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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４回） 

 

日時 平成３０年３月２０日（火） １５：００ ～ １７：００ 

場所 経済産業省本館１７階 第１～第３共用会議室 

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（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４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。 

 私は本検討会事務局のみずほ情報総研、羽島です。 

 本日も年度末のお忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本

日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、委員、オブザーバーのご出席状況についてですけれども、本日は所用により小

林委員がご欠席という形になっております。なお、欠席の小林委員から意見書が事務局に

提出されておりますので、後ほど適切なタイミングでご紹介をさせていただきたいと思い

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令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（案）」、この５点に加えまして先ほど申し

上げましたとおり小林委員からの意見書がございますので、お席に配付をしております。 

 次に議題についてですけれども、お手元の議事次第の３．議題にございますとおり、

(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令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（案）についての２点

となっております。 

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

したいと思います。村越先生、よろしくお願いいたします。 
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○村越座長   

本日で最後の検討会になります。検討会の最後に吉田課長のほうから一言いただこうと

思っていたのですが別の予定が入っていらっしゃるので、最初に一言いただきます。課長、

よろしくお願いします。 

○吉田課長 

省エネルギー課課長の吉田でございます。 

 本来であれば最後に皆さんからご意見いただいた後に御礼申し上げようと思ったのです

が、前回も欠席してまた引き続きで申しわけないですが、本日も対応しなければいけない

案件がございまして、この後、中座させていただきます。大変恐縮ですけれども、御礼の

ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 今年度も本日を含めて４回、熱心なご議論を続けていただいているという認識でござい

ます。この小売のガイドラインの検討会自体は昨年度から既に色々な議論をいただいてお

ります。我々がサードパーティーと呼んでおります、直接エネルギーを使う方に色々な形

で働きかけができる方の省エネをもっと活かしていこうという観点で小売事業者の活動を

促し、施策の中で何ができるかということを議論していただくために、この検討会を開催

させていただきました。海外で色々な動きがこの小売の分野についてはある中で、日本と

してどういうやり方がいいのか、そういったところを色々ご検討いただいてきたと思って

おります。 

 前回の内容ももちろん聞いておりまして、大変いい方向でまとめていただいていると考

えています。いただいた内容をぜひ我々の施策の中に具体的にこの後活かしていきたいと

思います。何といっても重要なのは、形はもちろんなのですが、具体的にそこで成果が出

るということだと思っています。こういう新しい形で今後やっていく中で、それがどうい

う形で具体的な省エネにつながったか。そういったところはしっかり見ていきたいと思い

ます。その中で引き続き事業者の皆様とはよく議論をしながら、その内容については継続

的に見直していくということも、もちろん大事なことだと思っています。この検討会でい

ただいた内容をしっかり我々として活かしてまいりますので、本日を含めてご議論を是非

よろしくお願いいたします。どうも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。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。最初の議題でありますが、資料１
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の「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令の見直し等について」、

代わりまして吉川課長補佐からお願いします。 

○吉川課長補佐   

省エネルギー課課長補佐の吉川でございます。 

 まず資料１につきまして、私のほうからご説明を差し上げられればと思います。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令の見直し等について」と

いう資料をお開きいただければと思います。 

 本日、議論を予定させていただいておりますのは、１ページ目をおめくりいただきます

と２つございます。前回もご議論させていただきましたけれども、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が１つ目、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というのが２つ目でございます。こちらにつきまし

て前回、前々回いただきましたご議論を踏まえまして事務局で再度案を練り直してまいり

ましたので、ご議論させていただければと思います。 

 資料２ページ目をおめくりいただきまして、こちらは何度もおみせしている資料でござ

いますが、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

ことで、今省エネ法及び省エネ法の告示の中で、一般消費者への情報提供に係る規定を置

かせていただいているところでございます。 

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律に関しましては第86条の中で、一般消費者に

対するエネルギーの供給の事業を行う者は、消費者のエネルギーの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ことで、今太字の下線部のところを読ませていただきましたが、エネ

ルギー供給事業者の方々は消費者のエネルギー使用状況に関して、消費者が省エネになる

ような情報提供というのを提供するように努力義務として努めなければならないような規

定が置かれています。それを具体化したものが告示になっておりまして、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ことで、従来か

らご説明差し上げておりますとおりエネルギー供給事業者の方々につきましては、可能な

範囲で(1)から(5)の内容につきまして情報提供をしていただくように努めなければならな

いという規定を置かせていただいております。また、２番のところではエネルギー供給事

業者の中で電気事業法、ガス事業法で定められている旧一般電気事業者、旧一般ガス事業

者の方々につきましては、電力量計やガスメーターの取付数がそれぞれ100万個を超える
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方々につきましては、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、公表するように努めなければならないという規定が現法で置か

れているということになっています。 

 資料４ページ目をおめくりいただきまして、これは第２回の検討会の資料でございます。

第２回検討会におきましては２番の現在の電気事業法、旧電気事業法の一般電気事業者と、

旧ガス事業法の一般ガス事業者の方々に対して情報提供公表努力義務というものにつきま

して現行の規定が置かれておりますけれども、先ほど申し上げましたとおりこちらは両事

業法とも改正されておりますので、少なくともこれを新たな改正電気事業法、改正ガス事

業法の規定に合わせる必要があるのではないかという議論も従来からさせていただいてお

ります。その見直しの観点としましては、そもそも電力量計やガスメーターの取付数の10

0万個が数値として正しいかどうかというところで、エネルギー小売全面自由化の状況を

踏まえますと、様々な事業者がこのエネルギー市場に参入し、一般消費者がエネルギー供

給事業者を選ぶことができる、選択することができるという状況の中で、対象範囲が100

万個というかなり大規模な電力量計やガスメーターの取付数の閾値を置くということで、

現行のままでもいいのかどうかという議論をさせていただきました。 

 またⅡ番のモニタリング方法の検討というところで、実際には２番の現行の規定の中で

毎年公表するよう努めなければならないということで公表努力義務が規定されているわけ

でございますけれども、これが実際に国のほうに報告が上がってきているかというと、現

行ではそうではなく自社のホームページ、もしくは紙媒体等で消費者の方々に情報提供し、

それを公表していただくということで、国が全て網羅的に把握することはできていないと

いうのが現状でございますので、実際にどういう情報提供が行われているのかというとこ

ろをしっかりと国としても把握していく。さらにそれを踏まえて今後の政策設計に活かし

ていくことが必要ではないかという問題意識で、この検討事項を掲げさせていただきまし

た。 

 ５ページ目でございますけれども、こちらはまた第２回検討会の資料の中でどのように

見直していくかというところで、事務局として提案させていただきました案でございます。

説明の必要はないかもしれませんけれども、修正案(ｱ)がミニマム改正事業法に合わせた

形での規定ぶり。修正案(ｲ)が、この100万個というものを無くし、エネルギー小売全面自

由化を踏まえて全ての事業者の方々に公表努力義務をかけるという案も１つ考えられるの

ではないかということと、修正案(ｳ)につきましては現行法の告示自体、省エネ法の第86
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条に紐付く告示でありますので、省エネ法に係る規定として現行の省エネ法の事業者の

方々に、対象化してしまうという案も考えられるのではないかという提案をお示しさせて

いただきました。 

 ６ページ目でございますが、修正案(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)のそれぞれに対して様々なご意見を

いただいたということでございます。 

 修正案(ｱ)については特に大手事業者に限られてしまって、エネルギー小売全面自由化

の状況が踏まえられていないのではないかということ。修正案については、やはり小規模

な方々、中小の方々等への負担というのが少し気になっているのではないかということ。 

 修正案(ｲ)については実際に省エネ法の規定に合わせるだけで、省エネ法というのは自

社が一定程度エネルギーを使っている方々への規制でありますので、そういった意味では

供給事業者、小売事業者というところとの親和性はどうなのかというご意見をいただきま

した。 

 それをまとめたものが７ページ目でございまして、それぞれメリット、デメリットがあ

りますということの中で、前回お示しさせていただいた案は修正案(ｱ)と(ｳ)をそれぞれ取

り出して、こちらを案としてはどうかという提案をお示しさせていただきました。これを

修正案(ｴ)としてお示しさせていただきましたのが８ページ目でございます。 

 修正案(ｴ)につきましては、まず下部のところでございますけれども、エネルギー供給

事業者の中で１から４のいずれかの条件に該当する方は、公表努力義務をかけてはどうか

という案をお示しさせていただきました。１、２、３というのは電気事業法、ガス事業法、

また液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律というものの中で、電気事

業者、ガス事業者、ＬＰガス事業者と言われる方々にしっかりと情報提供をやっていただ

くことが必要であるという議論もなされてきましたので、そちらにつきまして従来の100

万件の条件というのを維持した形。また(4)のところで、さらに省エネ法の概念の中で一

定程度エネルギーを使っている特定事業者、特定連鎖化事業者であって、またエネルギー

供給事業者であるということでエネルギー供給をやっていたり、エネルギー製造もしくは

発生させる事業を主事業としてやっている方々というのを対象化してはどうかという案を

お示しさせていただきました。 

 それが分かりづらかったので９ページ目に図式化したものを用意させていただきました。

こちらは前回の資料を一部修正しておりまして、指針５項目の情報提供努力義務というと

ころと情報提供状況の公表努力義務というところの整理が少し分かりづらいところがあっ



- 6 - 

 

たかと思いますので、図示させていただいて、明確化しました。 

 まずＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの中で、Ｅ事業者というのは発電のみ行う事業者またはガス製

造のみ行う事業者のため、エネルギー供給事業者の概念にそもそも当てはまりませんので、

今回の情報提供の公表努力義務についても該当しないということで、Ｅ事業者は今回の告

示に書いてあります１番にも２番にも該当しないということで、両者とも対象外という整

理をさせていただきました。 

 ここのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄにつきましては、それぞれがエネルギー供給事業を行っていらっ

