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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３回） 

 

日時 平成３０年３月１日（木） １０：００ ～ １２：００ 

場所 東海大学校友館 富士の間 

議題  
（１）エネルギー供給事業者による情報提供に係る省エネ法関係法制の見直し等について 
（２）エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会取りまとめ骨子（案）について 

 

○羽島（みずほ情報総研株式会社）   

それでは、定刻になりましたので、ただ今より平成２９年度第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を開催したいと思います。 

 私、本検討会事務局のみずほ情報総研、羽島です。 

 本日は、年度末のお忙しいところご出席いただきまして、また、今朝方、エリアによっ

ては非常に荒れた天気だったようですけれども、お越しいただきまして、ありがとうござ

います。どうぞよろしくお願いします。 

 初めに、委員、オブザーバーの皆様のご出欠状況についてですけれども、本日はご都合

により、早稲田大学、田辺委員、カカクコム、櫻野オブザーバー、日本瓦斯、柏谷オブザ

ーバーのお三方がご欠席という形になっております。 

 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。 

 本日の資料は、配付資料一覧にありますとおり、議事次第、委員名簿、座席表、そして

資料１「エネルギー供給事業者による情報提供に係る省エネ法関係法制の見直し等につい

て」、資料２「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会取りまとめ骨子（案）」

の５点となっております。なお、本日は、席上の皆様には、紙にて資料を配付させていた

だいております。落丁等、不備がございましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局

までお声がけいただければと思います。 

 次に、議題についてですけれども、お手元の議事次第にございますとおり、本日の検討

会の議題は、（１）エネルギー供給事業者による情報提供に係る省エネ法関係法制の見直

し等について、（２）エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会取りまとめ骨子

（案）についての２点となっております。 

 それでは、ここから、早速ですけれども、議事に入らせていただきます。 
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 以降の進行は、村越座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○村越座長   

ありがとうございました。第３回になりまして、今朝も本当どうなるかと一瞬不安にな

って、早目に家を出た方も多いのではないかと思いますけれども、まだお一方お見えにな

っておりませんが、皆さんお見えになって、それでは、あと今回を含めて２回でございま

すので、十分にご議論いただければと思います。 

 それでは最初に、エネルギー供給事業者による情報提供に係わる省エネ関係法制の見直

し等についてに関して、省エネ課の吉川課長補佐から説明をお願いします。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。皆様、朝早くからありがとうございます。 

 まず、昨年11月から開催がかなり先延ばしになり、本日になってしまいまして、申し訳

ございません。皆様、11月に議論した内容ということもありますので、少し復習というと

ころも含めて、資料の中には前回お示しさせていただいた資料というのも入れさせていた

だいておりますので、そこにも言及させていただきながら、本日ご議論させていただきた

いと思います。 

 まず資料１でございますが、「エネルギー供給事業者による情報提供に係る省エネ法関

係法制の見直し等について」という資料について、私からご説明を差し上げたいと思いま

す。本日は、十分なご議論の時間頂戴しておりますので、忌憚なきご意見を頂戴できれば

というように思っております。 

 資料、おめくりいただいて、２ページ目でございます。「（参考）」と書いてあるもので

すけれども、復習になりますが、まず省エネ法の小売事業者の省エネルギーガイドライン

検討会についての議論をさせていただいている、関係法令について復唱させていただきた

いと思います。 

 省エネ法におきまして、一般消費者への情報提供ということで、第86条に、今、太字下

線で線を引かせていただいているところについて読ませていただきますと、「一般消費者

に対するエネルギー供給事業を行う者」「は、消費者のエネルギー使用状況に関する通知」

「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。」という規定が置かれています。そちらに基づきまして、告示というも

のが整理をされておりまして、こちらがその下にあるものでして、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というものが整理をされて
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おります。 

 こちらにつきまして、従来からご議論させていただいておりまして、算用数字の１の

（１）から（５）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っている者

（エネルギー供給事業者）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しなければならないということで、（１）から（５）

の内容について情報提供を、努力義務としてお願いをしているという状況になっておりま

す。 

 算用数字の２番のところでございますが、エネルギー供給事業者の中でも、旧電気事業

法の中で、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百万個を超

えるもの及び旧ガス事業法において、一般ガス事業者であってその供給区域におけるガス

メーターの取付数が百万個を超えるもの、このような事業者の方々、ある種の大規模な事

業者の方々については、一般消費者が行うエネルギー使用の合理化に資する情報提供実施

状況について、毎年公表するよう努めなければならないということで、一般消費者に対す

る省エネ情報の提供の実施状況につきまして、毎年公表するよう努力するということで、

努力義務が課されているというのが、今現状の省エネ法の関係法令についての整理になっ

ているということでございます。 

 資料おめくりいただいて４ページ目でございます。第２回の検討会の資料の中で、お示

しをさせていただいた資料でございます。第２回検討会におきましては、現行の指針の第

１項において規定されている５項目について、項目の見直しであるとか、記載内容の見直

しに関しまして、要否に関する議論を実施させていただきました。項目の見直しにつきま

して、（１）から（５）の内容が、エネルギー小売全面自由化の状況を踏まえて、適切で

あるかが、昨年度取りまとめをさせていただきました中間取りまとめの内容等踏まえて、

今後見直しの必要性があるかどうかというところをご議論させていただいたというように

認識をしています。その中で、項目の見直しにつきましては、先ほど申し上げた、小売全

面自由化の状況を踏まえて、新たに情報提供を求めるべき項目はないかということと、あ

とは事業者にとっても、過剰な負担になるような項目になっていないかというところの２

点を特にご議論させていただいたところというように認識しております。 

 また（１）から（５）のそもそもの内容につきまして、情報提供の状況調査ということ

で、第１回で事務局からお示しをさせていただきました調査の中では、（３）から（５）

の内容について、対応している事業者が少ないという状況が見られましたので、この指針
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の記載内容についての見直しというのも必要ではないかということ、もしくは具体例を示

すなどによって、分かりやすさをしっかりと担保していくということが必要ではないかと

いうことで、この内容の見直しが必要かどうか等の検討をさせていただくというご議論を

させていただきました。 

 ５ページ目でございますが、実際に第２回の検討会の中でいただいたご意見を整理して

います。 

 指針５項目についていただいたご意見ということで、この３つが主なご意見だったと事

務局としては理解しております。１点目でございますが、現行の指針の５項目については、

大手事業者が取り組んでいたものなので、もう少し簡単に取り組めるような、インターネ

ットなどを活用した情報提供が促されるガイドラインができていくとよいのではないかと

いうことで、基本的には大手事業者が、取り組んでいただくものということで、取り組み

が進んでいるということではあるけれども、すべての事業者に関わっているものではある

ので、もう少し簡単に取り組めるように、工夫が必要ではないかというご意見をいただき

ました。 

 現行の指針５項目ということを一律努力義務とすると、各社が同じ情報提供するので、

画一化されてしまうということなって、自由化にとって、小売の事業者を選択される判断

の基準とならないのではないかということ、各社が提供情報、工夫・訴求をして、その情

報を需要家がどう活用するかということで、省エネが進んでいくということが重要ではな

いかということで、その創意工夫のところ、特に（５）番の内容に関連してくると思いま

すけれども、各社の情報提供、創意工夫によって、この省令が進んでいくということが望

ましいのではないかということのご意見をいただきました。 

 あとは、情報の質とか、分かりやすさの観点です。指針５項目に追加するか、またはガ

イドラインで説明するということで、対応してはどうかというご意見をいただいたという

ように認識をしています。 

 事務局としまして、事務局の対応方針（案）というのを書かせていただいておりますけ

れども、まず項目の見直しというところで、５項目からさらに追加、削除というところに

ついてのご意見はなかったと認識しておりますので、現行の指針５項目ということは、維

持をすることとしたいというように事務局としては考えております。 

 他方で、やはり先ほど申し上げたとおり、また、情報提供調査からも分かったとおり、

なかなかその（１）から（５）の中でも、取組状況の遵守状況というところについては、
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差異がありますので、この指針における記載は現行のままとするということで、全面自由

化の状況を踏まえて、なかなか今の段階では、中身を見直すということが難しいというこ

となのかもしれませんけれども、実際にその具体的に、どういうことをやればいいのかと

いうところについては、具体例等をガイドラインの中に置いて示すこととしたいと思いま

す。また、平成28年度の中間取りまとめに記載をさせていただいた、例えば情報提供媒体

の特性であるとか、一般消費者の視点に立った情報整理という論点も盛り込みながら、具

体例を示していくことによって、この（１）から（５）の内容の取組を促進していくとい

うことで、ガイドライン等での対応というところを基本に今回、対応方針をこのようにさ

せていただいてはどうかというように考えているというのが、事務局の対応方針（案）と

いうことになります。こちらについても、後ほどご意見をいただければというように思い

ます。 

 続きまして、資料の７ページ目でございますけれども、今度はエネルギー供給事業者に

よる省エネに資する情報提供のあり方という中で、公表努力義務の対象範囲とモニタリン

グの方法というところで、こちらも前回お示しをさせていただいた資料でございます。第

２回の検討会の資料の中、現行、電事法、ガス事法で、一定の方々に対しては、公表努力

義務がかかっていますということをご紹介させていただきつつ、（Ⅰ）番、（Ⅱ）番の内容

について、検討が必要ではないかということで、見直しの検討性についての議論をさせて

いただきました。 

 対象範囲の見直しというところです。エネルギー小売が全面自由化してきたこともあり

まして、新規参入事業者という方が増えてきているという状況がありますので、こちらの

現行の公表努力義務の対象範囲をさらに拡大していくということで、見直しが必要ではな

いかということで、論点を提示させていただきました。 

 また国としましては、この対象範囲を拡大するということとともに、今後は、しっかり

と情報提供がどのようになされていくのかというところを、しっかりとモニタリングをし

ていくということが必要だと思っておりまして、現時点では、第２回でお示しをさせてい

ただいたようなスポットでのアンケートのような形で、モニタリングをするような状況に

なっていますので、可能な限り、定期的なスキームによってモニタリングをするというこ

とが今後の政策を決定していくための基礎的な情報を収集する観点から必要ではないかと

いうことで、そのような必要な制度設計を検討したらどうかということで問題提起をさせ

ていただきました。 
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 まず対象範囲についてのご議論でございますけれども、対象範囲につきましては、こち

