制にならないようにしていただきたい。また、努力義務となっ

ております情報提供については、まだ浸透していない状況と思われますので、まず浸透させて、
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さらに、近年ＬＰガス業界で実施しております省エネかつ高効率の機器への買替え促進を、今

後一層推進し、省エネ促進を図っていこうと思っております 

 

○村越座長 

 大石さんから、100万個というのは大き過ぎるのではないか、もっと別の見方があるのでは

ないかとのご指摘がありました。内倉さんは、100万個という事業者は実は少ないというお話

と、それから、内海さんからは最後に、事業者に対する過度な負担は余りしないでほしいとい

う、もっともなご意見がありました。どういうことに対して負担を求めるのかというのは、全

く具体的になってない総論の段階とも言えると思います。もう少し具体的にメニューを出して

議論したいと思います。ほかにどなたか質問でも何でも結構です。 

 小林さん。 

○小林委員 日本エネルギー経済研究所の小林です。よろしくお願いします。昨年度はこのメ

ンバーに入ってなくて、今年からなので、まだキャッチアップするのが大変ですが、精一杯勉

強していきたいと思います。 

 一言だけ、まだ総論なのでということなので、その前提のもとでの発言ですが、省エネは相

当程度やっていかなきゃいけないと。その際にやはり実効性があるということがすごく大事だ

と思います。どういうインセンティブなのか、どういった仕組みにするのか。ガイドラインも

作られるということですが、どういった項目を入れるのかということなので、制度をつくるの

が目的になってしまうのではなくて、やはり実効性を持って、何が一番省エネに資するのかと

いうことを一番念頭に置いて、議論していくことが大事ではないかなと思いますし、そういっ

た中で何か私も貢献できることがあれば、やっていきたいというふうに思っています。 

 すみません。抽象的な話ですが、以上です。 

○村越座長 

 ありがとうございました。 

 杉浦先生。 

○杉浦委員 

 慶應大学の杉浦です。 

 先ほどからの議論を伺っておりますと、例えばピークシフトであるとか、あるいは逆に上げ

ＤＲであるとか、いかに供給する側が効率よくコストの低いものを売り、売り上げを確保   

するかという、そういう立場に立った議論のような気がします。もちろん、ピークシフトをす
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ることによって、そもそもエネルギーをつくり出すコストが下がれば、省エネに資するわけで