しゃる方。例えば電気行為をやっていらっしゃる方、もしくは送配電をやっていらっしゃ

る方、もしくはガスの交換事業、ガスの行為事業をやっていらっしゃる方というのが全て

エネルギー供給事業者の中に入ってきますので、そのような方々が可能な範囲で情報提供

の努力義務を果たしていただくということで、１番の(1)から(5)の情報提供の努力義務と

いうのをしっかり出していただくということになります。 

 その中で修正案(ｴ)についてご説明させていただきますと、修正案(ｴ)ではそれぞれの契

約件数が100万件を超えている人たちについてはそもそも対象になりますということで、

Ａ事業者が契約件数条件100万件を超えていれば、その方が対象になるという整理をさせ

ていただきました。またＢ、Ｃ、Ｄにつきましては契約件数条件100万件以下であったと

しても主事業でエネルギー供給事業をやっていたり、製造もしくは発生させる事業をやっ

ていて、かつそれが省エネ法の中での特定事業者、特定連鎖化事業者となっていればＢ事

業者のように対象になってきますし、そのいずれかの条件に該当しない方々についてはＣ

とＤのように対象外になっていくということで整理させていただきましたけれども、先ほ

ども申し上げましたとおり省エネ法の概念としましては、それぞれがエネルギーを使って

いるという量について特定事業者、特定連鎖化事業者の条件を設けておりますので、エネ

ルギー小売というところに関しましては実際に消費者をどれだけ抱えているかというとこ

ろでいくと、自分の使っているところと供給先が多いということは少し違うのではないか

というご意見をいただきました。それを10ページ目にまとめさせていただきましたけれど

も、修正案(ｴ)に対していただいたご意見として前向きな意見も、懸念に関するご意見も

多数いただきました。こちらの省エネ法に係る告示はあるけれども、実際には省エネ法と

の紐付けることは少し難しいのではないかと考えまして、11ページ目に、今回どのような

考え方で公表努力義務の対象範囲の見直しをするのかという考え方について、少し事務局

のほうで再度考え方を整理させていただいて、それに基づいてもう一度再検討させていた
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だきました。 

 その中で今回、エネルギーミックスという平成27年７月に策定されました長期エネルギ

ー需給見通しにおいて、省エネルギーの見通しというのは5,030万キロリットル程度と見

込んでおります。そちらにつきましては石油危機後と同等ということで非常に野心的な見

通しであると言われておりますけれども、この見通しを達成するために省エネルギーを進

めていかなければいけない中で、家庭部門が1,160万キロリットルで非常に大部分を占め

ているということでございますけれども、この家庭部門の省エネをしていくためには需要

家の方々に対してアプローチをしていくことが必要だろうということでございます。３つ

目のポツに書いておりますとおり、特に大きなパラダイムシフトであるエネルギー小売の

全面自由化が平成28年、29年と起こりまして、色々なサービスが展開され、需要家の方々

のエネルギーの使い方は大きく変わっていくであろうと思います。その中で、今回省エネ

法の86条もしくは告示の一般消費者への情報提供において、特に需要家と直接接点を有す

るエネルギー小売事業者の方々が、省エネ法に基づいて省エネ情報の提供をすることによ

って果たす役割は非常に大きいのではないかということで、今回エネルギー小売事業者に

よって一般消費者に対する積極的な省エネ情報の提供を求めることとともに、国としても

情報提供の状況をこれまでとは違って、しっかりと把握しながら公表努力義務の対象とな

るエネルギー小売事業者の範囲を従来よりも拡大して、実際に需要家に対しての省エネ情

報の提供というのがしっかりなされるような環境整備をしていかないといけないのではな

いかということが問題意識としてございます。ただし、新規参入事業者や中小規模の事業

者の方々にとっては、この情報提供というところがシステムを新たに投資しないといけな

いとか、そういったことにもつながり得ますので、そこについては対象範囲は一定規模以

上の事業者とするというのが整理としては必要なのではないかということで、今回の関係

法令の見直しをする中で一定規模以上の方々に絞ります。そして、その一定規模以上とい

う事業者の方々が、まず率先してそれぞれの分野もしくは業種、もしくはエネルギー種別

というところで新規参入事業者や中小規模の事業者の方々の模範となっていただいて、省

エネ情報の提供というのをこのエネルギー市場全体で進めていく、活性化していくことを

目指さないといけないのではないかと検討させていただきました。 

 その中で、もう一度原点に立ち戻って考えてみますと、やはりエネルギー小売事業者と

いう方々が直接的に接点をもっていて、実際情報提供されているということであると思い

ますし、その情報提供によって需要家の方々の省エネが進んでいくことが主に想定されて
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いますので、12ページにお示しさせていただいておりますとおり電気事業法、ガス事業法、

液石法というものの中で、それぞれの小売の供給契約件数や販売の契約件数というもので

見てはどうかということで、今回30万件という数字を事務局としてお示しさせていただき

たいと思っています。 

 その考え方といたしましては13ページ目に記載しておりますけれども、先ほどとほぼ同

様で整理が非常にくっきり明確化されたと思います。指針５項目の情報提供努力義務につ

いてはエネルギー供給事業者、かつ情報提供状況の公表努力義務に係るのは小売契約件数

で30万件を超えていらっしゃる方ということで今回整理してはどうかと考えております。

その根拠となっているのは、下の公表努力義務対象事業者として平成30年３月時点で把握

できる公表統計等によって資源エネルギー庁が推計した数字でございますけれども、現行

それぞれ電気、都市ガス、ＬＰガス事業者の方々の数は９社、４社、０社ということで、

対象事業者の皆さんが情報提供の公表努力義務を負っていただいていることになると思い

ますが、自由化の状況を踏まえましてエネルギー種別の小売契約件数条件を30万件として

当てはめてみますと、電気、ガス、ＬＰそれぞれの社数が増えて、かつ業界それぞれを代

表されるような方々が今回の公表努力義務対象範囲に入ってくるということで、ある程度

妥当ではないかと考えておりまして、この30万件という数字をお示しさせていただきまし

て、こちらの数字でご議論させていただきたいと思ってございます。 

 次の公表努力義務に関してのモニタリング方法のところにつきまして15ページ目に資料

をお示ししております。共同省エネルギー事業ということで現在省エネ法の84条の２の中

で、法律に基づきまして経済産業大臣が他の者のエネルギー使用の合理化等の促進に寄与

する取り組みを促進するよう適切な配慮をするという規定が置かれております。また、そ

の法律に基づきまして省令、施行規則の中で、特定事業者等は他の者のエネルギー使用の

合理化の促進に寄与する取り組みを報告することができるということで、現在Ｊ―クレジ

ット制度等の省エネに貢献した取り組みについては報告をしていただいていることになっ

ています。また省エネ努力義務の判断基準ということで、省エネ努力の基準となっている

事業者の方々に私たちがお示しさせていただいているものについても、事業者が他の者の

エネルギー使用の合理化の促進に寄与する取り組みを行うことについて検討するというこ

とで規定が置かれていますので、今回省エネ情報の提供につきましても、同じように共同

省エネルギー事業の中での一般消費者に対する省エネルギーの促進に寄与する取り組みで

あると考えられますので、共同省エネルギー事業として分類し、省エネ評価の中で適切に
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勘案していくことが重要ではないかと考えてございます。 

 16ページ目でございますが、モニタリング方法について１つの考え方としまして、今見

ていただいたとおり省エネ法の施行規則の中で、特定事業者等がそういった取り組みを報

告することができるという規定を置いておりますので、先ほど申し上げた公表努力義務の

対象者になっている方々を中心として、定期報告の中で報告をしていただくのが一番シン

プルな考え方ではないかということで、定期報告において報告ができるスキームを構築す

ることが１つの案ではないかということでございます。第２回検討会資料でお示しさせて

いただきましたけれども、こちらを義務にすることはできませんし、現在共同省エネルギ

ー事業もボランタリーな報告となっておりますので、特に今回の公表努力義務の対象とな

る方々には積極的にやっていただきたいと思いますけれども、それをボランタリーな報告

として受けて、その取り組みをしっかりと評価・勘案していきたいと考えています。 

 もう１つの案としてアンケート調査をやることも考えられています。先ほど申し上げま

したとおり定期報告の中で、評価の中に勘案していくことができるということにすると、

省エネ法の定期報告の中で考えていくことが１つの考え方と思います。また、それをアン

ケート調査という形で別にやるということもあり得ますけれども、その場合については省

エネ法の中で勘案することはなかなか難しいという話だったと思いますし、他方で柔軟性

をもって設問項目や地域というのを設定することができるので、いい側面もあるという議

論をさせていただいたと考えてございます。 

 18ページ目でございますけれども、その意見を踏まえまして前回お示しさせていただい

たもので申し上げますと、報告様式は定期報告書に設け、基本的には特定事業者、特定連

鎖化事業者と言われる方々については、取り組み状況の報告というのを求めていってはど

うか。その中で特に公表努力義務のかかる方々に対して求めていくというのは重要ではな

いかと考えておりますし、またそれ以外でも、やはり定期報告だけでしか報告できないこ

とになると不公平が生まれてしまいますので、それ以外のエネルギー供給事業者の方々に

対しても自主的な報告を求めていくこととしてはどうか。またその状況を見ながら、是非

必要に応じてアンケート調査というのも検討してはどうかということでお示しさせていた

だいたものでございますが、今回19ページ目に書かせていただいているものもほぼ同様で

ございます。その案につきまして公表努力義務の対象事業者の方々については今回の省エ

ネ法の提供実施状況に係る報告を可能な限り促していきたいということで、定期報告にお

いては様式を設ける、公表努力義務の非対象事業者については自主的な報告を求めるとい
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うことにしたいと考えております。その際、やはり私たちだけでは広報活動、周知活動で