らも第２回の検討会の資料でございますが、８ページ目をご覧いただければと思います。

前回、修正案（ア）から（ウ）というのを提示させていただきました。（ア）につきまし

ては、現行の規定につきまして、旧電気事業法、旧ガス事業法というのを引用しておりま

すので、こちらにつきましては、まずは少なくとも表現を適正に改正後の事業法に表現を

反映するということとともに、この閾値については現状を維持するという方針がまず一つ

考えられるということで修正案の（ア）を提示させていただきました。赤字のところが、

修正案になっています。 

 修正案の（イ）につきましては、エネルギー供給事業者全体を対象化するということで、

100万口という条件を現行かかっているものをすべて除いて、エネルギー供給事業者の方

であれば、すべて公表努力義務というのを対象にしてはどうかということで、案をお示し

させていただきました。 

 修正案の（ウ）については、こちらはまた別の観点からでございますが、今現時点でこ

の電気事業法、ガス事業法というのを引用することによって、公表努力義務をお願いして

いるわけでございますけれども、こちらにつきましては、省エネ法の規定体系化というこ

ともありますので、省エネ法に基づく規定に変更したらどうかというご提案をさせていた

だいたところということで、エネルギー供給事業者の中でも、省エネ法で一定のエネルギ

ーを使っている、1,500klというエネルギーを使っている特定事業者、または特定連鎖化

事業者と言われる方々に、公表努力義務というのをお願いしてはどうかという案を３つお

示しさせていただいたところということでございます。 

 ９ページ目は、その（ア）から出していただいたご意見ということで、記載をさせてい

ただいておりますけれども、修正案（ア）につきましては、新規参入事業者というのは、

全く対象にならないということで、現行の規制体系は基本的に変わりませんので、そこに

ついては、大手事業者に限定されてしまって、全員参加にならないのでないかというご意

見をいただきました。 

 修正案（イ）につきましては、これは全員参加になるので、公平性の担保ができるので

はないかというお話がありました。 

 ２点目は、前向きなご意見というか、少しニュートラルなのかもしれませんけれども、

小規模事業者にとって、この修正案（イ）を採用して、負担ということになるのであれば、

まずは大規模事業者から順に実施していって、そのスケジュールの中で後々に小規模事業
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者にやっていただくということの工程表を示してやっていってもいいのではないかという

ご意見をいただきました。基本的には、小規模事業者の皆さんもしっかりと努力義務を果

たしていただくことが必要ではないかというご意見をいただいたというように認識してい

ます。 

 懸念に関するご意見につきましては、１つ目、２つ目となります。ガス業界の皆様から

ご意見をいただいたとおり、やはり中小規模の皆様で、コスト負担を含めて、なかなか大

変取組みづらいような事業者がいらっしゃるというご意見がありましたので、そちらにつ

きましては、配慮が必要なので、修正案（イ）というところについて、全員参加の取組と

いうのはなかなか難しいのではないかというご意見をいただいたというように認識してい

ます。 

 修正案（ウ）につきましては、省エネ法の規定に統一されることでわかりやすくなると

いうご意見をいただいた一方で、省エネ法の規定自体、そもそも当事者が使っているエネ

ルギーの量ということで規定をしていますので、今回、現時点の規定では、その供給量で

あるとか、顧客数というところにターゲティングをしているというところで、少しそこで

はずれが出てくる可能性があるというご指摘をいただいていましたので、自社で使ってい

るエネルギー量なのか、もしくは供給している量、もしくは抱えている顧客数なのかとい

うところで、少しずれが出てくるのではないかというご意見をいただいたというように認

識をしています。 

 あとは、本社以外に、他の事業においてエネルギーを使用していない場合には、捕捉で

きないという可能性があるため、供給量で何らかの評価が必要ではないかというご意見も

いただきました。 

 そちらにつきまして、ご意見をいただきまして、10ページ目で、メリット、デメリット

を整理させていただいてございます。 

 修正案（ア）につきましては、現行の対象範囲と同一のため事業にとってはわかりやす

いというメリットがある一方で、デメリットとしましては、ご意見をいただきましたとお

り、現行から変わりはないので、新規参入事業者とか中小事業者というのは対象とならな

いのではないかというご意見がありました。 

 修正案（イ）につきましては、自由化された市場において、全事業者が公平に対象とな

るということでメリットがあるということと、あとは現行規定に比べて、努力義務の範囲

が増えますので、これもいいのではないかというメリットがあろうかと思います。なので、
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デメリットとしては、新規参入したばかりで事業体制が整っていない人たちが、このよう

な努力義務を課された場合においては、もしかすると追加的な負担があるのかもしれない

というご意見をいただいていました。 

 修正案（ウ）につきましては、この省エネ法の体系の中で完結させることが可能になり

ますので、こちらについても分かりやすさの観点からいいのではないかというご意見をい

ただきました。あとは、現行に比べましても、対象事業者数は一定程度増加する見込みに

なりますので、こちらのメリットとしてはあるのではないかというように思います。 

 なので、デメリットとしては、先ほども申し上げましたとおり、省エネ法自体が、エネ

ルギーを使っている方々への規制の考え方なので、現行の規定の顧客数とか供給量という

概念から少しずれてしまうのではないかということで、デメリットがあるというように思

っています。 

 事務局の対応方針（案）ということで、記載をさせていただいておりますが、これは決

め切っているわけではなくて、こういう考え方も一つあるのではないかという追加的な案

ということでお示しをさせていただきたいと思っておりますので、本日ご議論いただけれ

ばと思いますけれども、この（ア）と（ウ）の案というのを、統合したものを採用するこ

ととしてはどうかということで、次ページに記載をしている内容をご説明させていただき

たいと思います。 

 11ページ目の修正案の、今回（ア）と（ウ）を統合したものを修正案（エ）と呼ぶとし

ますと、修正案の（エ）というのが、エネルギー供給事業者のうち、次のいずれかに該当

するものというのは、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提供の実

施の状況について、毎年、公表するよう努めなければならないということで、現行の規定

を改正事業法に改めて維持をするということで、（１）番、（２）番の電気事業法、ガス事

業法の修正案の（ア）に該当するところをまず残しつつ、（３）番で、液化石油ガスの販

売事業者の方々についても、同様に100万件というのを超える人たちについての規定を加

えるということとともに、修正案（ウ）についての内容というのを追加して、エネルギー

供給の事業又はエネルギーを製造し、若しくは発生させる事業を主事業、主たる事業とし

て行っている特定事業者の特定連鎖化事業者というのを対象としてはどうかという考え方

を提示させていただいております。 

 分かりづらいので、12ページ目で模式化をしたものを用意させていただいておりますけ

れども、修正案（エ）の考え方ということで、該当条件をそれぞれクリアしていけば対象
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になるという考え方で整理をさせていただいております。今、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４事業者

がいらっしゃって、まずエネルギー供給事業者の条件ということで、まずエネルギー供給

の事業をやっているということが、まず入り口の条件になるというのが、○0 の条件にな

ります。これは先ほどの規定で見ていただいたとおり、「エネルギー供給事業者のうち」

という表現がありますので、まずはエネルギー供給をしているということがまず前提条件

になるということでございます。契約件数の条件、①番というところについては、先ほど

の（１）から（３）に対応しておりまして、100万件を超えていれば、もうその時点で対

象になりますが、100万件以下であれば、次のステップに進むということで、主たる事業

の条件として、「エネルギーの供給の事業」、または「エネルギーを製造し、若しくは発生

させる事業」ということで、エネルギーにかかわる事業を主事業としてやっている場合に

ついては、また対象になるということで、次の③番の条件に移っていただいて、この中で、

省エネ法の特定事業者等の条件で、特定事業者、または特定連鎖化事業者に該当する方が

対象になって、その特定事業者に該当しない方は対象外にするということで整理をさせて

いただいております。したがって、①番、②番、③番の条件で、エネルギー供給事業者と

いう○0 の条件と①番の条件をクリアしていれば、それは必然的に対象となります。○0 は

該当しているけれども、①番は該当しないという場合につきましては、②と③の条件を満

たした場合においては対象になります。他方で、②と③どちらかの条件を満たしていない

場合、なので、主事業がエネルギーの事業ではない人たちは対象外になりますし、特定事

業者でない人たちも対象外になるということで、対象事業者の範囲をこのように整理をし

てはどうかということで、今回、図式化をさせていただいたということで、修正案の

（エ）というのも、一つ考えられるのではないかということで、事務局から提案をさせて

いただきたいというように思います。 

 次に、モニタリング方法というところは14ページ目でございますけれども、第２回の検

討会の資料につきまして、ご提示をさせていただいたものをそのまま掲載しております。

こちらにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、省エネ法の体系と、公表努力義務

をひもづけるということをしますので、今回、省エネ法の中で特定事業者、特定連鎖化事

業者となっていらっしゃる方々については、毎年度基本的には定期報告書というのを出し

ていただいております。その定期報告書の中で、様式を追加することによって、その努力

義務の履行状況というのをモニタリングしていってはどうかということで、省エネ法の定

期報告書に様式を追加するということを案としてお示しをさせていただきました。なので、
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現行のメリットとしましては、現行の省エネ法の制度の中でやっているものなので、その

様式１枚を追加することによって、モニタリングというのが、比較的簡単に可能になるの

ではないかというように考えておりますけれども、非特定事業者等の方々については、自

主的な報告になってしまうということがデメリットとしてあると思っていますし、ただ、

定期報告書で、記載内容が大分増えてしまうと、過度な負担になってしまうので、そうい

うところではデメリットがあるのかもしれないというところで、この点を提示させていた

だきました。 

 15ページ目につきましては、そのほかのモニタリングの方法として、アンケート調査の

実施というのがあると思っております。そのアンケート調査をスポットでやることによっ

て、実際に努力義務の履行状況というのを把握していくということも可能なのではないか

というように思っています。メリットとしては、調査内容や時期を比較的柔軟に設定をす

ることができるので、事業者の負担回避というのが比較的容易にできるかもしれないとい

うことがあるかと思います。なので、デメリットとしては、法律に基づくものではないの

で、この任意調査という位置づけになってしまって、回答を担保できるかどうかというと

ころが分かりかねるというところと、あとは周知活動が十分ではない場合には、その回収

が低調となる可能性があるというところはデメリットかと思っています。 

 それに対しまして、16ページ目でございますが、ご意見を頂戴しまして、定期報告書に

追加する案に対しては、事業者に負担感なければ理解が得られるのではないかという前向

きなご意見をいただきました。案の（２）につきましては、事業者数が多いので、サンプ

ル調査であれば分かるかもしれませんが、行政コストもかかってなかなか難しいのではな

いかというご意見もあった一方で、アンケート調査というのがやはり今の対象事業者数を

把握する対象事業者の実施状況を把握する観点からは、必要ではないかということで、顧

客数とか、供給量によったものではないので、そういう観点からは、省エネ法で捕捉でき

ないところについては、アンケート調査をするべきではないかというご意見をいただいて

いました。 

 事務局の対応方針（案）といたしましては、この案と（１）、案と（２）を合わせた形

のものとしてはどうかというように考えています。省エネ法定期報告書に新たに報告書を

追加するということで、今のエネルギー供給事業者の中で、特定事業者、特定連鎖化事業

者の方々、主事業としてエネルギーの事業をやっていらっしゃって、特定事業者と特定連

鎖化事業者の方々については、報告を省エネ法の定期報告の中で求めていくということと
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ともに、それ以外のエネルギー供給事業者に対しては、ボランタリーな報告というのを、