すが、消費者の立場で考えてみると、今のここまで展開されている議論というのは、理解しよ

うとするとなかなか難しい。その電気がどこからどういうふうに出てきているのかとか、どの

ようなコストがかかって、その電気やガスが生み出されてきているのかということを理解して、

それを使うということは、なかなか一般には難しいのではないか、またそれを浸透させるには

難しいのではないかと思います。ですから、「安い」、「使えば使うほど安くなります」とい

ったことが消費者には響きやすくなりますが、そういう議論の一方で、本当にそこまでエネル

ギーを使わなくても、もっと生活ができるのではないかとか、暮らしぶりを変えて、ピークシ

フトも大事だが、もう少し全体として減らしていくというような、そういうような訴えかけみ

たいなことも必要ではないかということは、昨年度も申し上げたところです。 

 安くするというのは消費者に響くということがあると思いますが、本当に消費者の立場に立

って考えてくれているということを主張する、そういう情報提供を行っていくことも、企業へ

の信頼を高めることになり、あそこに任せておけば大丈夫だということにつながるのではない

か、そういう視点もぜひ考えていただきたいなというふうに思います。安いからそこにしよう

という、エネルギーの買うところを変えるということは、安くなければ、次はまた違うところ

を変えようということになってくるのではないかと思います。安いというのも大事ですが、社

会全体のこと、あるいは地球環境のことも考えてやっているというような、地道な努力という

か、そういうことが長期的には社会の信頼を勝ち得ていくのではないかということも考えてい

ただきたい。私が今言っていることがビジネスに乗るかどうかというようなことで、皆さんは

関心を持っておられるとは思いますが、そういう視点も必要かなというふうに思います。 

○村越座長 

 ありがとうございました。 

 ここの議題の時間の割り当てがあと５分程度あります。事務局にて１～４の論点を出してい

ただいておりますので、その議論をもう少し深める必要があるかと思います。これは省エネ法

の中で制度化をどうしていこうかという話です。ですから、もう少しここの議論を深めていか

なければいけないと思うのですが、いかがでしょうか。 

○吉川課長補佐 

 ありがとうございます。 

 ご指摘の通りでございまして、昨年度から個別具体的な議論をどうしていくのかというお話

がある中で、次回以降、（１）～（４）のところについて個別具体的なご議論をさせていただ
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こうかなと思ってございまして、先ほど申し上げた通り、今回は事務局の提案というところも

含ませていただいております。電気需要平準化であれば上げＤＲの取り組みも考慮する必要が

あるとか、情報提供の話であれば省エネ法の規制対象との整合をとる形で他の者のエネルギー

の使用の合理化に資するところを評価してもいいのではないかとか、そのような議論をさせて

いただく中で、個別の話については、特に今回は業界団体の方に入っていただいておりますが、

先ほど内海さんからもお話がありました通り、事業者の方々に対して過度な規制にならないと

いうことがすごく重要だと思っていますし、先ほど小林さんからお話があった、実効性のある

ものにしていくということも重要だと思いますので、こちらについては少し事務局の案を練ら

せていただいて、業界団体の方々ともお話しさせていただいた上で、次回以降、具体的な案を

提示させていただくというのは、いかがかなというふうに考えてございます。 

○村越座長 

 わかりました。今のような事務局の方針ですが、何かございますか。 

 城口さん。 

○城口オブザーバー 

 すみません、何回も失礼します。１つだけ、ぜひこの視点もつけ加えていただきたいところ

がありまして、恐縮ながら申し上げさせてください。 

 銀行法の改正もありましたし、まさにフィンテックの文脈をぜひエネルギーでも考えていた

だきたいなと思います。フィンテックも同じ問題がありまして、カード会社は、流通量の一部

の割合数％を収益として取っているので、基本的に利用者に節約を促すメリットはないわけで

す。そこに対して、カード情報をダウンロードしてきて、消費者に「こうやったら節約になり

ますよ」というようなアドバイスをする事業者、いわゆるフィンテック事業者というのが出て

きて、一気に広がってきました。 

 フィンテックというのは、中心は銀行業なのですが、銀行業の市場規模は約15兆円です。一

方、電力事業の事業規模は18兆円程度あり、銀行業単体より電気の方が実は大きいのです。加

えてガスなどもあり、更に大きくなるわけです。これだけ大きい市場に対して、すそ野の広が

りが、現在のフィンテックを中心とした銀行業に比べて非常に少ないです。そこに私たちサー

ドパーティーがきっちり入り込めてないという理由があるのですが、それは一言で言うと、電

力データの開放でして、フィンテックの場合はカード会社が個人のカード情報をダウンロード

できる状態になっていたので、例えばマネーフォワードやｆｒｅｅｅのような会社がアカウン

トを預かって、ダウンロード・解析して、「あなたはここに無駄な消費があるから、ここを削
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減したほうがいい」というようなアドバイスを提供しています。 