なかなか至らないところもあるかと思いますので、そういったところについて関係団体等

の協力を得ながら行っていくことを考えていきたいと思っています。 

 先ほど申し上げましたとおり公表努力義務の対象事業者、非対象事業者というところで

いきますと、定期報告との関係をなかなか整理するのが難しいですけれども、特定事業者

または特定連鎖化事業者については省エネ法の定期報告の中で行っていただく、非特定事

業者、非特定連鎖化事業者については今回整備させていただくガイドラインの中で報告様

式を設けて、そこで報告を可能としていくことにしてはどうかと考えております。また今

回、定期報告や、ガイドラインに設ける報告様式ですが、報告をボランタリーに求めてい

くわけなのですけれども、そこでなかなか情報提供の状況が収集できない、もしくは国と

して不十分だと考える場合については、補完的な措置としてアンケート調査を実施しては

どうかということで、定期報告もしくはガイドラインで整備する報告様式というのが主で、

アンケート調査というのは補完的な措置として整備してはどうかということで整理をさせ

ていただきました。 

 実際のモニタリング方法について報告の内容でございますけれども、前回、例としてお

示しさせていただきました。20ページに記載させていただいている情報提供１から５の内

容をやっているか、やっていないか、どういうことをやっているのか。それらを一覧性を

もって見ることができ、ＵＲＬの様なものを用意していただければ、国は一覧性をもって

見やすくなるということと、消費者にとっても見やすくなるということで、そういったも

のを整理していただくことはできないかと考えております。また、情報提供等で得られた

省エネ効果や、それを測っている指標のようなものがあれば、報告をしていただくような

様式を整理させていただいたところですけれども、今回21ページ目に実際には状況提供の

状況としてやっているか、やっていないかだけではなくて、どのようにやっているのか、

どういう頻度でやっているのかというところも含めてお聞きするということとともに、従

来と同様に１から５の情報提供をどういったところでやっているかを具体的に１つのＵＲ

Ｌ先にまとめていただければ、22ページ目に書いておりますとおり国としてまとめてＵＲ

Ｌを公表することによって、ここを見れば、この事業者の方々はここで情報提供していま

すということが分かるように整理をしていきたいと思っています。 

 第３表につきましても、取り組み状況を表す指標として具体的に効果や指標を記入して

いただくことを想定しておりますが、前回なかなかここは具体的な事例がないと書くこと
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が難しいのではないかというご意見がございました。こういった点については今後、事業

者の方々の取り組み状況や実際にヒアリング等を通じてどのような指標があり得るのか、

どういう測り方があり得るのかというのは、国としてもしっかりと整理して皆さんにお示

しさせていただきたいと思いますので、こういったところについて空白ではなくて可能な

限り埋めていただくことの努力をしていただきたいと思いますし、国としてもそこに対し

て協力をさせていただきたいと思っています。 

 22ページ、23ページは、先ほど申し上げましたとおり第２表で情報提供をどこでしてい

ただいているかというところを具体的に１つにまとめていただければ、23ページのように

事業者名と公表状況というのをあわせて公表することによって、見ていただければ情報提

供の努力義務を履行しているか。また、それら以外にもＵＲＬ先にある省エネ情報のサー

ビス内容というのも見ていただくことによって、消費者の方々が省エネに資する情報提供

というのがここで一覧性をもって見ることができるのではないかと考えております。 

 24ページ目、25ページ目はほとんど同じ内容でございますけれども、前回は共同省エネ

ルギー事業として整理して、評価の勘案方法については個別の事業者の状況を集約して検

討していくということで24ページ目に記載しておりますし、またホームページに掲載して

称揚していくこと、また民間事業者の方々の中で、比較サイトのような方々に省エネ情報

の提供というところを１つの軸として評価していただくことも今後進めていきたいなと考

えておりますので、そういう方向性を記載させていただきました。 

 25ページ目もほとんど同様でございますけれども、今回共同省エネルギー事業として情

報提供の整理をさせていただくのですけれども、その取り組みの報告については国が詳細

を決めてしまって狭い範囲での情報提供を行うのではなくて、創意工夫で行われる報告を

広く認めることとするということとともに、国としても具体的な事例を今後示していくこ

とを検討していきたいと思っています。また評価・勘案方法については、もともとは特に

大きな省エネ法の評価指標としてエネルギー消費原単位年平均１％以上の低減というのが

ありますけれども、これが未達成であった場合の評価・勘案方法を検討していかないとい

けないのですが、具体的に情報提供がどれぐらい行われているかや、どれぐらいの効果が

上がっているかということが、まだ現時点では把握できていない状況ですので、例えばエ

ネルギー種別やエネルギー市場においてどれぐらい情報提供が行われていて、進んでいる

のかというところの状況で踏まえる必要があると思いますので、今後の報告状況や、実際

の状況、実態を踏まえながら検討していきたいと考えています。 
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 ホームページの内容につきましては前回と同様に国としても報告内容を称揚していくこ

とによって、皆さんに実際に広く見ていただき、活用していただくことを検討していきた

いと考えておりますので、そのような形で今回お示しさせていただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 只今の説明につきまして、質問あるいはご意見ございましたら名札を立ててご発言いた

だきますようお願いします。 

 それでは、先に小林さんから意見書が出ておりますので、事務局よりお願いします。 

○羽島（みずほ情報総研株式会社）   

それでは、私のほうから、お席にお配りしております小林委員の意見書をご紹介させて

いただきたいと思います。 

 冒頭部分は割愛させていただきますので、資料１についてというところをご覧ください。

１点目、報告対象企業の範囲について、事務局提示の本案については30万件という数字が

やや突然出てきたという印象があるかもしれないが、結果としてより多くの最終消費者に

対する供給を行っている企業をカバーしつつ、中小事業者の負担にも配慮したちょうどい

い数字になっているのではないか。とりあえずはこの対象範囲で様子を見てから、もし変

更する必要が出てきたら、そのときに改めて検討すればよいと考える。 

 ２点目、今回のガイドラインのそもそもの趣旨を考えると、先駆的な省エネに対する取

り組みを行った企業に対する称揚が重要であり、この部分については真面目に省エネに取

り組んだ企業がしかるべき評価を受けるような仕組みを今後さらに検討していってもらい

たい。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 特に30万件という具体的な数字も出てまいりましたけれども、ご意見ありませんか。で

は、大石委員お願いします。 

○大石委員   

前回から申し上げているように、気持ちとしましては、やはり全ての消費者に対してこ

ういう省エネに資する情報提供をしていただきたいという意味で、何万件というのを設定
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することについては基本的には必要ないのではないかなと思っておりましたけれども、今

の小林委員のコメントもありますように最初の100万件に比べれば、かなり対象範囲が広

がってきたということ。それから先ほどお示しいただいたように、それぞれの事業者の数

も増えてきているということで、ここから始めて様子を見ていくということで、良しとし

ていいのではないかと思っています。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 では、内海さんお願いします。 

○内海オブザーバー   

日本ガス協会でございます。 

 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ます。今回、新たに示

されました(ｵ)の案につきましては中小事業者への配慮を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。100万件から一気に30万件に３分の１程に下がったという点や、他業界に比較

して対象が都市ガスのほうは５社も増えたという点など気がかりな点はございますけれど

も、一定の配慮をいただいた結果と真摯に受けとめましてしっかりと対応し、消費者の

方々、また社会に貢献してまいりたいと思います。 

 一方、取りまとめ（案）ついてはこの後の議論かと思うのですけれども、この件につい

て関係しますので申し述べさせていただきます。今後においても公表に係る努力義務の対

象事業者の範囲について、実態を踏まえながら必要に応じた見直しの検討を行っていくと

いうくだりが14ページにあるようでございます。しばらくはモニタリングですとか、ある

いは自由化の進展状況を見てということだと思いますけれども、そのような検証をしっか

りと行っていただいた上で実態を十分に踏まえた検討になるかと思いますが、これ以上の

閾値低減ということがありますと中小事業者が一定数含まれていくということになります

ので、今後についても慎重なご検討をお願いできれば大変ありがたく存じます。そういう

意味ではここまで昨年も含めて出させていただきましたが、この度は私どもエネルギー事

業者の実態を踏まえた貴重なご意見やご指導を賜りまして、委員の先生方、また事務局の

皆様に心より御礼申し上げます。 

 以上です。 

○村越座長   
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ありがとうございました。 

 では、田辺先生。 

○田辺委員   

ありがとうございます。前回欠席してしまいまして議論に全てついていけていなかった

のですが、資料の９ページにある閾値について、以前議論に挙がっていた特定事業者の条

件を入れるという案は何か座りが悪いとずっと最初から思っていまして、そういう発言を

してきたのですけれども、色々議論があると思うのですが、これで当初の100万件から30

万件にしたということは、極めてロジックとしては分かりやすくなっているのではないか

と思います。また、法律上のエネルギー供給事業者というのは経産省は色々な意味で今ま

で使っていらっしゃって、今回については最初に条文がありますが、「一般消費者に対す

るエネルギー供給の事業を行う者」をここでいうエネルギー供給事業者というように見て

いるのであれば、こういうスキームは非常に分かりやすいと思います。30万件については

50万にするのか、30万にするのか、10万にするのか。色々考えがあると思うのですが、対

象となる数を見ると新しく事業を始めたところが入ったりして比較的よいのではないかと

思うのですが、30万件にしたときに電気と都市ガスのどのくらいの量がカバーできるか。

例えば半分しかカバーできなかったらもう少し数を増やさないといけないでしょうし、そ

のあたりを教えていただけるとありがたいというのは１つ目の質問と意見です。 

 それから後ろの件になりますけれども、20ページの表３で、表１に関連してエネルギー

の使用の合理化の効果を測定している場合には、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するのであれば、先ほどおっしゃったようにもう少しこういうも

のであればよいとか、こういうものを出してほしいというのを、今後ガイドラインで整備

されるといいと思います。大石先生のご意見や供給事業者のご意見、皆さんのご意見を聞

いて、無理がなくて、新しいメディアとか、そういうものに対応できて、例えばインター

ネットを使うとか、ウェブを使うとか、そういうものを入れてガイドラインをつくってい

ただけるとよいのではないでしょうか。あまり測定というのを厳格に言われると、行動変

容のようなものが対象とならなくなったりする可能性もあるので、ここを広く捉えていた

だけるといいという要望です。 

 以上です。 

○村越座長   

では、杉浦先生お願いします。 
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○杉浦委員   

今30万件という数字は既に論点は出ているとおりで、私もなぜその数字なのかというと

ころはこれまでのご発言で理解しております。 

 私が申し上げようとしているのは、今も少し出てきたのですけれども、新様式の第１表

ではかなり細かなところまでチェックをするようになっているかと思います。今チェック

と申し上げましたけれども、これはアンケートというよりもチェックリストのような印象

をもつわけです。つまり頻度はどれぐらいかとか、どういう手段を用いるかということを

チェックするようになっているのですけれども、回答する側からすると、これがクリアさ

れていればいいだろうと非常に形式的というか、ここさえやっていれば大丈夫といったよ

うな、そういうことに繋がりはしないかと懸念しております。以前も申し上げましたけれ

ども、第２表に書けばいいのかもしれませんが、独自の取り組みをうちはしているのだと

いうところが、ここでは見えにくくなっていると思います。こういう表があると、これが

そういう評価をされる基準なのだというように、それぞれの事業者は考えるのではないか

ということを少し懸念しました。つまり独自な取り組みを促していくというよりは一定の

枠にはめ込んでいき、それが形骸化することが少し懸念としてあるかなということを思い

ました。 

 以上、意見です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 ここで一度、事務局のほうから回答をお願いします。 