様式を整理することによって求めていくこととしてはどうかというように考えています。 

 今回、すべての特定事業者、特定連鎖化事業者についても、これが法的に何らか完全に

担保される形のものではないので、例えば回収状況が悪かった場合において、もしくは中

小の人たちが捕捉し切れないということであれば、それを必要に応じたアンケート調査を

実施するということで、案の（１）を基本としつつも、案の（２）というのを補足的にや

っていくというのは、あり得るのではないかということで、案をお示しさせていただいて

いるということになります。 

 実際に、報告様式につきましては、前回もお示しをさせていただいた17ページ目に書い

ているものでございますが、実際に（１）から（５）の内容を実施しているか、実施して

いないか。第２表においては、（１）から（５）の内容、もしくは自発的にやっている情

報提供の実施状況等、消費者の省エネに資するような情報提供、省エネ製品・サービスの

提供とか、そういったものをやっているのであれば、一覧性をもって見られる、例えばウ

ェブページを作っていただいて、そのＵＲＬを記載していただいて、国に報告いただけれ

ば、国がそれをもって事業者の省エネ情報の提供状況を一覧性をもって把握できるのでは

ないかというように考えています。 

 第３表のところにつきましては、実際に情報提供の状況とか、省エネ・製品サービスの

提供によって、どれぐらい省エネ効果が生まれたのかというところを、具体的な指標とそ

の効果というところを記載していただく欄を設けています。ここについても、実際に事業

者さんの創意工夫によって、省エネ効果が生まれた場合には、そちらについての報告をし

ていただいて、国としても、そちらについての省エネ効果というのを見ていきたいという

ように思っています。 

 18ページ目、19ページ目のところにつきましては、19ページ目に飛んでいただければと

思いますが、そのような一覧性をもったホームページなどを整理していただけるようであ

れば、私たちもその事業者の方々、省エネ法のコンプライアンスをしっかりやっていただ

いている方々ということで、公表状況に関するＵＲＬ等を資源エネルギー庁のホームペー

ジで公表することによって、省エネに取り組んでいらっしゃる事業者であるということを

明確に情報提供することができるのではないかというように思っております。こういった

形で国としても、省エネに関する公表を考えていきたいというように思っております。 

 以上、先走ってしまいましたが、20ページ目に書いている内容でございまして、事務局
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の対応方針（案）ということで、今回のエネルギー供給事業者による情報提供の取組につ

きましても、他の者に対するエネルギーの使用合理化に寄与するということで、共同省エ

ネルギー事業として取り扱ってはどうかというように考えています。 

 その情報提供を受けた内容を踏まえて、実際には省エネ法の評価において、勘案評価を

するということを検討していきたいと思っておりますが、その勘案の仕方については、個

別の事業者の状況、事情において検討することとしたいというように思っています。 

 かつ、先ほど申し上げましたとおり、情報提供に精力的に取り組む事業者の方々につい

ては、資源エネルギー庁のホームページに掲載をして、奨励をするということとともに、

例えば、省エネ情報の提供や、省エネ製品・サービスの提供状況が充実してくるようなこ

とがあれば、例えば民間事業者の方々が当該情報を活用して、消費者に対してこの事業者

は省エネに取り組んでいるということをアピールしていくことによって、その事業者が選

択されていくということも将来的にはあり得ると思いますので、そういった情報の活用と

いうのも促していきたいと考えております。 

 21ページ目、22ページ目は、先ほどの共同省エネルギー事業に関するスライドです。前

回、ご説明させていただきましたけれども、今、そちらにつきましても、省エネ法の法体

系の中で、自分の省エネルギーだけではなくて、人の省エネルギーに資するような取組を

促進するように、経済産業大臣が配慮するということになっていまして、実際に省エネ法

の法律施行規則の中で、そういった取組をやったのであれば、報告をすることができるよ

うになっています。したがって、消費者の省エネに資するような情報提供の取組について

も、合わせて共同省エネルギー事業と分類をして報告をすることができるようにしてはど

うかということを議論させていただきたいというように思っております。 

 長くなりましたが、事務局からの説明は以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 それでは、皆さんにご議論していただきたいと思いますが、議題が３つございますので、

１つずつやっていきたいと思います。最初は、５ページまで書いてございます指針５項目、

例えば４ページの左下の（１）から（５）、これで十分なのか、あるいは、事務局の案と

しては、この５項目で、告示そのものはいいのではないか。ただ、追加的に、例えば、分

かりやすさに関する内容の追加という意見もございましたけれども、そういうものに関し

ては、具体的なガイドライン等々で触れていけばいいのではないかというようなご説明だ
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ったと思います。 

 まず、この５ページまでの指針５項目に関する話と、当然そのガイドラインに盛り込む

項目が関係してくるということになります。次の議論は、12ページまでの努力義務の対象

範囲をどういうようにしていったらいいのかという議論、それから最後が13ページ以降に

なりますけれども、モニタリングの方法ということで、最後にここは共同省エネとの関連

というのが若干入ってきます。それは一緒に第３の議題という中で議論をしていただけれ

ばと思います。 

 それでは最初の５ページまでの指針５項目についてのご意見、ご質問ございましたら、

よろしくお願いいたします。例によって、名札を立てていただきまして、お伺いします。 

○城口オブザーバー   

最初で恐縮ですが、エネチェンジの城口より質問させていただきます。 

 この項目が公表されたら、比較サイトも含めた民間事業者に広く周知をしていかれると

いうことで、社内でも本件について議論をしました。実際にユーザーさんへのインタビュ

ー等々も含めて、いろいろと具体的に議論を行いましたが、恥ずかしながら、前回そこま

で準備できていませんでした。実際ユーザーさんにヒヤリングした上で、この４ページの

ところの５項目に関してやはり２点ほど情報を付加しないと、今の情報では、比較サイト

等々が全面的に出していくには、少し情報として弱いのではないかと思っております。 

 まず１点目が、時間帯ごとの消費量です。今、スマートメーターが入ってきているわけ

で、それが検討会の議論に入っていないというのは、非常に寂しいと思っています。実際

に、ここでは毎月のエネルギーの消費量と書いていますが、毎月の量だと、大体夏と冬に

高くてみたいなことしか分からなくて、結局下げないといけないのは、ピークの時間帯だ

と思いますので、そういうところに対して、どういうように自分が使えているかというこ

とが分からないと、この（３）（４）（５）にありますけれども、例えば時期ごとの消費量

が分かったところで、実質的なアクションにはつながらないのではないかと思っておりま

す。せっかく日本はスマートメーターの普及と、エネルギーの自由化というのが、ほぼ完

全にリンクして進んでいますので、事業者さんにスマートメーターのデータ開示を強くお

願いをしていきたいですし、データポータビリティの観点においても、30分値が見えて、

かつデータポータビリティの観点でいうと、ダウンロードできるところまで推奨していく

というのは、世界スタンダードにのっとって、あるべき方法かと思います。 

 ２点目はそれが分かった上でどうするかというところについてです。別紙のワードの資
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料、資料２のほうにありましたが、所謂時間帯別料金やピークシフトなど、需要家さんが

下げようと思ったときに、下げるインセンティブをしっかりエネルギー供給事業者さん側

は提供しているのかどうかというのも、かなり重要になってくると思います。実際に、時

期ごとに分かったところで、別に彼らにとって下げるインセンティブがなければ、アクシ

ョンにはつながりませんので、例えばディマンドレスポンスのサービスを提供しているか

どうかというのが、事業者さん側でしっかりわかれば、比較サイトとしても、この会社は

しっかり30分値でデータを公開してくれていて、よって自分のピーク時間が分かるので、

そこに対して、これだけ下げる努力をすれば、さらに電気代も下がりますというようなと

ころで、消費者にとって、ピークシフトに協力することで必要な情報が見える。必要な情

報が見えた上で、協力することで、彼らにとっても電気代が下がるというインセンティブ

があるというのが、もしかしたら抜けている２点なのではないかと、社内で議論させた結

果を披露させていただきます。済みません、失礼しました。 

○村越座長   

ありがとうございました。これはどうしましょうか。今お答えいただくよりは、もう少

しご意見いただいたほうがいいと思います。というのは、（１）から（５）に関しては、

これは情報提供のことでありまして、しかもスマートメーターは全戸に提供されているわ

けではありませんので、時間別情報の提供というのは、できる人と、できない人がいると

いうことをどう踏まえていくのかということがあるので、いきなりこの５項目で議論する

ことなのか、あるいはガイドラインの中でという話もあると思います。それから、ＤＳＭ

のインセンティブに関しては、これは情報提供の範疇ではありますが、実際の事業、省エ

ネ行為といいますか、その投資を伴う、要するにお金の出入りがあるような、そういうよ

うなものに言及することになります。ここでは、ここの指針の（１）から（５）は、そこ

までの事業者が、直接ユーザーに対して、何らかのインセンティブを与えるということは、

ここでは議論しておりません。単に情報提供するということであって、それによってイン

センティブを与えるということはないので、そうなってくると、ＤＳＭは非常に重要なこ

とですけれども、そこの扱いは、この中ではどうしたらいいのかということがございます

ので、そこは後で、事務局のほうから一度お考えはお示しいただいたほうがいいとは思い

ますけれども、ほかのご意見も先に伺わせていただきながら進めたいと思います。はい、

大石さん。 

○大石委員   
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ありがとうございます。 

 今のお話、ディマンドレスポンスというのは、今後すごく重要になってきて、スマート

メーターがついていて、先進的にそういうことが利用できる消費者にとっては、本当に今

後は必要な情報になるだろうなというように思っています。それで、その前の前提として、

今のは電気の事業者の話でしたが、今回のエネルギー供給事業者というのが電気もガスも

ＬＰもすべて含めての話になります。そのときに、例えば、主にガスを売っているけれど

も電気も売っているとか、ＬＰだけれども電気を売っているとかという、エネルギー事業

者がいろいろな媒体のエネルギーを売っているときに、すべてのエネルギーに対して、同

等とするのか。それは後で議論する規模ということになってくると思うのですけれども、

前提となるものが個別のエネルギーに関してでいいのか、それともエネルギーすべてなの

かというのが、本当に基本的なところですけれども、話を聞いていて、少し迷いましたの

で、そのあたりをきちんと整理をしていただきたいと思います。 

○村越座長   

これに関しては、先にお願いします。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。 

 今、まず、大石さんのご指摘に対しましては、エネルギー供給事業者と言われる方々に

ついて、媒体を特に指定しているわけではないので、基本的に、例えば電気もガスも供給

されている方であれば、この（１）から（５）の情報提供の努力義務というのは、両エネ

ルギー源に対し同等にかかってくるというように考えていただければというように思いま

す。簡単でありますけれども、以上です。 

○村越座長   

ほかにございますでしょうか。杉浦さん。 

○杉浦委員   

はい、ありがとうございます。 

 この５つの指針ですけれども、これはこういう形でよいかと思うのですが、なぜこの５

つなのかということを、情報提供する事業者に対して、納得いくような説明をしていくこ

とが、より重要になってくるのではないかというように、今までの話を聞いていて思いま

した。 

 といいますのも、恐らく今の時間帯別の料金であっても、それは何が省エネになるかと



- 16 - 

 