 現時点で電力業界の方は、それがまだできない状態になっていますので、そういうようなデ

ータが開放されていくことによって、いろんな事業者が活用できるような形になって、もっと

すそ野に広がりが出てくるのではないかなと。まさにフィンテックがこれだけうまくいき始め

ていて、世界的に見ても、日本のフィンテックは非常に成功している事例です。特に、世界的

に見てもいわゆる銀行法改正という官主導の取組みで非常に成功している事例が日本のフィン

テックです。そういう意味では、日本の電力・ガスというエネルギー分野においても、今、官

主導でいろんな変革が起きている中で、もっともっと官主導で業界を変えていける可能性があ

る分野だと個人的には思っていますので、ぜひその視点も加えていただけると、大変ありがた

いです。 

○村越座長 

 ありがとうございました。新しい視点だったかと思います。 

 次回から、事務局の方でもう少し個別具体的な議論のご準備をいただきたいのと、もう一つ

はビジネスモデルをどのように組んでいくのかということを議論できればと思います。今は省

エネ法という枠組みの中での議論が多いわけですが、それで本当に省エネが進むのか、エネル

ギー供給事業者が主体となった省エネルギーというのは、どのように進めていけばいいのか、

そのビジネスモデルは一体何を基盤としていくか、といった点を議論したいと思います。例え

ば欧米だと、それは規制モデルであったりするわけです。フィンテックが規制モデルかどうか

ということは存じ上げませんが、そういう中で、杉浦先生が仰るような、もう少し消費者側か

ら安い値段とか消費者を重視したというような視点が重視されるような仕組みも入ってくると

いう、そちらの方の検討も個人的にはプラスアルファでしていただければと期待しております。 

 まだ最後にもう１回振り返ることができる時間がございますので、４番目の次の議題に移ら

せていただきたいと思います。エネルギー小売事業者の情報提供状況の調査について、みずほ

情報総研より説明をお願いします。 

 

5. 資料４について 

○羽島（みずほ情報総研） 

 それでは、議題の４番目、エネルギー小売事業者の情報提供状況調査のまとめについてご説

明をさせていただきます。資料４をご覧ください。 

 おめくりいただきまして、１ページ目に目次を示しております。初めに簡単にですが、実施
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概要を説明いたします。引き続きまして、電気事業者様、都市ガス事業者様、ＬＰガス事業者