○吉川課長補佐   

色々ご意見いただきましたけれども、前向きなご意見をいただいたかと認識してござい

ます。田辺先生からいただいたカバー率のお話でございますけれども、30万件に広げるこ

とによって都市ガスの公表努力義務事業者数は当初４社でしたが、恐らく７割程度カバー

していたところから今回８割程度に広がるかと思っております。もともと電気事業者につ

きましては旧一般電気事業者の方９社にやっていただいておりまして、ここはほとんど９

割程度占めていたところが少しまた増えることになりますので、そこはあまり大きな変化

でないかもしれません。ＬＰガス協会さんの会員企業のところについては０から２社とい

うことで新規にやっていただける方が増えますけれども、ここは公表統計から数字は割り

出せませんが、実際には模範となってくださる企業が今回対象の中に入ってくるというこ
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とだと思いますので、そこについてはしっかりと対象の範囲には業界を代表される方が入

ってくると思いますし、その方々にはしっかりと国からもお願いしつつ、公表努力義務の

責務というところを一緒に果たしていくことでお願いしたいと考えています。 

 表３につきましてご指摘のとおりガイドラインの中で具体事例をお示ししていくという

ことで申し上げましたけれども、測定指標を今具体的に決め過ぎると事業者の方々がそれ

さえやっていればいいのだということに繋がってしまうかと思ったので、まず事業者さん

の創意工夫の中で省エネ効果を測っている指標だとか、効果というのがあればそういった

ものを、ある程度事業者の考え方、自主性を重んじて報告を受けたいと思っております。

他方で前回ご意見いただいたとおり、それですと報告が全く出てこないのではないかとい

うご指摘もあり得るので、それは実際の公表努力義務の範囲に入ってきてくださる事業者

の方々に対して、どういう評価の指標があるのかということは少し意見交換しながら、今

後ガイドラインの中にうまく入れ込んでいければよろしいかと思っています。 

 杉浦先生からいただいた第１表のチェックリストのところです。本当はもう少し大まか

な言い方で、事業者の方々の自主性に任せながら記載をしていただくというのがあり得る

のかなと思ったのですが、定期報告ということもあってここは難しくて、実際に自由記述

にしてしまうと事業者がどういうことを書けばいいのかわからないとか、そういうことに

も繋がってしまいかねないので、まずはある程度形式的に本当にやっていかなければいけ

ないところから把握を始めて、そこから創意工夫によってやっている取り組みというのは

ある程度国としても、この定期報告の中なのか、別のものなのかというところで、具体的

にはヒアリングなどを通じてやっていきたいなと考えております。 

 説明は以上です。 

○村越座長 

ありがとうございました。 

 竹廣さんお願いします。 

○竹廣オブザーバー   

私からは、今後あるいは将来的に検討すべき事項という意味で、少しコメントをさせて

いただきたいと思います。13ページのところに30万件という閾値を設けたことで、これだ

けの事業者数に広がるということでございますけれども、将来的にさらにこれを拡大方向

にした場合に色々な事業者の方々が色々な取り組み、情報提供をすることになるのだと思

います。 
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 そのときに、スライド２ページ目に戻りまして告示の中で例の５つの情報提供のポイン

トが今定められているわけですけれども、このうちの４つ目の機械器具のエネルギー消費

性能ですとか、助成制度に関する情報について、こういったものを非常にたくさんの事業

者の方々が情報発信するとした場合に、色々助成制度のようなものはブラッシュアップさ

れていくと思うのですけれども、ややもすると違った情報が提供されたり、あるいは情報

のブラッシュアップが遅く、手入れをしなかったがために違う情報が消費者の方に届いた

りするような可能性もあるのではないかなと思っています。その他の１番、２番は計量デ

ータですとか、請求データから事業者さんがやるとすると、そういう恐れはないのかなと

思います。３番目もある前提を置いて、こういう削減額の目安を提供されるのであればそ

ういう心配もないかなと思います。５番目もある意味事業者のＰＲのような要素も含まれ

ていますのでそういう心配はないのかなと思うのですが、４番目についてはどこか引用先

の情報を同じようにして発信するですとか、事業者ごとに取組むというよりは、まとめて

やるような方向で検討するのも１つかなといったところでございます。将来的に検討すべ

き事項という意味で発言させていただきました。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 皆様からご意見をいただけたような気がしますので、まずこちらの資料１の見直し等に

ついてということに関しましては皆様ご審議いただいた上で、ご了承いただいたと考えま

すが、よろしいでしょうか。 

 では、次の議題に行きまして、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（案）というのがございますが、九十数ページございますので、目次が最初数ペー

ジめくっていただくとあるのですけれども、その中で１と２、問題意識と調査・検討事項

というのを先にご説明いただいて、その後で３のエネルギー小売事業者の省エネガイドラ

イン（案）と、総括と今後についてに分けて説明いただきたいと思います。 

 では、最初に１と２についてお願いします。 

○吉川課長補佐   

済みません、資料がかなりタイトになっております。まず構成を申し上げますと、この

取りまとめ（案）につきましては昨年度、皆様にご議論いただきました中間取りまとめの

ものも盛り込んだ形ですので、今年度のものとあわせて昨年度のものも入ったもので、全
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てまとめさせていただいてございます。全て詳細にご説明することは時間の関係上難しい

と思いますので概略をご説明させていただきながら、こういう論点があるのではないかと

いうところで委員の皆様、オブザーバーの皆様にご議論いただきたいと考えております。 

 １ページおめくりいただきますと、はじめにというのが出てきます。先ほど資料１の中

で申し上げましたエネルギーミックスの目標の中で、今回家庭部門の省エネルギー見通し

というところで1,160万キロリットルという省エネが見込まれておりますので、今般エネ

ルギーの小売全面自由化という状況を踏まえまして、実際にはエネルギー供給事業者、エ

ネルギー小売事業者の方々に果たしていただくべき役割というのも非常に大きくなってき

ている中で、今回省エネ法の現行制度に関する必要な対応ということとともに、ガイドラ

インの整備というところを中心に検討してまいりました。 

 ⅱページ、ⅲページは、昨年度３回、本年度４回ということで７回にわたってご審議い

ただきました内容をお示しし、皆様のご貢献に敬意を表するという意味でⅳページ目、ⅴ

ページ目に委員名簿を載せさせていただいてございます。 

 ⅵページ目に目次を載せさせていただいておりまして、先ほど村越先生からご紹介いた

だいたとおりタイトなりますので１と２をまずご説明差し上げてご議論させていただき、

また３と４についてご議論させていただければと思います。 

 目次の３番のガイドラインのところは結構２番の内容が網羅的に入ってくることになり

ますので、特に２番のところを中心にお聞きいただければと思います。 

 １番ですけれども、問題意識についてはもう従来からご説明差し上げているとおりエネ

ルギーミックスの中の省エネルギー見通しを達成していくために、今回の省エネ情報提供

というところが非常に重要ということになってございます。 

 今回の検討会の中では３つ検討の軸を用意させていただきまして、平成28年度に議論を

キックオフさせていただきました。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、エネルギー供給事業者による消費者の省エネに資する情報提供の

あり方、エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービスのあり方ということで、この

３つのテーマについてご議論いただいてきましたけれども、こちらにつきまして２番、調

査・検討事項の中で昨年度、今年度ご議論させていただいた内容をご紹介させていただき

たいと思います。 

 まず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ということで、検討方針と

しましては現行の省エネ法の81条の７というところで、電気事業者の方々に対して電気需
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要の平準化というところの取り組みをやっていただくために、計画というのをつくってい

ただくことになっています。その内容が下の点線の省エネ法該当箇所というところに記載

しておりますとおり一、二、三という内容でございます。一番につきましては、供給する

電気を使用する者による電気需要の平準化に資する取り組みを促すための電気の料金その

他の供給条件の整備ということで、いわゆる時間帯別料金の内容が中心になるかと思いま

す。二番につきましては、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り組み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ということで、ここにつきまして

は30分データやスマートメーターの様なものをイメージしておりますけれども、こういっ

たものの機器の整備というのをやっていただくということで規定を置いています。三番に

ついては、前号２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ということで、電気業法の様なものを想定していると

いうことです。 

 次ページに行っていただきますと２番ですが、電気事業者は前項１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

とするということで、この計画についての公表義務が規定されているということでござい

ます。その中で今申し上げた１番、第１項の中に入っている１号、２号、３号の内容につ

きまして本検討会では議論させていただいたところで、昨年度の取りまとめでおまとめさ

せていただいた内容でございます。 

 まず時間帯別料金の話でございますけれども、調査内容のところを見ていただければと

思います。実際に電気料金のメニューとして、電気需要平準化に資するメニューとしてど

ういうものがあるのかというところで整理させていただきました。平成28年７月時点の数

値になっているので少し情報が変わっているところもあり、アップデートを充実していか

ないといけないのかなと思っておりますけれども、例えば旧一般電気事業者の方々であれ

ば時間帯別電灯や時間帯別・季節別電灯、蓄熱調整契約等の電気需要平準化に資する料金

メニューを提供しているということでございますが、新規参入事業者の方々については平

成28年７月時点でなかなか供給量を確保できないような事業者さんもいらっしゃいますの

で、電気需要平準化に資する時間帯別料金というところの料金設定が少なかったと考えて

います。具体的に旧一般電気事業者の方々が中心になりますけれども、実際に時間帯別料

金というのは右の３ページに記載させていただいている料金メニューというのが多く採用
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されていました。 