いうことについては、供給事業者側の都合によるところがあって、エネルギーの生産と供

給の仕方によっては、何が省エネになるかというのは、それぞれいろいろ変わってくるこ

とがあります。それぞれの事業者にとって、何がよりよい省エネなのかということは、そ

れぞれあると思うので、こういう指針はあるんだけれども、うちの事業者にとっては、こ

ういうことが一番省エネになると思って、こういう取組をしていますということを自主的

に公表していこうという、そういうような何かつながるようなことで、５つやっていれば

いいとか、そういうことではなくて、それぞれの事業者が、それぞれの特徴に応じて情報

を出していくということを、もっと進めていけるような形にしていただきたいということ

を思いました。コメントです。 

○村越座長   

ありがとうございました。これに関しては、時間の制約もございますので、もう一つも

しあれば。それでは、西尾さん。 

○西尾委員   

城口様のおっしゃられたことと関連して、時間帯別使用量の情報提供というものについ

て、効果的にしていくということが重要だと思います。ただ、（１）から（５）との関係

でいうと、私の見方としては、（５）のところに相当してくるものではないかというよう

に考えておりました。一つには、電気、都市ガス、ＬＰガスという形で、いろいろなエネ

ルギー源が入ってきている中での指針だということでもございますし、あと今の（５）の

ところのエネルギー使用量の目安等のようなところの並列なのか、あるいは具体事例を書

き込むというところの中なのか、そういうところでフォローしていただくのがよろしいの

ではないかというように思いました。まさに具体事例というところが、結構大切な話かと

い感じていまして、ベストプラクティスといいますか、あるいは恐らくこの指針が変わっ

ていくスピード感と、まさにエネチェンジさんがされているような技術というか、情報提

供のあり方が変わっていくスピード感というのは、実は後者のほうが早いかもしれないの

で、適時の具体事例を挙げていっていただくということが、「なるほど、こういうことも

あるのか」という形で事業者の皆様にとっても、いい参考になると思っております。以上

です。 

○村越座長   

ありがとうございました。それでは、最初の城口さんのご指摘について。 

○吉川課長補佐   
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はい。ありがとうございます。 

 城口様からいただいたご意見については、私もそのとおりだと思っておりまして、まさ

に時間帯ごとの消費量であるとか、あとは、それが例えば時間帯別料金とリンクしていた

り、インセンティブがついているかどうかというところについての情報というのはすごく

重要だと思っています。 

 先ほど、私が答えようかと思っていたところで、西尾さんのほうから今ご発言いただい

たのですけれども、私も（５）の中にある程度整理されてくるのではないかと思っている

のですが、多分城口様からそういうようなご意見があったということを鑑みると、恐らく

（５）では読み切れないとか、分かりづらいということなのだと思いますので、恐らくこ

ういうことについては、ガイドライン等で整理していくべき事項なのだろうなと。やはり

それが、例えば一般的になったりとか、そういった事業者がこういうことにコミットでき

るということになった段階では、この告示に位置づけるということはあり得るのではない

かと思うのですけれども、今、スマートメーター自体も、先ほど村越座長からもお話しあ

ったとおり、全国に普及しているわけではありません。できる事業者、できない事業者あ

ると思いますので、その協調領域のところで環境整備が整った段階で、検討が必要な事項

だと思います。今、ガイドラインの中で、具体事例として整理するという意見をいただい

たので、そういう形の対応が望ましいのでは、と今この瞬間は思っています。 

 あと大石さんのお話はお答えしましたので、杉浦先生のところをお答えします。おっし

ゃるとおり、すごく重要な論点だとは思っていまして、これ平成17年の法改正をしたとき

に、この一般消費者の情報提供という項目が入りまして、その段階では家庭へも売れる商

品というのが、今後増えていくだろうと見込まれた中で、消費者への直接規制というのは

できないので、しっかりとチャンネルをもっている事業者の方々、特にエネルギー供給事

業者の方々や、家電量販店とかいろいろ情報提供の義務がかかるわけですけれども、エネ

ルギー供給事業者の方々に対して、この（１）から（５）というのが、恐らく一般的、基

本的にできる項目であろうということで設けられた項目であるというように認識をしてい

ますので、そういった項目であるということを、合わせて周知をしていくということで、

事業者の理解も深まってくるのではないかと思いますし、得意、不得意というの恐らくあ

ると思うので、その事業者さんの創意工夫によって、（１）から（５）以外の項目で、も

っとできること、（５）に含まれるかもしれませんが、創意工夫でやるところというとこ

ろをもっと促していけるような、環境整備というのはやっていく必要があるのではという
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ように、今コメントをいただいて考えているところでございます。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 もともと省エネ法というのは、エネルギーを使う方、事業者を対象としてつくったもの

でありますけれども、基本的にはユーザーワイズにつくってきた法律だと理解しています。

今、エネルギー供給事業者に対しての努力義務であるとかということを議論しているんで

すが、実は、最終的にはやはりユーザーワイズであるべきだと、最終的には最終消費者が

どうするのかというようなことを意識すべきだと私自身は思っています。その中で考えて

いくと、（１）から（５）の中で読み切れないようなさまざまなことに関しては、ガイド

ラインで充実させていくという考え方がございます。 

 それからもう一つ、５ページの項目の見直しの最後のところに、情報の質や分かりやす

さという観点ということがございまして、ここはやはり指針の（１）から（５）は項目で

あって、その質については何もいっていません。これは杉浦先生のたしかご発言に基づい

ていると思いますが、非常に大事なことだろうと思いますので、今のところは本日の議論

ですと、やはりガイドラインで十分に説明していくということになると思っております。 

 続きまして、６ページからの、努力義務公表の対象範囲についてのご意見を承りたいと

思います。はい、小林さん、お願いします。 

○小林委員   

ありがとうございます。 

 このところは、前回の委員会でも議論になりまして、今回、修正案の（エ）も出してい

ただいて、読んだだけだとよく分からなかったのですが、この12ページの図はすごくわか

りやすくて、吉川さんの説明を聞いてよくわかりました。前回の案（ア）（イ）（ウ）より

は、この（エ）のほうが格段にいいとは思いますが、これで本当に漏れがないのかどうか

だけ、気になるところがあります。これから自由化でいろいろな事業者さん入ってくると

思うので、なかなか完璧なルールというのは難しいとは思いますが、そこのところだけ確

認していただければというように思います。以上です。 

○村越座長   

今小林さんにお答えいただいて、大石さんに名札を立てていただいていますが、先に電

気、都市ガス、ＬＰＧの関係団体の皆さんにこの対応でいいのかということから先に伺っ

て、それから学識経験者等々、それから関連の竹廣さんですとか、佐藤さんが来ておられ
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ますので、電気、ガス、ＬＰで、あと竹廣さん、佐藤さんからのご意見を伺った後で、城

口さんも含めて、経験者の方のご意見を伺います。 

 電事連・佐藤さん、いかがでしょう。 

○佐藤（秀）オブザーバー   

電気事業連合会の佐藤でございます。 

 （イ）の対象範囲についてですが、前回の委員の発言ご紹介ありましたけれども、やは

り当該事業者のエネルギーの使用量が閾値となっているということと、今回12ページを見

ましても、やや小売事業者以外の概念が入ってきたということもあって、少し違和感があ

ります。そもそも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指針の対象でご

ざいますので、基本的には対象となるのは小売事業者であろうというように思います。そ

ういった意味では、閾値とすべきは、やはり小売の事業規模といったものではないかとい

うように考えます。 

 修正案（エ）を出していただきましたが、これは電気事業法やガス事業法も参照する形

にもなってございますし、必ずしも省エネ法の中で完結するといったことになってござい

ませんので、そういったことであれば、小売事業者の契約件数をまずは対象として、例え

ばでございますけれども、一般消費者のエネルギー消費量のカバー率を見ながら、具体的

な閾値を検討していくというのは、一般的なやり方ではないのかと感じました。以上でご

ざいます。 

○村越座長   

一般消費者のカバー率というのは、具体的にどういうことですか。 

○佐藤（秀）オブザーバー   

例えば、一般消費者のエネルギー消費量の何％ぐらいを捕捉できるかを見ながら、件数

を設定するのが一般的なやり方ではないかと思います。100万件という値がどのように設

定されたのか、私も存じ上げませんけれども、下げていく中で、別の理屈というのもある

かもしれませんが、やり方としては先程申し上げたやり方のほうが、一般的ではないかと

思いました。以上でございます。 

○村越座長   

わかりました。ありがとうございます。では、内海さん。 

○内海オブザーバー   

ご発言の機会ありがとうございます。ガス協会の内海でございます。 
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 公表努力義務の対象範囲につきまして、意見を述べさせていただきたいと思います。 

 今回、前回までのご議論を踏まえまして、修正案（エ）が追加されたものと理解してお

りまして、一定のご配慮をいただきまして、まことにありがとうございます。その修正案

（エ）につきまして、意見を述べさせていただきます。 

 まずこの検討については、ご案内のとおり、小売事業者へのガイドラインというように

理解しておりますので、今回の案の中で、12ページの表を拝見しますと、場合によっては、

導管事業だけをやるような事業者も入ってしまうのではないかという懸念がありまして、

その辺りについて、併せて今後の検討をお願いできればと思っております。 

 また、この案（エ）に関しましては、都市ガス事業に関して申し上げますと、旧一般ガ

ス事業者のこれまで４社が、公表努力義務の対象だったのですが、おおむね17社に増える

可能性がございますのと、一方で、新規参入者で新たに追加される事業者はほぼないので

はないかと考えられておりまして、実際に求めている自由化に伴い検討が必要という今回

の目的と整合がどの程度するのか、今後ご検討お願いできればというように思っておりま

す。 

 また、少しここに関係しますので、次の議論に踏み込ませていただいて恐縮ですが、今

回、17社の対象の中には、何度か申し上げさせていただいておりますが、残念ながら、中

小事業者も含まれている案となってございます。できましたら、今回の案で、ほかの措置

も併せて検討されますと、従前の措置と比較して、中小事業者の負担が一気に大きくなる

のではないかと懸念しておりまして、できましたら、一定の規模で絞り込むですとか、あ

るいは措置内容についてご配慮いただくと、今後のご検討をお願いできればと思います。 

 また、これもその先の議論で恐縮ですが、定期報告の第３表の報告について、記載され

ておりますけれども、これについても、中小事業者にとっては、非常に対応が難しいので

はないかと考えております。情報提供の省エネ効果について評価を自ら検討するというよ

うな表現がございまして、この第３表の一定の根拠を示せるような事業者という点で考え

ますと、大手等の一部事業者しか、なかなか活用できないのではないかというように考え

ています。小さな事業者でも対応できるようなことなのかという点について、少し懸念を

しているところでございます。 

 以上、中小事業者の対象ができる限りなくなりますよう、もしくは少なくなるようにご

配慮いただくとともに、より実効性のある対応となるよう、改めて慎重なご検討をお願い

できればと思っております。ありがとうございます。 



- 21 - 

 