様のご回答内容について、スライドの枚数が多いので駆け足になるかとは思いますが、ご紹介

をさせていただきます。 

 ２ページ目にお移りいただきまして、（１）実施概要ということで、本調査はエネルギー小

売事業者による、主として家庭部門の需要家の省エネに資する情報提供及び省エネ製品・サー

ビスの展開状況に関する事例研究を目的として、実施したものになります。今年の８月末から

９月の初旬を対象として実施いたしました。対象の事業者様ですが、地域性を考慮した上で、

一定規模以上の方々を対象としました。電気事業者様であれば34事業者様、都市ガス事業者は

60事業者様、ＬＰガス事業者は28事業者様になっております。それぞれ回答を提出いただいた

事業者の数というのは、括弧内をご覧ください。 

 設問の内容ですが、３点ございます。まず電気需要平準化対策に関する項目ということで、

当然ながらこちらは電気事業者のみとなっております。２つ目が情報提供に関する項目、３番

目が製品・サービスに関する項目ということで、２番目、３番目については、電気・ガス事業

者共通の設問内容となっておりました。 

 ３ページ目はご参考です。本日の検討会の中で何度も出てきているものになりますが、情報

提供に関する指針ということで、以降、情報提供の努力義務が定められているこれら５項目に

ついて、それぞれどのような取り組み状況になっているかという点をご紹介させていただきま

すので、ここでもう一度引用させていただいております。 

 では、４ページ目、早速ですが、（２）電気ということで、電気需要平準化対策についてで

すが、ピーク対策料金メニューの提供状況について、旧一般電気事業者は全10者が「提供して

いる」とご回答をいただきました。その一方で、新電力については、提供している事業者が、

ご回答を提出いただきました19社中、１社のみというような状況になっております。 

 時間帯別料金の提供事例というものが多くて、季節別のメニューを提供しているという回答

が非常に少ない結果でした。 

 なお、高圧部門の法人向けＤＲサービスを展開し、要請に応じて節電することで割引になる

メニューを提供する事業者が存在ということで、こちらは冒頭ご紹介させていただきましたよ

うに、（株）エネットのＤＲサービス料金というようなものをイメージいただければと思いま

す。 

 料金メニュー以外のサービスとしてどのようなものがあるかということも質問をさせていた

だきました。その結果、クールシェアですとか使い過ぎ予報サービス、またクーポン配信サー



 28 

ビスというものに取り組んでいらっしゃる事業者様がおられました。 

 ５ページ目にお移りいただきまして、情報提供ということで、何度も出てきている指針５項

目の認知状況についてですが、旧一般電気事業者は全社が「知っている」というふうに回答を

された一方、新電力の中には、「知らなかった」と回答した事業者もおられました。 

 情報提供の実際の状況ですが、指針５項目のうち、指針①及び指針②については、大半の事

業者が情報提供に対応済みである一方、③～⑤については、提供してない事業者というのが３

割～６割程度存在をしているということがわかりました。 

 ６ページ目以降は、各指針の５項目について、どのような媒体で開示をしていますかという

ことを聞いております。凡例をご説明させていただきますが、まず水色は「指針を知っている、

かつ提供をされている」、ピンクは「指針は知らないが、結果として提供している」方々の割

合となります。緑色は「指針は知っているが、提供していない」、紫は「指針を知らないし、

提供もしていない」というものになります。従って、指針①～⑤について、各媒体でこの水色

とピンクのところの高さがどのようになっているかという視点でグラフをご覧いただければと

思います。 

 指針①については、媒体として、会員制サイトもしくは請求書以外の紙で提供していると回

答した事業者が多い結果でした。指針②については、会員制サイトを通じた情報提供というの

が非常に多かったです。 

 ７ページ目が指針③と④ですが、まず③については、会社ホームページや会員制サイトで提

供している事業者が多いということで、請求書以外の紙による提供というのも、一定割合、存

在している模様です。指針④については、会社ホームページが多いと。続いて、紙ですとか会

員制サイトというものが続いております。 

 ８ページ目、指針⑤について、こちらは創意工夫による情報提供という項目ですが、会員制

サイトですとか会社ホームページというのが多かったということで、具体的にどのような項目

がということも質問させていただきました。類似世帯との比較というのが非常に多くて、環境

家計簿や省エネ診断等々も存在をしておりました。 

 その他ということで７つの回答がありましたが、それを８ページ目の右下に書いております。

同契約の平均値との比較ですとか、同一業種における電気使用パターン、またエコクッキング

の紹介ですとか、実際にイベントを開催して省エネアドバイスをしているというようなご回答

もございました。 

 ９ページ目ですが、こちらが一般消費者の方々に対して情報提供する際に、工夫しているこ
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とはどんなことがありますかというものもお聞きをしております。自由記述の回答をそのまま