 また、北陸電力さんに実際に本検討会にオブザーバーとしてご参加いただいて、この時

間帯別料金というところとあわせて、実際に節電とくとく電灯というネガワットの概念を

取り入れた電気料金メニューというのを策定されていましたので、時間帯別料金にあわせ

てディマンドリスポンスという取り組みを取り入れた電気料金メニューについてご紹介い

ただいて、こういったものも電気需要平準化に資するのではないかということで、特に夏

の季節にこういった料金体系を設けることによって、需給の逼迫を避けることができるの

ではないかという取り組みをご紹介いただきました。それが４ページ目に記載している内

容でございます。 

 ５ページ目に行きますと、出かけて節電ということで、家にいらっしゃる主婦の方やご

家族の方々というのが外に出て、例えば商業施設に行ったりすることによって家庭で使っ

ている電気やガスというのも削減することが可能ですので、そういった中で電気需要平準

化に資する取り組みとしてクーポンといったものをインセンティブにして、実際に当該時

間帯の電気の使用量を抑えるような取り組みも出てきているということでございます。５

ページ目には国で実証させていただいたＴＯＵという取り組みを記載させていただいてお

ります。ＴＯＵは時間帯別料金ということで東京電力、関西電力の管内で実証させていた

だいて、実際には６ページ目にありますとおり、それぞれでそれなりの効果が出ましたと

いうことでございますけれども、ピークカット効果というのが一部ありますので、ＴＯＵ

の取り組みというのは電気需要平準化の関係では有効ではないかということがあります。 

 次にイで、その他の取り組みということで上げＤＲという取り組みや東急パワーサプラ

イさんにもご紹介いただいたクールシェアの取り組みというのも、この検討会の中では取

り上げさせていただきました。 

 上げＤＲの取り組みにつきましては、完全に顕在化しているわけではないですけれども、

今後顕在化する可能性は高いので、こういった電気需要平準化とは少し逆行して、逆に再

エネが入ってきたときに当該エネルギーを使える事業者がいるのであれば、そのエネルギ

ーを使ってもらって別の時間帯で省エネをしていただくような取り組みをすることも考え

られます。実際に再生可能エネルギーというクリーンなエネルギーを使うことの中で、そ

ういったものも省エネ評価の中で評価してもいいのではないかということで、ご紹介させ

ていただきました。上げＤＲの取り組みにつきましては、実際省エネルギー小委員会等で

今後議論させていただきまして制度設計を進めていくことにしておりますので、電気需要



- 21 - 

 

平準化との関係で少しバッティングする概念になるので、ご紹介に留めさせていただきた

いと申し上げながらご紹介させていただきました。 

 次の７ページ目のところでクールシェアやディマンドリスポンスの取り組みです。東急

パワーサプライさん、エネットさんのような取り組みというのをご紹介させていただきつ

つ、実際こういった取り組みというのも電気需要平準化には資するのではないかというこ

とで、ご紹介させていただきました。 

 ②番のところ、８ページ目でございますけれども、送配電事業者のスマートメーターの

設置につきましては現在進められているところでございまして、2024年ごろを目途に全戸

にスマートメーターが設置されることになります。この整備をすることによって見える化

のサービスといったものも出てきますし、実際には個別の家庭での電気使用量というのが

細かに見えるようになってきますので、こういった機器の整備というのもしっかりと進め

ていく。計画立てて進めていただくことが必要であるというように認識しています。 

 またエリアの需給逼迫というところもありまして、９ページ、10ページでございますけ

れども、実際に翌日の電気の逼迫状況や当日の予報、今年度においてかなり厳冬で需給が

逼迫する状況もありましたけれども、そういったところででんき予報のエリアごとの需給

や全国での需給というのは情報提供で非常に有効かつ重要ということになりますので、こ

ういった取り組みを引き続き求めていきたいと思っています。 

 10ページ目の留意事項として書かせていただきました事項としましては、先ほどご紹介

させていただきましたクールシェアやディマンドリスポンスのような取り組みというのは、

電気需要平準化でこれまで料金体系として整理しているものから少し新しい取り組みとい

うのが出てきていますので、そういった電気料金その他供給条件に捉われない手法の有効

性についてもしっかり検討していったり、そのサービスを提供していただくことも重要と

考えています。 

 11ページ目でございますが、こちらにつきましては先ほどご議論させていただいた内容

を、現時点ということであったので30万件の数字を含めて、その数字はこのようなイメー

ジですとお示しさせていただく意味で文章等つくらせていただきましたので、その点ご容

赦いただきながらご覧いただければと思います。省エネ法と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を掲げさせていただいて、

実際に情報提供をやっていただく。もしくは公表努力義務がかかっている方々については、

積極的に実施状況を公表していただくことをお願いしているところでございます。そのよ
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うな中でエネルギー供給事業者、小売事業者の方々の果たす役割は非常に大きくなってき

ているので、そういった点について議論を行わせていただいたということでございます。 

 関係法令の見直しにつきましては先ほどご議論いただきまして、一定程度ご理解を得ら

れたのかなと思いますけれども、表６の２番のところにつきましては先ほどの30万件条件

というのを現時点では記載させていただいておりますし、こちらにつきましては、このよ

うな形で関係法令の見直しというのも可能な限り進めていきたいと思ってございます。 

 13ページ目でございますが、先ほど図示したものです。情報提供努力義務というところ

と公表努力義務というところで、情報提供の取り組みはエネルギー供給事業者の皆さん、

公表努力義務につきましては小売契約件数、販売契約件数の30万超の方々に担っていただ

くことにしたいと考えてございます。 

 13ページ目の下部でございますけれども、一方で図の中にいるＢ事業者の方々というの

は30万件以下なので、公表努力義務というのは実際には努力義務として課せられず、対象

範囲外になるのですが、このような方々に積極的に公表努力義務を果たしていただいて、

消費者の方々に省エネ情報の提供をやっていただくことが私たちは望ましいと思いますの

で、そういうものを公表していくことは望ましいというような書き方にさせていただいて

おります。 

 本見直しの検討に当たりましては先ほど申し上げましたとおり、14ページ目の一番上の

本見直しの検討に当たってはというところですけれども、新規事業者の方々、中小事業者

の方々への配慮というのが必要ですので、一定規模以上にすることの関係から30万という

数値を閾値にしたいと考えてございます。先ほどご議論ありましたけれども、今後、やは

り実態を踏まえながら30万件の動静というのはしっかり検討していきたいと思いますし、

30万件の数値の見直しについては不断にやっていきたいと思いますので、それが本当に過

不足ない形なのかどうかというのは検討を行っていくこととしたいと考えております。 

 国への報告方法としましては、14ページの②番というところに書かせていただいており

ますけれども、先ほど申し上げましたとおり省エネ情報の実施状況について、まず公表努

力義務の対象事業者の方々については国への報告を可能な限り行うことが望ましいと考え

ています。他方で非対象事業者の方々ではできないのかということは、そうではなくて自

主的な報告を求めることとしたいと思っていますし、その際先ほど資料１でご説明したと

おり周知については国の至らぬところがあるかと思いますので、そこについては関係団体

の皆様、その他協力関係事業者と協力関係を築きながら周知というのを行っていきたいと
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思っています。 

 実際の報告様式としましては、なお書き以下でございますけれども、特定事業者、特定

連鎖化事業者の方々は定期報告で、非特定事業者、非特定連鎖化事業者の方々については

定期報告では報告ができないので、ガイドラインで整備する報告様式ということでお願い

したいと思っています。先ほど申し上げましたとおり上記の措置で報告が全く行われなく

て、国としても全然状況が把握できないということになれば、アンケート等で補完的な措

置として行っていきたいと思っています。 

 公表すべき内容・方法につきましては、実際には別紙を用意させていただいておりまし

て、先ほどの見ていただきました例です。チェックリストのようなもの、第１表、第２表、

第３表というものがありましたけれども、そういったもので報告いただいて、国としては

それをもってモニタリングをしていきたいと考えております。 

 15ページ目に移らせていただければと思いますが、定期報告書における報告内容の取り

扱いにつきましては、今回共同省エネルギー事業ということで評価をさせていただきたい

と思っています。共同省エネルギー事業に分類するということは、今回自社の省エネがで

きなかったとしても他社の省エネへの貢献というところがありますので、そこを省エネ評

価の中で勘案していくようなスキームになります。 

 関係条文を15から16ページ目に載せさせていただいておりますけれども、16ページ目の

枠囲いの下に書いておりますが、ただしというところで、私たちが今省エネ評価で一番主

要なポイントと考えておりますエネルギー消費原単位年平均１％以上の低減というところ

が未達成であった場合の勘案・評価の方法についてはまだ確立することはできておりませ

ん。実際に報告を受ける、もしくは情報提供実施状況等、使用状況を勘案しながらエネル

ギー種別、エネルギー市場における情報提供の実施状況を踏まえて検討していきたいとい

うことで考えてございます。 

 ⑤番のところは、報告を上げてくださった方々につきましては、国としてもそのような

方々の広報活動、周知活動に協力させていただきたいと思っていますので、一般消費者の

方々への情報提供というところで①番から⑤番の情報提供をやっていただいている内容を

一覧性をもってまとめたページをつくっていただければ可能な限り右側、17ページのイメ

ージのように事業者名と公表状況というのを記載させていただきたいなと考えてございま

す。 

 次の17ページ目以降につきましては、今年度実施させていただきましたアンケートの内
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容をまとめたものになってございます。皆様に多大なご協力をいただいて、このような形

で少し実態を垣間見ることができて、議論も進めることができました。ありがとうござい

ました。 

 18ページ目でございますけれども、電気の情報提供の状況というところで３から５の項

目についての実施状況で少し芳しくないところがありました。項目３から項目５につきま

しては、以下19ページ目、20ページ目の中で具体的に電気事業連合会様の発表資料の中で、

こういったものが３とか４とか５に該当するのではないかということで資料を引用させて

いただきながら、こういうことをやっていただきたいということで具体例をお示しさせて

いただいてございます。 

 21ページ目でございますが、都市ガス事業者についても情報提供の実施状況というのを

見させていただきました。指針５項目全てを提供している方々が40～60％いらっしゃると

いうことで、優秀な事業者もいらっしゃるのですが、なかなか進んでいらっしゃらない方

も30～45％程度存在したということなので、まだまだ指針の周知というのが足りないと思

っています。こちらにつきましてもガス協会様の発表資料を引用させていただく形で、都

市ガス事業者の３から５の取り組み状況を、特に状況が芳しくなかった３から５というと

ころについての状況をしっかりと、このような形でやっていただきたいということの具体

例をお示しさせていただいています。 

 次の24ページ目です。ＬＰガス事業者ということで、こちらにつきましては指針５項目

の実施状況がなかなか進んでいない状況がありまして、特に４と５のところです。70～8

0％程度まだできていない方がいらっしゃったので、こちらについてもまだまだ指針の周

知状況が足りないということで、事務局としては認識を新たにいたしました。その中で指

針３から５というところで、これを具体的にやっていらっしゃる優良事業者もいらっしゃ

いますので、こういったところを推し進めていただきながら、創意工夫の情報提供を更に

推し進めていきたいと考えてございます。 

 26ページ目から27ページ目にかけては、今回ガイドラインを整備しようということで始

まった検討会ですので、後ほどガイドラインをご説明させていただくのですけれども、も

ともとある電力の小売営業に関する指針やガスの小売営業に関する指針というのが現行も

存在しておりまして、そことのバッティングというのが少し気になるというご意見をいた

だいたところでございます。そちらにつきましては、それぞれの電気事業法、ガス事業法

というところの整理の中で、電気小売、ガス小売というものが守っていただくべき指針を
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お示ししていただいて、小売全面自由化に伴って様々な方が参入することを踏まえて、今