○村越座長   

ありがとうございます。続いて、内倉さんお願いします。 

○内倉オブザーバー   

それでは、ＬＰガス側の考えを申し上げさせていただきます。 

 まず省エネの今回の情報のあり方というのは、消費者向けというのが対象になっている

ので、今のガス協会の方も言われましたけれども、供給に至る方の情報公開というのは、

どういう形でやるのか。視点が２つあって、消費者向けなら消費者向けで、まずそういう

消費者側が使うところによって、どういうような規定を組んでいくかとか、製造側の省エ

ネも、当然日本国としては考えなければいけないということで、製造に至る排出規制もあ

るかもしれません。消費者への情報公開というのを、そことどうつなげるのかを考えなけ

ればいけないと思います。 

 あともう一つは、消費者に省エネについていろいろな話をしましても、お客さんによっ

ては、当然使用しないといけないとか、いろいろな理由があります。なかなかお客さんの

省エネを図るのは難しいということで、できればいろいろな排出規制がありますが、機器

に今後規制をかけて、数年で何％削減という、そういった技術開発を伴う機器の規制を図

っていってはどうかと思っております。 

 また、消費者戸数100万件とかいろいろありますが、今、どちらの方か言われましたが、

いろいろな兼業が行われている中で、余り私が言える立場ではございませんが、都市ガス、

電力、ＬＰ、おのおのを足した合算で100万戸とか、そういったものを考えてもいいかも

しれないと思っております。国としてどういう規制を図って省エネを図るかという視点に

立つと、まだこの段階ではなかなか業者数も少ないし、国としての規制の何リッター、何

キロ、減らすというのが、及んでいかないのではないか。だから2030年までの5,030万kl

でしたか、それをどうやってエネルギー業界、またほかの業界もいろいろありますが、い

ろいろな規制をかけて、国の目標に近づけていければと思っております。以上です。 

○村越座長   

少しお待ちください。今、３者の議論について、どこかで事務局にお答えいただきたい

のですが、佐藤さんと内海さんのご意見は後にさせてただくとして、今の内倉さんのご意

見には、別の観点が入っていると思います。特に、消費者に対して、新たな省エネ方法、

今後情報提供以外のものも含めて、さまざまな検討するべきことがあるのではないかとい

うようなことでございましたので、ここの扱いは置いておいて、また最後に、ここで本日
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やりますが、少し分けて議論をしたほうがいいと思います。 

 それでは、竹廣さんと佐藤さん。 

○竹廣オブザーバー   

ありがとうございます。 

 先ほどのオブザーバーの方々からの意見にも絡むところですけれども、まず今回、この

議論は、一般消費者の省エネに資する情報についてどうするかということを議論していく

というように、受け止めておりますが、これは確認を含めてなのですが、11ページ、12ペ

ージのところで、自分の理解が落ちているところではありますが、まずエネルギー供給事

業者であって、その上で一般消費者向けということでいうと、電気であれ、ガスであれ、

小売の事業者が情報を提供するような努力を上げられていくことが重要というように認識

している中で、今でいうと100万件以下のところでしょうか。これは前提として、小売事

業者であって100万件以下というのが正確な表現なのかというように、自分は受け止めた

のですけれども、11ページのほうにいくと、（１）（２）（３）（４）は並列に書かれていて、

（１）番のところでは小売電気事業者、ないしは（２）番のところで小売電気事業者であ

ってというのが前提になっていますが、（４）番にきたところ、小売事業者という前提が

ないので、（４）番にかかっているということは、小売事業者を除外した条件になってい

るのかというようにも読み取れます。話を戻すと、自分としては、小売事業者であって、

100万件以下、ここでいうと以下の場合は、その下におりていくという理解をしましたが、

まずそこについて確認をさせていただければと思います。 

○村越座長   

これ今ご回答いただけますか。 

○吉川課長補佐   

はい、ありがとうございます。 

 多分考え方の整理だと思いますが、エネルギー供給事業者という方々の概念については、

供給される方も、小売される方も、この段階では含んでいます。エネルギー供給事業者に

抜ける方々というのは、恐らく発電とか、ガス製造されている方というのが、恐らく抜け

る形になるのだろうと思います。それは、現行法の（１）から（５）の情報提供の努力義

務がかかっている方々については、今エネルギー供給事業者と言われる方々で、まず可能

な範囲でやってくださいということなので、供給事業者の方々でもこの（１）から（５）

でやれることがあるのでしたら、やってくださいという状況になっていますので、それは
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同じような整理で、（１）から（２）に引っ張ってきています。ただ、おっしゃるとおり

（１）から（３）については、件数ベースでいくと、恐らく小売事業者でしかとらえられ

ないので、小売事業者という書き方をしていますけれども、（４）番については、供給事

業者という考え方を使っていると。供給というのは、送配電、また導管、もしくは小売と

いうのも入っているという整理にしています。 

○竹廣オブザーバー   

ありがとうございます。 

 ということでいいますと、（４）番は、発電事業を単体、発電事業のみやられている事

業者についても、この義務がかかるということでしょうか。 

○吉川課長補佐   

発電事業者の方々は入らないという整理です。入らないというのは、（２）番のところ

の一番冒頭で、「エネルギー供給事業者のうち」という言葉が入っているので、供給して

いる方々のうちです。なので、発電事業を、例えば社で一体でやっている場合、法的分離

前の話でいくと、一体でやっている場合については、電気事業でいくと、発電、送配電、

小売、一緒にやっていらっしゃるので、発電も多分一緒に入ってくるとは思いますが、法

的分離した後は、発電事業については、対象は除外されるという形になります。 

○竹廣オブザーバー   

わかりました。済みません。少し理解が不足していたところですけれども、そういう意

味でいうと、発電事業者の方は対象外ということですので、一定程度、今の案については、

理解できるところでございます。 

 100万件で、最初に切るのがいいのかというような、数値的なところについての考察は

できていないところでございますけれども、一般消費者に対する情報提供ということを念

頭にこの議論がなされているということであれば、今のような発電事業者は除外されてい

るという前提のもと、こういう考え方は理解できるのではないかと考えております。あり

がとうございます。 

○村越座長   

ありがとうございました。佐藤さん、お願いします。 

○佐藤（美）オブザーバー   

東急パワーサプライの佐藤です。 

 まず12ページのほうの、対象範囲の定義のところにつきましては、エネルギー供給事業
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者でかつ100万件というわかりやすい数値と、あともう既に存在しており、これまでの省

エネ法の切り口ということで、新たな切り口をつけ加えていただいていないので、私ども

のような新しく業界に参入した事業者からすると、自分たちが対象になるのか、ならない

のかというのは、非常にわかりやすい定義で、非常に助かる方が多いのではないかという

ように考えております。 

 一方、100万件というところについて、先ほど、これからガスも電気もやる方が増えて

いく中で、足し算の定義にしたほうがいいのかどうなのかというところに関しては、いろ

いろな事業の取組方あると思いますが、多くの事業者さんが、やはり電気、またはガスな

りという、自分の基盤となるお客様に対して、重ね売りをしていくというシーンが多いの

ではないかというようにとらえますので、やはりお客様に対する情報提供というと、２商

品であっても、お客様１人ということが多いのではないかと思いまして、今の切り口が一

番フィットする事業者さんが多いのではないかというように考えております。 

 また対象外となる事業者についても、自主的な報告という窓口も設けていただいており

ますので、省エネに関して高い意識があるお客様を抱えているとか、省エネに関してしっ

かりと事業者としてやっていこうという事業者が、このスキームに参加できる窓口をあけ

ていただいておりますので、私どもやほかの事業者さんも、異業種参入したときに、事業

者さんが、自分たちの基盤となるビジネスをてこに、どうやったら省エネというところに

働きかけていけるかというところを、創意工夫をもって取り組めるのではないかというよ

うに考えました。以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 では、城口さんも含めて、学識経験者の方でご意見があればということですけれども。 

 大石さん、挙げていましたね。 

○大石委員   

学識経験者ではないのですが、済みません。 

 私がさっき手を挙げたのは、そもそも前回までもお話ししていましたように、私の意見

としては、やはり今このみんなで省エネによって低炭素社会をつくっていかなければいけ

ないというときに、この人はやらなくてもいいという、そういう範囲は多分ないのではな

いかと思います。やはり私としては、（イ）のエネルギー供給事業者を採用し消費者に対

して小売を行う者については、やはり消費者に対して省エネに関する情報提供は必ずだれ
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しも行わなければいけないというのが、今回のこの話の一番基本になるというように思っ

ておりました。 

 そういう意味では、先ほどの12ページの図で思ったのですけれども、今いろいろな事業

をやっておられる方が、例えば電力なんかにも入ってきていて、東急さんもそうですし、

あと通信の会社の方ですとか、いろいろな事業者さんが電気を小売している。そうすると、

100万件の電気を売らなければもう事業者Ｄですよね。その他の事業をしているので対象

外になってしまうという、これはどうなのだろうかと。どんどん日本中で電気の小売を行

っている、そういう新規参入者の人たちというのは、全く対象外になってしまうので、少

しここのところはどうかというのが、私の意見です。 

 前回も申しましたけれども、必ず大きいところと小さいところが同じことを全部しなけ

ればいけないとは私も思っていなくて、例えば、先ほどＬＰの事業者さんがおっしゃいま

したけれども、確かになかなか小さくてすべてはできないというようなお話がありました

けれども、その前には、例えば県にＬＰの団体をまとめる方がありますので、そこで例え

ば広報のチラシをつくっていただいて、ＬＰや都市ガスであれば、今のところ毎月検針で、

検針表というのは、各家庭にもっていっていますから、そのときに省エネに関する、つく

ってもらったチラシを一緒に１枚入れるというだけでも、それは省エネの資する行動につ

ながると思うので、できるところからやっていただくという意味で、すべての事業者さん

で取り組むということで、お願いしたいと思います。以上です。 

○村越座長   

では、杉浦先生、その次、西尾さんお願いします。 

○杉浦委員   

私も、省エネの取組を情報公開するというところは、すべての事業者にとって必要なこ

とだと思います。しかし、それぞれの事業者、先ほど、大石さんもそのことは言われてい

ますが、経営的な観点からすると、どこも同じようなことはできない。ただ、今回の場合、

いわば国がここの事業者は公表義務がある、それ以外はないというように線を引くという

ところが、何の根拠をもってそういうことなのかというところが問題になっているのだろ

うと思います。 

 そうしたときに、先ほどご意見があったように、消費者に対して情報を出すのに、小売

業ではないというところが入ってくる。そこの別の基準が入ってきている。100万件だと

か、あるいはもう少し下げるとか、そういう議論もあったかと思うのですが、別の省エネ
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法ということはありましたが、基準をもってくることの恣意性が感じられなくもない。一

方で、先ほど東急パワーサプライの佐藤さんが言われたように、うちはもっと積極的に省

エネについて情報公開したいということがあるにもかかわらず、例えば後で、ウェブサイ

トのリンクを貼るというような、そういう仕組みをつくられたときに、対象外になったと

ころは、そういうところに、行きたいのだけれども小さいが故に、そういう点を売りにで

きなくなるのではないかといったような、逆の面での懸念も考えられるわけです。 

 それはやはり何かの基準を設けて線を引くということにおけるデメリットというか、そ

ういうことが生じると思います。難しいところだと思うのですけれども、例えば、公表義

務とか努力義務といったときに、しなかった場合というのが、どういうペナルティがある

のかということ、その辺のところを考えたときに、情報を集約して、こういう取組をして

いるということを経産省で公表されるということであれば、そこに何かやっていないとい

うことが公表されること自体がペナルティになるのだろうとは思うのですけれども、そこ

のところをそれぞれの事業者が、小規模なところが負担になるから、そこは捨ててでもも

っと別のところで勝負したいみたいなところがあるのであれば、義務というよりは、一つ

の選択肢としてそこをやれば、経産省のサイトに載せてもらえるみたいな、そういうよう

なあり方もあるのではないかということも一方で考えました。つまり、省エネの公表をし

ていくところを経産省として推進していくという、推進というか、インセンティブとして

とらえてもらえるような形もあるのではないかということを思いました。以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。では、西尾さん。 