転記したものになりますが、「グラフや表を活用したわかりやすい情報を提供している」とい

うようなことですとか、「情報量を非常に適正化している」、また、「情報格差への配慮とい

うことのために、紙媒体で情報提供している」と回答した事業者がおられました。その他、下

の方ですが、「検針票においてユニバーサルデザインフォントを使っている」ですとか、「類

似世帯との比較においてランキングを表示している」というような取り組みも存在している状

況です。 

 10ページ目が、情報提供を実際に事業者がした際に、一般消費者の方々はどういう反応がご

ざいましたかということをお聞きした設問の結果になっています。非常に好意的なものが多く、

否定的な反応があったという事業者回答はございませんでした。具体的には、「節電方法がわ

かりやすく紹介されていてよい」とか、「電気代の推移が確認できることで関心が高まる」と

いうようなことですとか、「比較によって見える化されてよい」というようなことですとか、

「次世代教育は早いうちから省エネ意識を醸成させる機会としていいのではないか」というよ

うなご意見をいただいたというようなご回答もございました。 

 11ページ目ですが、少し情報量が多いのですが、まず最初に、省エネに資する情報を提供す

る上での課題や国・行政への要請事項は何かありますかというようなこともお聞きしました。

３つほど書いておりますが、例えば「家庭部門の契約種別ごとに、延べ床面積当たりや人数当

たりの平均使用電力量や最大電力等のベンチマークのようなものを提示してほしい」というよ

うなことですとか、「消費者への情報提供のあり方というのは、新規ビジネスにつながる重要

な要素の一つなので、創意工夫を阻害することのないような仕組みを構築してほしい」という

ようなご意見がございました。 

 右の方に移っていただきまして、省エネに関する情報を提供する上で、第三者と連携をして

いますかというようなことで、過半の事業者の方は「連携していない」というようなご回答だ

ったのですが、中には連携している方も何社かおられまして、例えば「ＡＩを用いたエネルギ

ー分析サービスをするために、第三者と連携をしている」というようなことに取り組んでいる

事業者もおられました。 

 12ページ目ですが、こちらは料金比較サイトにおいて、どのような観点で需要家が比較する

ことが有用であるかというのを、エネルギー小売事業者にお聞きをしたというようなものにな

ります。その結果、価格に関する情報、セット割引に関する情報、また電源構成に関する情報

というようなものが、需要家にとって重要なのではないかと答えられた小売事業者がおられま
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した。その他については、ポイントサービスを加味した価格水準ですとか、また、一部の料金

メニューしか試算できないといったようなことで、誤解が生じないような比較というのが必要

である、というご回答もございました。 

 13ページ目が、現在提供している省エネに資する製品・サービスはどのようなものがありま

すかということで、少し幅広に設問を設けたものになっています。経済的インセンティブに関

するものですとか省エネ機器の普及に関するもの、その他というようなことで、様々なご回答

をいただきました。経済的インセンティブに関するものですと、何度か出てきますが、セット

販売割引に関するものですとか、家庭用コージェネシステム向けの電気料金プランを提供して

いるというようなもの、省エネ機器の普及に関するものですと、リース事業ですとかコンサル

ティングに関するもの、その他ですと、駆けつけサービスですとか、見守りサービスのメール

を送っていますというようなサービスが存在しておりました。 

 14ページ目ですが、電気の自由化の前後で製品・サービスの提供理由として何か変化はあり

ましたかというような設問になっております。左側、ご覧いただければと思いますが、ちょっ

と複数回答可の設問の立てつけにしましたので、このような表記になっておりますが、ざっと

見たところ、ＣＳＲ活動の一環ですとか、顧客離れ防止、新規顧客獲得といったような、より

営業活動に重点を置いたような理由が増えているように見受けられます。 

 14ページの右側ですが、こちらは省エネ効果のモニタリング、省エネ製品ですとかサービス

をお客様に提供した後のその効果のモニタリングをしていますかというような設問に対する回

答だったのですが、「実施している」と答えた方というのは非常に少なかったということで、

「実施している」と回答いただいた事業者についても、実際の方法というのはご回答いただけ

ずに、詳細は不明という形になっております。 

 製品・サービスを展開する上での国・行政への要請事項ですが、こちらは補助金制度の復活

といったようなものというのが非常に多い結果でした。 

 以上が電気になります。 

 15ページ目以降が都市ガスに関するものです。基本的に、結果のまとめ方の立てつけは同様

になっております。 

 指針５項目の認知状況ですが、旧一般ガス事業者様は大半の方が「知っていた」とご回答だ

った一方、旧一般ガス事業者以外の方については、３割弱の方が「知らなかった」もしくは未

回答という結果になっています。 

 指針①～⑤の情報提供の状況ですが、ここに示している通りということで、若干、電気と比
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べると提供割合が低いというような形になっております。 