回私たちは省エネの観点からどういうことをやっていただきたいかというのをお示しさせ

ていただく。逆に事業法では、事業を行っていく上でこういうことに留意しなさいという

ことで、電気事業法、ガス事業法という法律の体系の中で整備されたガイドラインという

ことで認識しておりますので、省エネに特化している今回のガイドラインとは整理ができ

るのではないかということでご説明させていただきました。 

 27ページ目の下のところは海外調査です。海外でも、やはりこういう情報提供はされて

いて、具体的にはオラクルさんでお示しさせていただきましたが、ＢtoＣのサービスを提

供している事業者に対して更にサービスを提供するオラクルさんというのは、電力の見え

る化等の取り組みによって電気事業者の方々たちで省エネ情報サービスを提供していると

いうことになっています。実際にヘイグさんに前々回、本検討会に参画いただいて、ホー

ムエネルギーレポート等の事例についてご紹介いただきましたし、実際に省エネ情報に触

れる機会は１年間で９分しかないというご説明もあって、なかなか刺さるような情報提供

をしていくためには、こういった消費者の方々のことを考えた情報提供が非常に重要なの

だろうというように認識いたしました。その中でホームエネルギーレポートの具体例もご

紹介いただきましたし、私たちもオラクルさん、旧オーパワージャパンさんというところ

と、平成27年度に北陸電力管内で1,500世帯を中心に実証させていただいてレポートを出

して、省エネ効果を図るということをさせていただきました。これは村越座長の所属団体

であった住環研さんにご協力いただいて、このような形で実証事業を行わせていただきま

した。省エネルギー効果も、やはりホームエネルギーレポートを送ると上がるということ

も見られましたし、それ以外に１つ発見だったと思うのは、レポートを受領したことによ

って電力会社のイメージがかなり変化をするということで32ページ、33ページで記載させ

ていただいておりますとおりレポートを実際に紙で送る可能性が高いので、そういったと

ころで電力会社に対するイメージも改善していくこととともに省エネも進んでいくので、

こういった取り組みも１つ重要ではないかということでお示しさせていただきました。 

 34ページ目以降はイギリスにおいて自由化後に事業者が乱立した中で、Ofgemが少し乗

り出し、実際に需要家の声を基にどういう情報提供が望ましいのかというところで、年次

報告の例のようにエネルギー供給事業者に対しての情報提供というのを求めていることに

なっています。それに当たっては、エネルギー供給事業者がそれぞれ機器を整備するとい

うことで35ページ目に記載しているものであったり、また37ページ目で料金比較サイトの
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事例も載せさせていただいておりますけれども、比較サイトが色々ある中で、どういった

比較サイトの運営の仕方、もしくはスタンスが望ましいのかということでガイドラインと

いうものを整備されておりましたので、今回比較サイトの方々にもご参画いただいた検討

会の中で、こういった関係の議論もさせていただいたということになってございます。 

 具体的にConfidence Codeを整備されているということで、Confidence Codeについては

40ページにお示しさせていただいておりまして、独立性の確保や料金メニュー情報の提供

方法等の要件とか示したものを満たせばOfgemの公認が与えられるということで、41ペー

ジ目にあるようにOfgemの認証マークをつけることができるようなことも事例としてご紹

介させていただきました。 

 41ページ目以降は、今回検討会に参画いただいているエネチェンジさんとカカクコムさ

んというところで、実際に料金比較等で行われている情報提供についてご紹介させていた

だきました。電源構成の話、あとは料金のようなところもかなり大きいと思いますけれど

も、そういったところで色々な機軸をもって比較をされているということで、私たちはで

きればこの機軸の中に省エネというのを１つ位置づけていきたいということで議論をさせ

ていただきました。 

 42ページ目のところでございますが、一般消費者に情報提供するに当たって色々なこと

が重要になってくるということで、一般消費者からの信頼の獲得や需要家の理解向上に向

けた工夫、情報提供を行う媒体、あとは長期的または社会全体の利益に関する情報の提供、

第三者による情報提供で、それぞれ留意すべき点を記載させていただいておりまして、一

般消費者からの信頼の獲得ということであれば、先ほど申し上げたオラクルさんの１年間

で９分しか省エネ情報にアクセスしないということで日々一般消費者が大量の情報に接し

ているので、それが刺さるような情報提供をするためには消費者の視点に立って、かつ消

費者から信頼を得られた事業者さんであることが望ましいということが考えられます。 

 もしくは次の43ページに書いてある需要家の理解向上に向けた工夫ということであれば、

消費者の方々に特化して、その方のエネルギーの使い方等分析しながら、それをフィード

バックしていくということなどで理解を深めるということ。また世代間ギャップがあった

りしますので、そこについては理解の度合いが異なることに留意することが必要かと思い

ます。 

 情報提供を行う媒体としましては、紙やウェブというのが一般的に考えられますけれど

も、情報技術が進展していく中で、それぞれの特性に応じた情報提供というのをやってい
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く必要があるだろうと思います。 

 また、長期的または社会全体の利益に関する情報の提供というところについては、短期

的にお金のメリットだけではなくて、例えば下に例示させていただいている化石燃料や二

酸化炭素の削減に資する情報提供をしていくことによって、今後の環境意識の高まりとい

うところに対応していくことで実際には様々な環境意識が非常に高い企業さんとかも出て

きていますし、消費者も今後環境に対する意識というのは非常に高まってくることが想定

されますので、そういう省エネというのが１つ軸になって、日本もしくは世界全体の利益

に繋がるような情報提供も必要になるのではないかということで考えてございます。 

 第三者による情報提供については比較サイトの方々、今回のスイッチングにおいて消費

者から信頼とかされていることと思うのですが、なかなか恣意性をもった比較サイトさん

が出てきたりすると、その方々を通じて実際には省エネといいますか、特定の事業者と結

びついて中立性とか客観性が失われることがありますので、そういった点には少し留意が

必要であるという議論をさせていただきました。 

 最後、43ページ目のところでございますが、これは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ことで、今年度なかなか議論が難しかったので昨年度の内

容が中心になっておりますけれども、前回城口さんからご指摘いただいたＣルートの話な

ど、そういった議論もさせていただきまして、やはり個人情報の取り扱いというのは難し

いということの中で、色々な省エネ製品・サービスというのが出てきて、こういった情報

も今後活用していけると、こういうサービス展開ができるようになるという議論をさせて

いただきましたし、46ページ目のところで実際に省エネ製品・サービスの現在の提供事例

というのも整備させていただきました。 

 また、48ページ目ではエネチェンジさんからご紹介いただいたフィンテックの事例もあ

りましたけれども、フィンテックの中では情報を開放することによってかなり裾野産業に

も広がったということもご紹介いただきましたので、こういった点については電力業界で

も確実に実現することができるような事例であると思いますので、こういったことも今後

検討される必要があるだろうと考えてございます。 

 最後、50ページ目のところは東京電力パワーグリッドさんからご紹介いただいた事例で

ございますけれども、スマートメーターのほかに個別のセンサーをつけて見える化をする

ことによって、例えば見守りサービスや家電製品サポートサービス、また電気使用状況見

える化サービスというものを提供することで実証事業が行われていたということで、東京
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電力パワーグリッドさんもＢtoＢtoＣ型のサービスを始められたという事例も昨年度ご紹

介いただきましたので、こういったところについても省エネ製品・サービスの市場を活性

化していく１つのツール、もしくはサービスになってくるだろうと思いますので、このよ

うな事例も掲載させていただきました。 

 留意事項を52ページ目に書いておりますけれども、料金メニューの充実ということで実

際には省エネモードにつながるメニューが検討されるべきであるということで、使用量の

多い人たちだけではなくて、使用量が少ない人たちにとっても魅力的なメニューというの

を充実させる必要があるのではないかということ。 

 また、一般消費者に省エネ行動を促す省エネ製品・サービスの充実ということで、実際

には先ほどのホームエネルギーレポートが一つの例なのかもしれませんが、一般消費者の

エネルギー情報を活用した省エネサービスといったことで、創意工夫によって一般消費者

に省エネ行動を促す省エネ製品・サービスの充実を図ることを検討していくべきではない

かということで、こういったサービス展開が行われれば省エネというのも１つの稼ぎ頭に

できるということですので、料金メニューに加えて、そういった省エネ・製品サービスの

市場というのもしっかりと育てていきたいと思っています。 

 あとは情報セキュリティーと個人情報への配慮ということで、こちらの問題がなかなか

解決できないと製品・サービスの充実というのは難しいと思いますので、こういった点に

ついての配慮というのも必要であるということでまとめさせていただきました。 

 駆け足になりましたけれども、こういった形で昨年度から皆様に本当に長きにわたりご

議論いただいた内容をまとめさせていただきましたので、こちらについて何かお気づきの

点等があればご指摘いただければと思います。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 一度説明は受けて議論もしたもので、ここで留意事項としてまとめられているものが後

ろの取りまとめのガイドラインのほうに概ね反映されてきているだろうとは思うのですけ

れども、ガイドラインの説明に入る前に今までの説明で何かここだけは聞いておきたいと

か、ご意見があればお願いします。 

 西尾さんお願いします。 

○西尾委員   

大きなコメントではございませんで、１点コメントで、１点確認の質問です。 
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 １点コメントは、Ｐ13の図８に関連しまして、今回30万超はあくまでも情報提供状況の