○西尾委員   

全体の方向としましては、11ページ目に書かれているようなところで、対象を広げて、

底上げを図っていきたいということは理解しております。通常であれば、やはり11ページ

目の（１）から（３）で書いているようなところで、規模を考えていくところではないか

と理解しておりまして、そのとき、その対象範囲として、底上げとして効率的なものにな

っているかとか、あるいは自由化をしている中で、公平な競争条件になっているかという

関係が入ってくるものだと理解しています。 

 そのときに、今回この（４）というところを出して、そこを補うというお考えだという

ように聞いていますが、質問は（４）のところでして、細部の質問でいいますと、この

「エネルギーを製造し、もしくは発生させる」というところをあえて挿入されていること
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の意図です。それからもう一つが、もう少し大きな話として、（４）のところが、具体的

にどういう想定でいらっしゃるのか、そこがわかってくると、（１）から（４）が合わせ

て妥当なものかどうかという議論になるかと思いまして、ご質問です。 

○村越座長   

ありがとうございました。では、城口さん。 

○城口オブザーバー   

済みません、手短に。２点だけ質問というか、確認させていただきたいのですけれども、

なぜ件数で設定するのかとはやはり思います。実際に、新電力さん、多くが高圧中心でや

られている会社さんも多い中で、なぜキロワットとか、キロワットアワーみたいな形での

高圧を対象とされる新電力さん等々も対象にされる条件になっていないのではないかとい

うのは、１点思います。 

 ２点目に関してですが、まさに東急の佐藤様がおっしゃったとおり、デュアルフュエル

というか、電気、ガスのセット販売が今後どんどん増えてくると思います。仮に50万件、

電気、ガスを販売している事業者さんがいらっしゃったとしたら、非常に強いパワーをも

たれていると思います。しかしながら、それが50万件なので対象外というのは、やや変な

話ではないかと思っていまして、基本的には、今後、デュアルフュエルが増えてくると、

単純にそれを１顧客というようにカウントすると、どんどんその全体のパイが減ってしま

うので、本来で言えば、ガスと電気を足すべきと私は個人的には考えております。 

○村越座長   

それでは、事務局のほうから何かございましたら、お願いします。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。 

 皆様、貴重なご意見いただきまして、ありがとうございます。おっしゃるとおりだとは

思いまして、少し事務局の考え方、ご説明から抜け落ちている部分もあったので、補足だ

けさせていただくと、（１）（２）（３）は、既存のものを踏襲して、100万件をさすがに超

える人というのは、とらえないといけないというところは、皆様思っていただいていると

ころかと思っています。特にそれは小売業で100万件を超えている人たちというのが入っ

てくるということは重要ではないかと、今この努力義務を守っていただくことは重要では

ないかというように考えています。 

 この（４）をつけ加えた意味ということで申し上げると、エネルギー小売だけで、例え
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ば100万件には満たないというところが例えばあったときに、80万件、70万件というとこ

ろでやっていたときに、実際に省エネ法の概念で、エネルギーの供給にかかわらず、エネ

ルギーの事業をやっている方々で、そこでエネルギーを日本国内で使っているのであれば、

それなりに省エネをやっていただくということの重要性というのはあるのではないかと思

っていまして、その省エネ法の中で求めているエネルギーの使用の合理化というのは、自

社の取組だけではなくて、他の人への貢献というのも含めてやっていただくという整理を

していますので、そういう意味では、この（４）というエネルギーの使用で、小売だけで

はとらえられないエネルギーの製造であるとか、供給というところも含める形にはなって

いますけれども、基本的にはエネルギー供給事業者の中で、その製造もしくは供給、小売

というものを全体を含めて主事業でやっていて、日本国内でエネルギーをそれなりに使っ

ている人については、やはり他の人に対しての省エネの貢献というのもある程度求めてい

っても、合理的なのではないかというように考えて（４）番を入れたという意味では、

（１）から（３）のある種の補足的な意味で入れているというのが、実際の趣旨ではあり

ます。 

 西尾さんからいただいた、エネルギーを製造、もしくは発生させる事業というのを入れ

た理由ですけれども、おっしゃるとおり、このエネルギー供給事業者だけにかければいい

のではないかというお話あると思いますが、この主事業でとらえているというところで、

一つ問題と思っているのは、今例えば、法的分離をなされていない電気供給事業者さんに

ついては、先ほど申し上げたとおり、発電とか、ガス製造とか、また送配電、導管、小売

というのが、一体の会社となって、今存在しているわけでして、エネルギー供給というと

ころだけを主事業としてとらえてしまうと、発電事業で使っているエネルギーが多分多い

はずなので、そこでこのエネルギーを製造し、もしくは発電させる事業というのを除いて

しまうと、恐らく発電もしくはガス製造でエネルギーを多数使っていらっしゃる方々が抜

け落ちてしまう可能性があるなということで入れさせていただいております。なので、先

ほど申し上げた話のとおり、法的分離した後は、例えばガス製造であるとか、発電事業と

いうのは、分離されてしまえば、「エネルギー供給事業者のうち」という、最初の冒頭の

概念から抜け落ちてくるはずなので、ピュアに発電とか、ガス製造をやっている方々につ

いては、まだ抜けて落ちてくるはずということで、問題としてはそのエネルギー供給事業

者という方々を、網羅的にとらえようと思ったときには、こういう書き方をせざるを得な

いというところで、今そういう文言にさせていただいているというところがあるというこ
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とでございます。 

 あともう一つは、大石さんと杉浦さんからいただいていた、小売事業者に対してという

ところ、オブザーバーの方々からもいただいておりましたけれども、おっしゃるとおり、

エネルギー小売事業者というところが、今回の対象範囲というような認識はしています。

今なぜこの供給事業者という概念を使ったかというと、先ほども少し申し上げたとおり、

一番にエネルギー、省エネに資する情報提供できる人であれば、それはエネルギー小売で

あろうが、エネルギー供給であろうが、それは情報提供の努力義務がかかっているはずな

ので、少なくとも省エネ情報の努力義務がかかっているからには、例えばこの（１）から

（４）の条件に該当してくるのであれば、やれるもの、やれないものがおっしゃるとおり

あると思っていまして、やれないものについてまで、その公表努力義務を課すつもりはあ

りませんが、やれていることについては、ある程度どこまでできているかというのは、国

に対して教えてもらうということがある一定の合理性があるのではないかと思っています

これ全部がやっていないとなれば、罰則があるということではないので、先生におっしゃ

っていただいたとおり、やっていることをしっかりと教えていただきたいというのがその

趣旨でして、それをしっかりと把握することによって、恐らく今後、どういう打ち手を国

としては講じていかないといけないのかというところにつながっていくのではないかとい

う趣旨で、こういう規定でさせていただきたいというのが全体の説明です。今いただいた

ご意見、さまざまありますので、それは咀嚼させていただいた上で、修正案を検討させて

いただくという形にさせていただきたいと思います。 

○村越座長   

わかりました。今、皆さんに今のご説明でご納得いただけましたでしょうか。もう一回

確認しようと思っていましたが、皆さんのご意見、幾つか出たと思います。規模の決め方

が口数という考え方と、全体に対するカバー率、つまり報告義務がかかっている事業者が

日本全体のどのぐらいをカバーするのかというような視点も考えたほうがいいのではない

かというご意見もございました。それから特定の事業規模である程度絞り込むという、こ

れはまた方向が異なるご意見もございましたし、ガスと電気、ＬＰを合算するというご意

見もございまして、その辺については、また検討をしていただいて、次回にご説明という

ことにしたいと思います。 

 それからもう一つ出ておりました、製造事業者の省エネという話は、この中で扱わない

のか、機器に規制をかけてもいいのではないかという、所謂直接的な省エネというのが一
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体どういうような仕分けになるのでしょうか。 

○吉川課長補佐   

申し訳ありません、そこの説明を漏らしてしまいましたけれども、おっしゃるとおり、

今内倉様からいただいたご意見については、ごもっともだと思っていまして、その機器で

使っているそのエネルギーというのは、やはり恐らく家庭で使っているエネルギー量とし

てかなり多くありますし、かつ製造にかかる排出規制というのも多分多く、省エネという

観点から非常に重要になるというように思っています。なので、今回について、先ほど村

越座長からもおっしゃっていただいたとおり、この一般消費者、一般消費者というよりは

家庭部門も、一部業務部門とかも入ってくると思いますけれども、そういった方々にこの

省エネをいかにしていただくかというところの中で、今回は情報提供というところの切り

口を議論させていただいているので、その製造にかかる排出規制であるとか、製品規制と

いうところについては、省エネ法の中でも、別途規制体系を構築しているので、そういう

ところでも合わせて検討していく必要があるとは思っています。非常に重要な示唆だとは

思いますけれども、ここのこと省エネ情報提供というところに関しましては、議論からは

除外させていただいたほうが、議論の整理としてはわかりやすいかと思いますので、別途

の検討事項ということで、弊課として承りたいというように思います。 

○村越座長   

ありがとうございました。予定の時間を少し押しておりまして、２つ目の議事でござい

ますけれども、モニタリング方法についてのご意見を伺いたいと思います。佐藤さん。 

○佐藤（秀）オブザーバー   

３番目のモニタリング方法の件でございますが、実は、我々としては、アンケート方式

のほうがよろしいのではないと意見を申し上げたいのですけれども、そもそもここに書い

てありますように、時期、調査内容を柔軟に設定できるというのはかなり重要ではないか

というように思っていますし、必要な情報も的確に取得しやすいという点では、アンケー

ト方式のほうがよろしいのではないでしょうか。16ページの事務局案を見ていただいたと

きに、結果的に定期報告にプラスしてアンケートされるようなケースも想定されるのでは

ないかというように思いまして、事業者の立場としては、若干負担感というのがぬぐえな

いのではないかと思いましたものですから、もしよろしければアンケート方式を中心にや

っていただくことはできないかと、申し上げさせていただきます。 

 それと、先ほどガス協会さんのほうからもご発言がありましたけれども、反対のことを
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いうようで申しわけないのですが、もし仮にこの定期報告があるということになった場合

は、この17ページの第３表のところ、前回も委員からもご発言ありましたけれども、この

省エネ効果を具体的な指標とか数値にするというのは、極めて難しいのではないかという

ように思ってございまして、定期報告の内容には、馴染まないのではないかというように

思っております。仮にこの定期報告をする場合には、できればこの３表というものを削除

していただきたいなというように思うのですが、それができないということであれば、事

業者が記載しやすいような内容としていただくようなご配慮をぜひお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 ほかになければ、これに対してはどういたしましょう。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。 

 今、先ほど共同省エネルギー事業ということで、皆様にご理解いただきたいのは、これ

自体はまずはそもそも義務として課しているものではないということです。なので、自分

がその省エネに対して、先ほど杉浦先生がおっしゃっていただいたとおり、自分が消費者

に対する情報提供頑張っているということを意思表明する場として、自分がエネルギーを

使っているということに対しての合理化の概念というのは、今省エネ法で措置されていま

して、かつ他の人に対しての省エネ貢献というのを評価するということも、経済産業大臣

が勘案するということも、配慮するということもありますので、この報告様式というのを

つけさせていただいて、ボランタリーというか、できれば省エネ法の対象事業者で、エネ

ルギー供給事業者になっていただいている方については、報告を可能な限りしていただき

たいとは思っています。こういう報告様式を設けて、ある程度の自分の人への貢献という

ところを評価してほしいという方々の報告を妨げることの理由を、私たちは見つけられな

かったので、こういう報告様式を設けてもいいのではないかというように思っておりまし

た。 

 第３表についても、これをマストにすると、恐らく確かにこれはすごく厳しいというお

話になるのかもしれませんけれども、もしくは、その第１表、第２表だけ、情報提供の中

身でかなり省エネができているということを表明していただくということもあり得ると考

えています。第３表がマスト項目であるというように、今もしかすると、佐藤様は思われ
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て発言されたのではないかというように私は思ったのですが、１表、２表の情報提供、実