 16ページ目以降は電気と同様に各指針の情報提供媒体についてまとめたものになります。①

については、会員制サイトもしくは請求書、②については、同じように会員制サイトもしくは

紙というような形になっています。 

 おめくりいただきまして、指針③については、会社ホームページが非常に多かったと。指針

④については、会社ホームページもしくは請求書以外の紙というものを通じて、情報提供を行

っている事業者が多いという形です。 

 その他の割合も一定程度存在しておりましたが、こちらの内容について、「お客様の求めに

応じて情報提供している」というような回答、また「チラシを配付しています」というような

ご回答もありました。 

 18ページ目が、指針⑤、創意工夫に関する媒体ですが、会社ホームページ、会員制サイトが

多いというような結果でした。その他としましては、同じように、「需要家の求めに応じて提

供している」というご回答の他、イベント開催を通じて情報提供に取り組んでいる事業者とい

うものが結構おられたという結果です。 

 19ページ目が、事業者の創意による情報提供の項目の例ということで、この指針⑤の具体例

ですが、出前講座ですとか料理教室等で省エネでの利用方法を説明していますというようなこ

と、一般消費者に情報提供する際の工夫ですが、「インターネットにアクセスできない需要家

に対して紙媒体で提供している」というようなことですとか、「各世代にわかりやすく説明で

きるようなスキルアップに取り組んでいる」と。また、「展示会を活用している」というよう

なご回答もございました。 

 20ページ目ですが、情報提供に関する一般消費者の方からの反応ということで、こちらも電

気同様に、否定的な反応というのはほとんどなかったということで、具体的な一般消費者の声

ですが、「価格推移に関するお問い合わせが非常に多くなった」というようなことですとか、

「情報提供したことによってエネファームの導入体制というのが非常に増えました」というよ

うなご回答が集まりました。 

 21ページ目、省エネに資する情報提供する上での課題、国・行政への要請事項ですが、補助

金による支援策の充実と、こちらは電気と同様になっております。また、システムやホームペ

ージの改修等を伴うため、「事業者に過度な負担とならないように配慮してほしい」といった

ような声もございました。 

 22ページ目です。少し飛びますが、料金比較サイトについて、都市ガスについても同様に聞
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いております。価格、サポート体制、セット割引、これらに関して情報提供することが需要家

にとって有用ではないかというようなご回答が非常に多かったという形になっております。 

 23ページ目が製品・サービスの話になっておりますが、こちらも経済的インセンティブ、省

エネ機器の普及に関するもの、その他という分類でご回答をいただきました。非常に数が多い

ので、ここではご説明は割愛をさせていただきます。基本的に、それほど電気の内容と差があ

るものではなかったかなというふうには思っております。 

 24ページ目ですが、製品・サービスの省エネ効果のモニタリングについてこちらも電気同様

にモニタリングを「している」とご回答いただいた方というのが非常に少なかったということ

で、10％程度です。具体的にこの12％程度の「実施している」と答えた事業者ですが、どのよ

うな方法かというと、例えば、法人向けになりますが、「センサーを使って把握しています」

というようなことですとか、「ＨＥＭＳを使っています」というようなこと、もしくは「Ｉｏ

Ｔを活用したエネルギー使用量のデータ収集を行っています」というご回答がございました。 

 最後になりますが、25ページ目以降がＬＰガスに関するものです。 

 指針５項目の認知状況ですが、「知っていた」とご回答された方が半分、５割という状況に

なっておりました。 

 指針５項目の情報提供の状況ですが、①であれば、水色とピンクのところを足していただい

て、約半数の方が「提供している」ということで、２番、３番、４番、５番については、電気

の方、都市ガスの事業者様に比較すると、提供している方の割合というのが少々低くなってい

るという状況になっています。 

 26ページ目が同様に指針①～②の情報提供の状況ですが、①については、請求書による提供

というのが非常に多かったと。指針②については、会員制サイトが多い結果でした。 

 27ページ目にお移りいただきまして、指針③については、会社ホームページが多かったです。

指針④については、会社ホームページですとか会員制サイト、請求書が非常に多かったという

状況です。 

 指針⑤の媒体ですが、請求書以外の紙による提供というのが多かったということです。 

 29ページ目ですが、ご回答がそれほど多くなかったので、情報量が余り多くないですが、一

般消費者に対して情報提供する際の工夫として、「情報の格差を与えないことに気を遣ってい

ます」というご回答をいただきました。 

 今後、提供予定の省エネに関する情報ということで、「会員制のアプリを使って使用履歴を

参照できるように準備をしています」というようなご回答がございました。 
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 30ページ目ですが、ＬＰガスの情報提供ということで、第三者と連携をしていますかという