公表努力義務に係るところで、情報提供の努力義務自体、告示の235号の１の部分はエネ

ルギー供給事業者の皆さんにかかっていますということのご説明だと思います。今そうい

うことを意識されているのはハイライトだと思いますが、その辺、皆さん実施していると

いうところの説明を今後工夫していただければと思うところです。 

 確認の質問は、個別に情報提供の良し悪しを申し上げる話では全くございませんがＰ23

の図18、項目⑤は指針⑤の例のことだというように読んだのですが、イメージとしては項

目の③、使い方のお話なのかと思うところもございまして、この様な情報提供が重要なこ

とも重々承知しているのですけれども、今後皆さんが指針の中に５項目ある中で例として

ご覧になられることも意識されると、ここの項目５の創意工夫の箇所は③のところとも少

しオーバーラップすると思うところもございまして工夫をしていただければ、また、どう

いうご意図かを確認させていただければと思います。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。 

 こちらにつきましては、今年度アンケートさせていただいた内容を基に集計したもので

して、事業者が恐らく類似世帯との比較や環境家計簿とか、これは恐らく創意工夫による

情報提供なのだろうということで類型化をされて報告いただいたものということですので、

国としてこれが⑤に該当する、しないというところの判断は正直してはいなくて、これが

⑤に該当するという認識でやっていただいているのだったら、まずそれはそれとして集計

してみようということで、まずは実際の実態を把握する観点から⑤として整理させていた

だきました。西尾委員ご指摘のとおり③に該当するのではないかというのも確かに一部あ

ると思いますけれども、③は③でまた別の情報提供ということでされている認識をもたれ

ている事業者が⑤をやっていただいているところもありますので、そこはもう③と⑤で区

別をしていただいているのであれば、その事業者の工夫というところにまず重きを置いて

集計していることになると思います。 

○西尾委員   

Ｐ19の項目③、図11などを拝見すると、もちろん事業者さんの整理に基づきますご説明

の基ではこのとおりだと思うのですけれども、この資料としてどのように皆さんご覧にな

られるのかというところが少し気になりましたので、コメントさせていただきました。 

○吉川課長補佐   
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その意味では、少しどういうものが１、２、３、４、５に該当するのかというのを、ま

だ国としても把握、整理し切れていないのが正直なところだと思っています。恐らくこの

検討の１つのきっかけになっていると思うのですが、先ほど資料１でご説明差し上げたモ

ニタリング方法とか、ああいったもので具体的にどういうことが１、２、３、４、５に該

当されているかというのを少し見ながら、今後類型化や、こういうものが望ましいという

のをガイドライン等でお示しさせていただきたいと考えていますので、その辺はまだ不備

があるというのを承知しております。 

○村越座長   

他にございますでしょうか。城口さんお願いします。 

○城口オブザーバー   

改めてこういうレポートを拝見させていただきまして、村越座長を初めとされる有識者

の方々にご尽力いただきまして、大変ありがとうございます。 

 振り返ってみて２点コメントがあります。まず１点は、皆さんにはややお詫びに近いの

ですが、改めて拝見するとエネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会というよう

に明確に書かれていまして、もちろん立場上はＣルートの話とか第三者的な話を何回か申

し上げてしまったのですが、やや本題と逸れるところは正直今振り返るとあったと反省を

しております。そうした中でＣルートの話を織り込んでいただきまして、本当に改めてあ

りがとうございました。 

 ２点目に関しては、改めて本件の趣旨を振り返ると、こうして情報提供された事業者を

称揚するというのが目的と改めて強く認識しております。当然罰則規定があるのではない

ので、頑張ってくれた事業者をどう褒めたたえていくか。ひいては、消費者にしっかり伝

えていくというところが一番重要と思っております。その中で比較サイト等々の役割に関

しても言及していただきまして、ありがとうございます。 

 実際弊社はエネチェンジというサイトを運営していますが、今月でみて350万人の月間

訪問者数がおりまして、切り替え件数としても、訪問者数としても実は過去最高になって

いまして、2016年４月にあれだけテレビでやっていたブームのときよりも実は多いです。

そういう意味で電力自由化やガス自由化の盛り上がりというのは意外に一過性ではないと

いうのを日々足元で感じていまして、よって改めてこういう省エネとかを指針としてしっ

かり盛り込んでいくことで、私たちも情報発信していくという重要性は当社にも持ち帰り、

こうした情報提供がされることを前提に私たちも準備を進めていこうかなと思っておりま
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すことを、一応コメントとしてお伝えさせてください。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 では、大石さんお願いします。 

○大石委員   

もしかしたら資料１のときに確認しなければいけなかったのかもしれないですが、前回

だったと思いますが、これから例えば事業者でガスを売っている人が電気を売ったり、電

気の事業者がガスを売ったりということで、総合エネルギー会社のような形が増えていっ

たときに、さっきの30万件という閾値は個々のエネルギー源にかかるということでしょう

か。更に今回取りまとめの中に、そういう総合エネルギー会社になれば、私はよく分かり

ませんけれども、例えばガスと電気を組み合わせることによって、さらに何か省エネに資

するようなことができるのであれば、何かそれを組み合わせて売るからこそできるような

省エネの事例のようなものも将来的には入れていっていただきたいという気持ちがありま

して、その辺を取りまとめに入れるかどうかというのは別だと思いますけれども、気にな

りましたので、そこだけコメントさせていただきます。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 今コメントに対し、回答は特によろしいですか。 

○吉川課長補佐   

今回30万件は先ほどご質問いただいたとおり、基本的に個々のエネルギー源で区切って

います。というのは、例えば合算でしてしまったときに１つの考え方ですけれども、29万

件で１件、１万件というところがあったときに、その１万件の人たちにも同じレベルの情

報提供を求めるかどうかを考えたときに、１万件でまだ新規参入した方だと情報提供でど

ういうことをやっていいのかというのがまだ分からないような状況だと思いますので、や

はり顧客を獲得された方々に対しての義務というところになると思いますので、ここは個

別の小売の契約件数というので整理をさせていただいたところになってございます。総合

エネルギー会社の話は本当にご指摘のとおりでして、電気とガスもセット販売といったも

のが今後もっと進んでくると思いますし、先ほど城口さんからありましたスイッチングが

かなり起こってきている中で、そういう会社さんが増えてくると思いますので、そういっ

たところは私たちとしても意識しながら実態をもっと収集しながら、そういった情報提供
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やサービス展開というのがあれば、その点についてもっと盛り込んでいきたいと思ってい

ますので、ご指摘はしっかり今後反映していきたいなと思っています。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 では、最後の議題に移らせていただいて、エネルギー小売事業者の省エネガイドライン

の説明をお願いします。 

○吉川課長補佐   

基本的に資料の取りまとめの２のところで説明した２番の内容をガイドラインの中にか

なり盛り込ませていただいておりますので、重複する部分があると思いますけれども、ガ

イドラインとしては本当にこれでいいかどうかというところを改めて皆さんの目で見てい

ただければと思います。 

 53ページから始まるエネルギー小売事業者の省エネガイドラインということで、これは

今取りまとめの中に入れておりますけれども、別冊として今後エネルギー小売事業者の皆

様にお示ししていくものになるというようにご認識をいただければと思います。 

 55ページのところで申し上げますと、はじめにというところでエネルギーミックスの話

を書かせていただいております。皆様の役割が非常に重要ということをお示しさせていた

だくとともに、下のほうにエネルギー小売事業者の省エネガイドラインの位置づけという

のを書かせていただいておりまして、下から２段落目の「上記を踏まえ」ということで、

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律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ことを目的に、平成28～29年度に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」ということ。また今回、エネルギー小売事業

者の省エネガイドラインというのは同検討会における議論をもとに策定したものであって、

一般消費者の省エネ等に資する情報提供等の取り組みを検討・実施する際には、先ほどま

でご紹介させていただいたものも、あわせて参照することが望ましいという形で書かせて

いただいておりますので、具体的に書かれている事例とかも参考にしていただきながら、

なかなか自社では考えつかないようなところとかもあると思いますので、実際にはこのガ

イドラインに今後は整備をしていくことになりますけれども、まず取り組みを始めようと

思われる方々については、この取りまとめ内容を参考にしていただきたいなと考えてござ

います。 
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 56ページ目でございますけれども、目次を記載させていただいておりまして、それぞれ

情報提供と省エネ製品・サービスと電気需要平準化の取り組みに資する措置ということで

３つ設けています。今回、電気需要平準化の取り組みに資する措置については最後に移動

させていただいております。といいますのも１番、２番がそれぞれエネルギー市場におい

て共通的な事項になると思っておりますので、電気に特化したところについては少し後ろ

のほうに回させていただいたというのが、この目次の構成になっています。 

 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というところで、背景な

どは先ほどご説明差し上げたとおりですので割愛しますけれども、省エネ法の86条、また

告示の中で情報提供というのを国としてまとめさせていただいていることになってござい

ます。その中で、もう終わったように書いてしまっているのですが、取りまとめ（案）と

いうことなので今回の議論を踏まえるとこれでいいのかもしれませんけれども、57ページ

から58ページ目にかけて対象事業となる方が仮に30万件ということであれば30万件の方々

にやっていただくことになりますというのを、ガイドラインの中に書かせていただきたい

と思っています。 

 具体的な実施事項としましては、その前後を踏まえてエネルギー供給事業者には以下に

示す事項の実施に努めることが求められるということで、指針５項目の情報提供の努力義

務は先ほど西尾さんからここをもう強く求めていくことが重要ではないかというご指摘が

ありましたけれども、エネルギー供給事業者の方々には、まず少なくとも可能な範囲で情

報提供の努力義務というのを果たしていただく。あわせて公表努力義務という、更に少し

段階を踏んだものについては30万件という契約件数で仕切りをつくらせていただいて、公

表努力義務にかけてお願いするということでこのような図をお示しさせていただいて、分

かりやすさの観点からこの図を使って説明させていただきたいと思っています。 

 一般消費者に対する情報提供ということで指針の第１項です。58ページ目の下部ですけ

れども、一般消費者に対する情報提供としまして指針の第１項は、全てのエネルギー供給

事業者に可能な範囲で一般消費者に対して項目１から５の情報を提供するよう努めること

を規定しているということにしています。なお、図１のＣ事業者のように発電だけをやっ

ているとか、ガス製造だけをやっているという方については今回の告示は対象外というこ

とになりますので、その点も記載させていただいてございます。 

 そして今回ガイドラインを整備することになるのですけれども、実際には59ページ目に

書いておりますとおり、既に上記の５項目に係る情報提供を行っている事業者は今後も継
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続的に取り組んでいただくとともに、一般消費者による一層の省エネの促進に向けて、こ