施状況というところのみでも、そこはカウント数の対象になると思いますので、第３表と

いうのは、自主的な報告様式になっているということで、そもそもこの報告様式自体が、

ある程度自分が勘案してほしいという人たちが出してくるものなので、それは義務という

ことではないということは踏まえた上で、多分ご議論をしっかりさせていただいたほうが

よろしいのではないかと、今思いました。 

○村越座長   

よろしいですか。 

○佐藤（秀）オブザーバー   

ありがとうございました。 

 追加でもう一つだけよろしいですか。ご発言が皆さんないようなので、20ページの、情

報提供の取組を共同省エネルギー事業として取り扱うという案でございますけれども、こ

の中でも、実は、その効果を定量化することが出てくるのだと思います。先ほど申し上げ

たように、それはかなり難しいのではないかと思っているところでございますので、そう

いった中で、資料で、評価方法について、個別の事業者の状況、事情に応じて検討すると

いうように書かれてございまして、これはなかなか難しい話になろうかと思ってございま

して、できれば事業者の取組がきちんと評価されるためにも、その評価方法自体、事業者

にとってわかりやすいものになるように、ぜひご検討いただければというように思います。

以上でございます。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 ほかに意見がございますか。なければ、少し時間押していますので、次の２つ目の議題、

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会の取組骨子の説明を吉川課長補佐、お

願いします。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。時間が押していますので、ご議論の時間をとったほうがいいと

思いますので、簡単に私のほうからご説明させていただきたいと思います。 

 もう問題意識と本検討会の目的については、皆様ご案内かと思いますので、割愛させて

いただきますが、基本的には、エネルギーミックスの実現に向けて、家庭部門の省エネが

すごく重要になってきているという中で、家庭部門とチャンネルをもっている方々という
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意味で、エネルギー供給事業者の方々に期待する部分が非常に大きいということで、一般

消費者への情報提供というものが、法律上の告示でも定められておりますので、その見直

しを検討してきましたということです。 

 １ページ目の１つ目のところにつきましては、今電気事業、平準化の取組を求めている

ということで、（１）番の１ポツ目には書いています。他方で２ポツ目は、東急パワーサ

プライさんから、昨年度ご紹介があったとおり、例えば、クールシェア等の電気料金以外

の、ＴＯＵ以外の電気需要平準化に資する対策というのが出てきていますし、まずは電気

需要平準化という観点からは少し離れてしまうのですけれども、その需要創出型ディマン

ドリスポンスということで、再エネの普及とともに、電気需給はかなり余裕が出てくる時

間帯というのがありますので、そういった時間帯に、その電気需要を使って、省エネとい

う意味では、エネルギー生産性を向上できると言われる方々が例えばいたときに、その電

気需要平準化という概念が、それを邪魔しないようにしないといけないのではないかとい

う考え方もあると思っています。当該時間帯で再エネもかなり入ってきている時間帯で、

うまく有効活用ができる方々がいるのであれば、その電気需要平準化をしないといけない

時間帯になっていると、それはエネルギーを使い過ぎだという評価になってしまうので、

そこを勘案する必要があるのではないかということで、２ポツ目には書かせていただいて

いますが、前回の検討会でも申し上げさせていただいたとおり、こちらについては、今省

エネルギー小委員会のもとで議論が進められていくことになっていますので、今回、エネ

ルギー小売事業者の省エネルギー検討会の範疇ということではなくて、実際にはこういう

取組もしっかり評価していくということが必要ではないかということの問題提起といいま

すか、情報共有というか、そういうことをさせていただいたということで、記載をさせて

いただきました。なので、こちらの具体的な制度設計をこの検討会でしたいという趣旨で

はなくて、こういうことも配慮しないと、間違った制度設計にいってしまいますので、皆

様への情報共有ということで、論点提起させていただいています。 

 （２）番のところについては、規定の見直し、指針の努力義務の対象範囲ということと、

あと３ページ目にいって、実施状況のモニタリング状況と方法というところについては、

本日の資料に基づいて、こういうイメージでまとめていきますというのを記載させていた

だいているイメージにすぎないので、本日のご意見を踏まえて、（２）番の全体の書きぶ

り、規定ぶりについては、見直しをしていかないといけないと思いますので、こちらにつ

いては、今回、資料１でご議論させていただいた内容をもって、審議をさせていただいた
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ということにさせていただきたいというように思っています。したがって、次の６ページ

目までは、今回の資料１でご議論いただいた内容を踏まえて、次回、またご議論させてい

ただきたいと思っております。 

 （３）番の、エネルギー小売事業者の省エネ製品・サービスのあり方というところでは、

今年度は、ここに対して具体的な議論をなかなかできたわけではないのですけれども、実

際に昨年度の議論から踏まえた流れで申し上げると、エネルギー小売事業者さん、そもそ

も電気料金というところのサービスというのもありますけれども、それ以外のサービス、

省エネ製品・サービスというのを広く需要家に提供されていけるような、営業行為という

のを適切に促していくということの重要性というのが、一定程度皆様にご理解いただいて

いると思います。そういった今後出てくるようなベストプラクティスというのをしっかり

と類型化するというような整理というのが必要になると思いますので、ベストプラクティ

クスをしっかりと共有できる環境整備というのをしっかりやっていく必要があるというこ

となのではないかというように思っています。そういう望ましい取組は、ガイドラインの

話を次にさせていただきますけれども、こういったことは今年度もしかすると、全部を記

載することは難しいかもしれませんが、随時このガイドラインにそういう望ましい行為で

あるとか取組というものを追加していって、このガイドラインの充実というのをしていけ

ればなという意味で、（３）番のところを記載させていただいております。 

 本日本格的にご議論をいただきたいなと思っているのは、（４）番のところでして、本

検討会において、昨年度、今年度、皆様に有意義なご議論を頂戴しましたので、その内容

をもとに、ガイドラインの素案というのを示させていただいております。まず電気需要の

平準化につきましては、上げＤＲの話というのは、特別な論点でありましたので、時間帯

別の料金メニュー、ＴＯＵというものが基本的に想定されていますけれども、ポイント付

与であるとか、ディマンドリスポンスというサービスみたいなものを組み合わせた電気需

要平準化の取組も検討することが望ましいということで、時間帯別料金メニューだけでは

ないやり方もあるのではないかということで、記載させていただいております。 

 省エネに資する情報提供につきましては、もう少し具体的な内容、取組みたいなものを

書いていければとは思っていますが、大枠は昨年度取りまとめさせていただきました情報

提供の内容というのに関して、重要な視点というのを盛り込ませていただいています。１

点目のところは、前回は、オラクルさんのプレゼンの内容からもありましたとおり、消費

者の方々は日々大量の情報に接しているので、それをやはり省エネ情報が提供されていて
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も、なかなかそれを見過ごしてしまう形であるという意味で、年間で６分とか９分とかと

いう話がありましたけれども、その限られた時間帯でいかに省エネに気付きを与えられる

かということがすごく重要なのだろうと思っていますので、そういう意味では、まず情報

提供する側の信頼関係ということも重要だと思いますし、本日城口様からご意見ありまし

たけれども、消費者側の視点に立って、どういう情報提供が重要なのかという視点をしっ

かりと盛り込んだ上で、情報提供をしていくということが重要だろうと思っています。 

 また、７ページ目の１行目から２行目に書いていますけれども、自分が使っているエネ

ルギー情報というのをしっかり分析して、それをフィードバックしてもらった上で、自分

がどういう使い方をしているのか、どういう省エネができるかというところをしっかりと

考えていただけるようなフィードバックというのが、今後重要になってくると思いますの

で、そういったところの理解を深めている工夫というのが重要であるということで、少し

例示もさせていただいた上で、そういったことを記載させていただくのがいいのではない

かと思っています。 

 次の２点目のところですけれども、情報提供の媒体によって、実際に需要家にどういう

情報提供ができるかというところがあるかと思います。紙では、詳細な情報を提供して、

お届けすることは簡単ですが、コストがかかってしまう。ウェブベースでやると、実際に

提供することは簡単ですが、見過ごされがちであるということもありますので、そういっ

た省エネ情報を提供する媒体の特性というのも非常に留意が必要というように思いますし、

情報媒体にアクセスできない需要家というのもいますので、そういった点にも配慮が必要

だということで、その情報提供媒体の特性に留意した上で、それぞれの特性に応じたメリ

ットというのをしっかりと、長所をしっかりと生かした上で、情報提供ができることが重

要ではないかと思います。あとは本日もありましたけれども、分かりやすさとか、内容の

充実というのが重要だと思いますので、非常にここもなかなか難しい話ではあるかと思い

ますが、実際に情報提供するからには、しっかりと消費者の視点に立った分かりやすさ、

内容の充実みたいなところのバランスというのを、しっかりと意識した情報提供をするこ

とが重要ではないかということを書かせていただいております。 

 ３点目のところは、ここの短期的な利益ということで、実際料金メリットみたいなとこ

ろというのが、消費者には選択されがちですけれども、今後環境負荷の低減とか、そうい

った長期的、社会的利益につながるような情報提供というのはなかなか出てきてはいない

ですが、こういった視点というのもかなり重要になってくると思いますので、そういった
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環境配慮型の企業が、例えばその消費者に選択されてくるということも今後考えられます

ので、そういった情報提供ということで、具体例とした電源構成とか、発電効率がどうな

のかというところの選択をしっかりと提供していくということが重要というように思って

います。 

 最後は、比較サイトの皆様の役割というのも重要と思っていまして、恣意性をもったよ

うな比較サイトが、特定の需要家を、どこかの特定の事業者に誘導するような形のものが

あるというのは望ましくないことは、ご指摘がありましたけれども、その偏りない中立性、

客観性がしっかり担保された形であれば、その比較サイトの方々というのは、やはり今後

役割を担っていただける重要なプレーヤーになってくると思いますので、その需要家の省

エネを進める観点からは、そういった方々の活用というのも非常に重要であるということ

を記載させていただいています。 

 省エネ製品・サービスにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、短期的な料金メ

ニューの、使えば使うほど安くなるようなメニューというのが検討されがちですけれども、

実際に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というのも、今後必要

になってくるのではないかというご意見が、昨年度ありましたので、こういった視点も重

要と考えています。 

 最後は、情報提供の（５）番のような内容にもつながるところでありますけれども、需

要家のエネルギー情報というのを活用した省エネサービスということで、これも前回、オ

ラクルさんからあった、ホームエナジーレポートのような、個別の消費者にダイレクトに

訴求しやすい情報提供とか省エネサービスというのが、今後また出てくる可能性がありま

すし、国としてもこういったサービスというのはすごく重要というように思っていますの

で、そういった創意工夫というのが、しっかりと行われた形で需要家に省エネ行動を促す

ような、省エネ製品・サービスの充実というのを図っていくことを検討すべきであるとい

うことで、こちらについては、事業者の方々に求めるとともに、国としてもそういった方

々をしっかりとフォローアップしながら、ベストプラクティスとして共有していくという

ことが今後重要になってくると思いますので、そういった視点も盛り込ませていただいて

おります。 

 簡単でありますが、説明は以上になります。 

○村越座長   

ありがとうございました。 
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 （２）のところは、ここでは余り議論しないこととしまして、ほかのところで、ご意見