ような設問に対しては、「連携している」というご回答は一件もなかったという状況です。 

 料金比較サイトにおいて需要家にとって有用な情報は何ですかというところですと、価格で

すとかサポート体制というのが非常に多かったということです。 

 最後、31ページ目ですが、製品・サービスの内容について、経済的インセンティブに関する

ものですと、ガス料金の割引及びポイント付与、コンロのみ世帯と給湯あり世帯の料金単価の

差別化といったようなインセンティブを提供していますと。省エネ機器の普及に関するもので

すと、ガス機器のリース販売に取り組んでいますというようなご回答がありました。 

 製品・サービスの提供理由については、顧客離れ防止というのがこの中では一番多かったと

いう状況です。 

 ＬＰガスについても、省エネ効果のモニタリングの有無をお聞きしておりますが、「実施を

している」というようなご回答は、非常に少なかったというような結果になっております。 

 非常に駆け足となりましたが、資料４については以上となっております。 

○村越座長 

 説明ありがとうございました。 

 今の資料について質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 もしなければ、全体の議論というのは大分やりましたが、55分まで時間があるということで

すから、どの点に関するご意見でも結構です。杉浦先生。 

○杉浦委員 

 今のご説明で、情報提供する側が何にどういう工夫をしているかとか、そういうお話はあっ

たのですが、受け取る側からすると、その送り手側の思惑とは違った認識である可能性があり、

情報がたくさんあっても、そもそもあまり見ないとか、必要なときに必要な情報が出てくるか

とか、そういったことが大事だと思います。つまり、情報はあるのに、それがうまく必要な人

にマッチングしているかという問題があって、情報を受け取る側がどのような情報を必要とし

ているのかとか、あるいは、それを送り手側の意図とマッチするように受け取っているのかと

いうような、そういった調査とか把握というかは、どうなっているのかなということを少し思

ったのですが、いかがでしょうか。 

○村越座長 

 それは調べておられますか。難しい質問ですよね。 

○吉川課長補佐 
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 今回は、エネルギー供給事業者に対して調査を行いましたので、消費者側の方がどう受け取

られているかというのは、恐らく事業者の側ではなかなか把握されてないということもあった

ので、今回はまず情報提供の指針や努力義務の履行状況等、それらがどのようになっているの

かというのをまず把握し、今後の検討につながる内容があればということで、調査をさせてい

ただきました。 

○杉浦委員 

わかりました。 

○吉川課長補佐 

 申し訳ありません。 

○村越座長 

 一概に情報提供と言ってもレベルが色々ございまして、こういう省エネ機器だったら高効率

ですという一般情報を提供するのはホームページからになるわけです。ところが、「あなたは

こうです」、「他と比べるとあなたはだめです、またはいいです」という情報は、個人にカス

タマイズした情報です。これが大事であるということが大分前から言われ、情報といっても、

内容によって大分違うのですが、ここでは、議題の（１）～（４）においてその両方が入って

きてしまっているということかと思います。 

○杉浦委員 

 せっかく情報提供をしているのだから、うまく使われるような形になるといいかなというの

が、私がお伝えしたかったことです。 

○村越座長 

 大石さん。 

○大石委員 

 ありがとうございます。 

 すごく細かいところですが、今のご説明の中の29ページのＬＰガスのところで、「一般の消

費者に対して情報を提供する際の工夫は」というところで、「情報の格差を与えないこと」と

書いてありますが、「情報の格差を与えない」とはどういうことなのか教えていただければと

思います。 

○村越座長 

 思いつくところございますか。 

○羽島（みずほ情報総研） 
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 実際に質問票にご回答をご記入いただいた内容は、これが全てになっております。恐らく、