ございましたら、お願いします。大石委員。 

○大石委員   

ありがとうございます。 

 特に（４）のエネルギーに、小売事業者の省エネガイドラインのものをいろいろな取組

について、細かく書いていただいて、大変いいと思います。 

 一つ、気になったということでもないですけれども、最初の「電気需要平準化の取組に

資する措置について」とあって、次の省エネに資する情報提供についての３つ目のところ

に、「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」と書いてくださって、これとても大事なことだと思うのですけれども、電気の需要平

準化というのも、同じ意味があると思っていて、確かによく消費者の人は、ただピークシ

フトしたりピークカットするのが、自分の利益、安くなるからやるのであって、省エネに

は余り関係ないのではないかとおっしゃる方がいらっしゃるのですが、実はそれによって、

本来であれば、発電所をもう一つつくらなければいけない分を、社会的なコストとして削

減できることにつながっているという意味では、それをこの平準化のところの説明に加え

れば、もっとそれに積極的に参加できる消費者が増えるのではないかというように思って

いますので、これは両方にかかることかと思いました。以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。ほかに。西尾さん。 

○西尾委員   

（４）につきまして、質問です。このガイドラインは、去年の検討のときに、やはり電

力の自由化の状況を踏まえてということで、特に意識が高く、あるいは従前管理の取組の

経緯として、電気のお話が多いと思います。当然電気のことも重要で、やっていく必要が

あると思います。他方で、去年のときに、ガスの自由化を踏まえてというお話もありまし

たし、今般、まだ議論中ということですけれども、ＬＰガスのお話も対象範囲のところで

ありました。そのときに、そのガイドライン全体として電気だけではなくて、ほかのこと

もあるのではないかと思うようなところもありまして、その辺りをどのようにお考えかと

いうことについて、お尋ねしたいと思います。 

 これ印象の話でいうと、初め、電気事業平準化の取組に資する措置についてというとこ

ろで、ひょっとしたらこの瞬間に、これは電気の話なのではないかと思われている方もい
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らっしゃるかもしれなくて、そこら辺の底上げというところも含めて、工夫されるのがよ

ろしいかというように思います。 

○村越座長   

城口さんのご意見伺ってから、事務局のほうからご回答にします。 

○城口オブザーバー   

済みません、失礼します。簡単に。 

 立場上、電気の話ばかりになってしまって恐縮ですけれども、電気の特にデータのＣル

ートの開放に関して、３点、お話をさせてください。 

 まさに１点目に関してなんですけれども、例えば、エネットさんがされている、Ｅｎｎ

ｅｔ ｅｙｅというサービスが非常にすばらしくて、そうしたサービスを、今エネットの

需要家さんに対してだけされているというように認識していますけれども、それが本当は、

それ以外の需要家さんにも、そのサービスだけ独立して使っていけるようなものの価値が

あると思いますし、それがＣルート開放によってできていくことによって、国全体の省エ

ネには、今高圧がメインかもしれませんけれども、資していくようなサービスかというよ

うに、私のほうでは理解をしております。 

 ２点目のほうで、先日、Ｌｏｏｏｐさんという新電力さんが、ＴＯＵ、時間帯別料金と

いうのを、この７月、９月向けに出されました。弊社も少しお手伝いさせていただいたの

ですけれども、まさにそこで大石先生のほうからお話がありましたところでして、ピーク

時間を、節電タイムというようにネーミングをしておりまして、みんなで節電をしましょ

うと。もちろん電気代は下がりますが、それ以上に国にとっていいですと。それはやはり

3.11以降、夏の節電というのは非常にいいことだというような、国民全体の意識が浸透し

ていますので、そういったところに関しては、寄与していると思っております。 

 最後に３点目として、ここにあるような、時間帯別料金がどんどん増えてくると、比較

サイトは当然公平、中立に恣意性をもたず比較することが非常に重要ですが、時間帯別の

消費量がないと、非常に比較が難しくなります。実際にもう幾らの使用量が昼間と定義す

るかでして、実際にこっちのプランが高くなったり、安くなったりとか、非常にムラが出

ることが容易に想像されます。そうしたところも、仮にＣルートが開放されてくれば、解

決される問題と思っています。 

 イギリスも、Ｃルートの開放が昨年末にされまして、Energy Saving Trust という、ま

さに省エネ団体みたいなところが活用を始めていますし、ｕＳｗｉｔｃｈという比較サイ
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トも活用を始めています。そういう意味で、いろいろな、Ｃルート開放に関しては、個人

情報の問題だったりとか、また別の論点もあって難しく、ほかにも議論することがあると

いうのは大変理解しておりますが、省エネの観点においては、例えば、ディマンドレスポ

ンス系の用途、もしくは公平・中立な比較の用途みたいな形からの典型的な開放というの

も考え方としてはあるのではないかというのを一言つけ加えさせてください。 

 済みません、長くなりました、失礼します。 

○村越座長   

杉浦先生。 

○杉浦委員   

２つあります。 

 １つは、平準化とか、電気に特化しているのではないかという印象があるというお話が

ありましたけれども、確かに、私もそれはそうではないか、そういう印象を持ち得るので

すけれども、例えば、燃料電池であれば、平準化ということは、それとはまた別の省エネ

ということもあり得るわけで、平準化だけがすべてではないということもあるので、そう

いったこともおっしゃることをまとめられる際に、考慮していただければということを思

いました。 

 それから、６分や９分しか見る時間がないという、すべての消費者に対して、その情報

をアピールするということももちろんあるとは思うのですけれども、必要な情報をだれも

が見られるところにまとめておく、しかもそれを政府が行っている、その情報が信頼の置

ける情報だということを担保していることが非常に大事なことなのではないか。そうすれ

ば、例えば専門家が見たときに、ここに行けば情報があるとか、最近で言えばインフルエ

ンサーというのがそういう多くの人に情報を、影響力を与えるような人に対して、ここに

情報があるということをきちんと示しておくということが、大事なことかと。何かあった

ときには、ここに行けば、信頼のおける情報があるということをやっていただきたいと思

いました。以上です。 

○村越座長   

では、最後に、内倉さん。 

○内倉オブザーバー   

一言だけ、７ページの２つ目の黒丸ですが、長期的、社会的利益についても考えてもら

えるような情報提供が大事だとあり、ここから後、例えば、電源構成云々で、電気の選択
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が可能となるような情報提供は化石燃料云々とあって、ここが電気へ仕向けたような読み

方ができてしまい、電気に一元化するのか、一本化に向けて国は動いているのかという誤

解を与えるので、ここは修文していただきたいと思います。お願いでございます。 

○村越座長   

ありがとうございました。ご意見いただきましたので、吉川さん、何かございますか。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。済みません、そういった意味では、昨年度のものをベースにつ

くっているので、西尾さんがおっしゃったように、電気に寄った表現がそれなりにあると

いうのは、確かにご指摘のとおりかと思います。今内倉さんがおっしゃったところの電気

のところというのが、かなり全面に出ている表現にはなってしまっているので、エネルギ

ー媒体に寄らずできることというのがやはりあるでしょうし、エネルギーによってできる

ことというのもあると思うので、そこの表現の工夫というのはさせていただきたいと思い

ます。 

 次に大石さんからいただいた、電気需要の平準化のところについて。長期的な、社会的

な利益というところにもつながってくるような話ではあるのではないかと、それはご指摘

のとおりだと思いますので、そこは修文を考えさせていただきたいと思います。 

 あとは、城口さんのＣルートの開放の話については、ご指摘どおりというか、社会的に

も認められていることなのかと思いますけれども、この情報提供のガイドラインの中で、

Ｃルートの話を書くことがなかなか難しいと思っていまして、そこについては、恐らく別

の検討というか、加える必要があると思っていますし、ご指摘いただいたイギリスのＣル

ートの開放というのは、確かにかなり社会的にも影響があるような事象ではあるので、日

本としてもそういったところの先行事例をしっかり勉強しながら、対策というのをしっか

りと講じていく必要があると思っています。そこはこのガイドラインの中に書くことは難

しいですが、認識は受けとめさせていただいたということで、ご理解いただければと思い

ます。 

 杉浦先生からの、国のやることもあるのではないかというお話だと思いますが、それは

ご指摘のとおりだと思っていまして、省エネガイドライン自体が、事業者さん向けではあ

りますけれども、取りまとめとしましては、恐らく国がそういう環境整備を全面に出して

いくということも重要だとは思いますので、そういった記述をそのガイドラインの中に書

き込めないにしても、そのまとめのようなところで、うまく工夫をして書いていきたいと
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思います。 

 全体、ご意見に対しては、回答しました。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 そうしましたら、大体皆さんからご意見もいただいて、そのご意見を、次回に資料の修

正含めて、ご検討いただけるということでした。 

 最後に私のほうから、今回の検討会というのは、エネルギー小売事業者の省エネをどう

いうように促進させるかということをやっているわけです。今回の検討は、その中で、情

報提供ということに側面を絞ってきたわけですけれども、前々から申し上げておりますよ

うに、エネルギー小売事業者が行う省エネ活動、省エネ行動というのは、もっとさまざま

広いものがあって、情報提供によって獲得できる省エネというのは、実はその一部であり

ます。全般的、わかりやすくいってしまえば、ＤＳＭをどうやって促進させていくのかと

いうことですから、ＤＳＭをしっかりと促進させていくという制度というのは、これは欧

米では規制策として既に入っていて、一定程度の効果を上げているわけです。ですから、

エネルギーの小売事業者の省エネを考えていこうといったときに、情報提供だけではなく

て、そのＤＳＭを本格的に日本の中の小売事業者にやっていただくための制度、縛りとい

うようなものもきちんと議論をすべきであろうというように思っております。 

 残念ながら、今回の検討会では、そういうことに関しての議論が進んでいないわけです

けれども、ぜひこの中間取りまとめのどこかで、今後の検討の中で、そういう方向も必要

であるという意見があったということは、どこかに記録にとどめておいていただければと

いうように思っております。 

 皆様、ありがとうございました。 

 それでは最後に、何かございましたら、よろしくお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研）   

ありがとうございました。 

 最後に、今後のスケジュールについてですけれども、既に私のほうからメールにて皆様

にご案内させていただいておりますとおり、今年度の最終回の第４回検討会というのは、

３月20日、火曜日の３時から、次回は経産省の中の会議室での開催を予定しております。

委員、オブザーバーの皆様におかれましては、ご出席をご予定いただきますよう、よろし

くお願いします。議題等々詳細は、追って事務局よりご連絡をさせていただきます。現時
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点で、本日の議題の２番目にありましたが、平成29年度取りまとめ（案）を中心に最終回

では議論をさせていただく予定としております。 

 それでは、本日、ご出席、ご議論をいただきまして、ありがとうございました。これに

て終了させていただきます。 

 

                                                                  ――了――   