媒体の違いですとかというような形で、情報の格差というふうにおっしゃっているのではない

かというふうに、予想ですが、思います。 

○大石委員 

 内容としては、省エネに関する情報ということで聞いていらっしゃるわけですよね。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 そうです。 

○大石委員 

 少しよくわからなかったので。 

○村越座長 

 西尾さん。 

○西尾委員 

 単純な質問です。２ページ目の一定規模以上の事業者を対象に実施というところ、実際にこ

れはどういうお考えだったのかということを教えていただけますでしょうか。 

○羽島（みずほ情報総研） 

 電気事業者については、自由化後の13カ月間で一定規模以上の方々、販売量でたしか5,000

万キロワットアワー以上の販売量の方々にお配りをしております。ただし、グループ会社で複

数の小売事業登録をされている方というのは、一括でご回答をいただいていたりするので、少

し細かいところがありますが、基本的には5,000万キロワットアワー以上の方々になっており

ます。都市ガス、ＬＰガスにつきましては、一定規模以上で絞らせていただいた後に、協会様

との調整をさせていただいた上で、この数の事業者を選んだという、そういう形で調査をして

おります。 

○西尾委員 

 ありがとうございます。 

 先ほどの資料３の（２）における省エネ法の規制対象との関係というところで、一アイデア

というお話ございましたが、その意味では、今のお話は、告示で言うところの100万個とかに

係らない、先ほどの資料３でいいますと４ページの参考５の１に書かれている情報提供の調査

だというふうに理解しています。そのときに、結局のところ、参考５の１で言われている点は、

広く展開していく必要があるというお話だと理解しています。今回の調査からも、大手の事業

者よりも小さ目のところが少し遅れがありますとか、あるいは、電気と比べて都市ガス、ＬＰ
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ガスに遅れがあると少し言及ございましたが、去年の検討会の時には、その辺りの実態がなか

なか見えなかったところがあったのが、今回、こうした形の報告で状況が見えてきているとい

うことは、大切なことだろうとお伺いしていて感じました。 

 その意味では、先ほどの資料３（４）でモニタリングするための方策を検討というお話もご

ざいましたが、こうしたアンケート調査のような形も一つの方法としてあるのだろうなと素直

に感じたところです。逆に言うと、今の告示も10年以上前のものですから、それ以降、市場の

構造が変わりましたとか、技術的なことも変わりましたとか、変化があったところなので、状

況の把握に遅れが出てしまうよりは、もしかすると機動的にスナップショットでも状況を把握

されるということも有用なのではないかと思った次第です。 

○村越座長 

 ありがとうございました。 

 他にないようでしたら、多少、時間がまだ余ってはおりますが、議論そのものはここで一旦

終了させていただきまして、最後に事務局から今後のスケジュールに関する説明をお願いしま

す。 

 

6. 閉会 

○羽島（みずほ情報総研） 今後のスケジュールについてですが、今後、年度内に３～４回程

度、検討会を開催して、議論・検討を進めさせていただきまして、最終的に省エネルギー小委

員会へ報告するということを予定しております。 

 第２回会合ですが、おおよそ１カ月後をめどに開催できればと思っております。委員、オブ

ザーバーの皆様におかれましては、別途調整をさせていただければと思っております。ご連絡

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、次回は、先ほど吉川補佐からもお話がありましたが、本日ご議論いただきました検討

会の審議事項に沿って、個別の検討課題を議論していきたいと考えております。 

 それでは、本日の検討会はこれにて終了させていただきます。 

 皆様、ありがとうございました。 

 