の内容を工夫していただくということが望ましい。また、これまでなかなかそういう取り

組みをしてこなかった方々については取り組みを検討・実施することが求められる。特に

３から５のところについてはなかなか具体例が思いつかないということがあれば、まずは

取りまとめに書いている内容を少し参照していただくことが望ましいと考えています。ま

た、そちらの３から５の内容についてはある程度情報が集まって、モニタリングを通じて

集まってくれば、国としてもこのガイドラインの中で整備していって類型化していくこと

を考えています。 

 イのところでは、情報提供の状況の公表というところでございますけれども、先ほどか

ら申し上げているとおり指針の第２項の中で一定の規模、先ほど申し上げた30万件をそれ

ぞれ供給契約としてされている方々については公表努力義務がかかりますということでご

ざいます。 

 60ページ目に移っていただきまして、一方でということで図１の先ほどのＢ事業者のよ

うに、こちらも先ほど説明させていただきましたけれども、30万件以下の方々について基

本的に公表努力義務はございません。他方で省エネ情報の提供をやっていただくこととい

うのは、我々はこの検討会の中で自主的にやっていくことをもっともっと増やしていきた

いということでありますので、そういう実施状況の公表に係る取り組みの対象範囲外とな

るのですけれども、実際に非対象事業者であってもそういう行動を、情報提供というのを

自主的に可能な範囲でやっていただくことが望ましいということでまとめさせていただい

てございます。 

 国への報告方法は、先ほどご説明差し上げましたとおり公表努力義務のかかっている人

は可能な限りやっていただきたい。公表努力義務のかかっていない人でも自主的にやって

いただきたい。報告方法は特定事業者、特定連鎖化事業者は定期報告に様式を整備します。

非特定事業者、非特定連鎖化事業者の方々については本ガイドラインの中に様式をお示し

しますので、それをもって国へ報告することが望ましいということで書かせていただいて

おります。 

 公表すべき内容と方法ということにつきましては後ろのほうに、実際68ページ目以降に

報告様式を設けておりまして、先ほどの第１表、第２表、第３表というところで公表努力

義務がかかっている方、かかっていない方々、全ての事業者に対してこのような報告様式

を、同一の様式を使うことによって情報提供していただきたいと思っておりますし、その
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報告内容というところについては、実際に国としてもモニタリングをさせていただく共通

のフォーマットとさせていただきたいと思ってございます。 

 61ページ目でございますが、報告内容の取り扱いも再三になりますけれども、エネルギ

ー小売事業者が一般消費者に対する省エネ情報を提供した場合には共同省エネルギー事業

の一類型として、省エネ法の評価の中で適切に扱っていきたいと思っております。これは

基本的には定期報告を行っている事業者に対してのかなりインセンティブになる部分だと

思いますけれども、それに対して非特定事業者の方々、もしくは公表努力義務のかかって

いない方々についてはなかなか取り組みが進まないところもあるかと思いますので、実際

には62ページ、63ページ目に書いているとおり、それを国に報告していただければホーム

ページ等ご紹介いたしますということで、62ページ、63ページにまとめさせていただいて

ございます。 

 63ページ目からの留意事項、先ほどご紹介させていただきましたけれども、一般消費者

からの信頼の獲得や64ページ目以降で一般消費者の理解向上に向けた工夫、情報提供を行

う媒体、長期的または社会全体の利益に関する情報の提供、第三者による情報提供という

ところの指定というのも、しっかりと備えた上で情報提供というものを行ってくださいと

いうことで、お伝えをさせていただきたいと考えてございます。 

 64ページ目の下部、２番、エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービスというと

ころにつきましては、今後省エネ製品・サービスの普及や市場を今後私たちが育てていっ

て電気料金に加えて、さらに省エネ製品・サービスの市場というのを育てていきたいと思

っていますので、ここにしっかりとビジネスチャンスを見出していただくためには、しっ

かりとベストプラクティスのようなものを普及させていただいて、そういった環境整備と

いうのを国としても行う必要があるということで認識をしてございます。 

 事業者の方々には、実際には65ページに書いているとおり製品・サービスの提供や料金

メニューの提供というのをやっていただいたり、省エネがもたらす効果というのを適切に

算定していただいたり、表示していただいたりとか今後考えられると思いますけれども、

こういったものをしっかりと国としても一緒に制度設計の中で考えさせていただきたいと

考えてございます。 

 料金メニューの充実や省エネ製品・サービスの充実、情報セキュリティー及び個人情報

への配慮というのは先ほどもご紹介させていただきましたけれども、そういった観点もし

っかりと踏まえた上で制度設計が必要だと思いますし、省エネ製品・サービスの提供に当
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たってこういう視点をもっていただきたいなと考えてございます。 

 次の電気需要平準化の取り組みに資する措置というところでは、こちらも先ほどの２番

のところでご説明を差し上げましたとおり、電気需要平準化の取り組みというのは実際に

時間帯別料金というのが中心で行われてきておりますけれども、ディマンドリスポンス、

クールシェアのような取り組みというのが出てきておりますし、上げＤＲのような取り組

みというのも出てきておりますので、そういった取り組みというのも少し含めて広い概念

としてしっかりと検討していく必要があるのではないかということで、最後、67ページ目

にポイント付与やディマンドリスポンスと組み合わせた電気需要平準化の取り組みも検討

することが望ましいという括りにさせていただいてございます。 

 その後ろについては、先ほど申し上げた電気事業者の方々、都市ガス事業者の方々、Ｌ

Ｐガス事業者の方々向けの報告様式というのをそれぞれつけさせていただいておりまして、

77ページまでは定期報告に具体的に掲載する様式というのをエネルギー種別で記載させて

いただいております。 

 78ページ目については、これは定期報告書では報告ができない非特定事業者、非特定連

鎖化事業者の方々向けに自主報告でやっていただく報告様式というのを全く同じ内容で整

理をさせていただきました。これを提出いただければ、先ほどのホームページ等にも掲載

させていただくことも検討していきたいと思っています。 

 最後、85ページ目でございますけれども、総括と今後についてということでございます。

本検討会では、エネルギー小売事業者をはじめとしたエネルギー供給事業者を通じた省エ

ネの促進に向けて省エネ法関係法制の見直しを行って、また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というのを策定させていた

だくことにし、今回案をお示しさせていただきました。それを踏まえて先ほどの閾値の話

や関係法制の見直し等、このガイドラインの策定というのを通じてエネルギーミックスの

見通しの達成というものに向けて、しっかりとエネルギー小売の自由化の状況や、海外に

おける取り組みのようなものも勉強させていただきましたので、そういったものを踏まえ

て今後需要家による省エネというのを引き続き深掘りしていきたいなと思っています。ま

た、省エネ製品・サービスのところについてはまだまだ議論が残されているところもあり

ますので、こういったものも引き続き調査・検討させていただいて、ガイドラインという

のをさらに充実したものにしていくことで、まずは初版としてこういったものを出させて

いただきたいと考えているということで、取りまとめの括りとさせていただいております。 
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 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。 

 これについて質問、ご意見ございますでしょうか。田辺先生お願いします。 

○田辺委員   

質問で、先ほど公表するとおっしゃったときにガイドラインの部分のみを公表するので

すか。それとも取りまとめとして公表されるのでしょうか。もしガイドラインだけを公表

すると先ほどの取りまとめの中にある事例が出てこなくなって、具体例を書くのが難しい

ような気もするので、そのあたりはどうされるのかというのを教えてください。もう１つ、

平成28年４月に改訂された電力の小売営業に関する指針というのがありますが、一方で消

費者に正しい情報提供をする、もう一方で価格ということを言っていますが、これとの関

係を整理しておいたほうがいいような気がしますし、そういうものがあるということを載

せてもいいのかなという気もします。国との関係でもしお考えがあったら教えてください。 

○吉川課長補佐   

ありがとうございます。何を公表するかというところにつきましては、今回、本検討会

の取りまとめとして今年度末を目途にこの取り組みをさせていただきましたというのを、

この取りまとめ自体をガイドライン含めた形で公表をさせていただきます。今後田辺先生

にも委員を務めていただいております省エネルギー小委員会等に報告をさせていただきま

して、正式にガイドラインという形で対外的にお示しをしていくということになるかと思

いますので、今回は、まずはこの検討会としての取りまとめをしましたというところまで

でいきますと、取りまとめ（案）の案がとれたものを公表していくということになります。 

 電力小売の営業に関する指針のお話は、私の説明も足りなかったのかもしれませんけれ

ども、電気事業法に基づいて整理をされている指針ということで、電力・ガス取引監視等

委員会から出されているものでありますので、昨年度そういった議論も先生からご指摘い

ただいてどう整理するのかというところで、向こうは電気事業法に基づく指針である。こ

ちらは省エネ法に基づく省エネに特化した形での情報提供や省エネ製品・サービスのよう

なものを整理していくものという形で整理をさせていただいております。他方で少しバッ

ティングする部分はおっしゃるとおりあると思っていまして、例えば齟齬を来すようなこ

とがあれば、それは絶対にあり得てはいけないので、他部署としっかりと連携させていた

だくことが必要だと思っています。この公表に当たっては他部署としっかり調整を経た上
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でさせていただきたいと思いますので、もしバッティングする部分があった場合には、そ

こについては事前調整において内部で調整させていただくことになります。 

○村越座長   

杉浦先生お願いします。 

○杉浦委員   

全体的なトーンとして30万件を境に、そこから公表の努力義務があるとか、そこから先

はないとか、そういう感じでやらなくてはならないという感じがします。では、何でそこ

で30万件なのか。それよりも少ないところはやらなくていいとか、そのように捉えられて

されてしまうかもしれない。なぜ30万件なのかというところを、きちんとそれぞれの事業

者の方々が納得できるような形でガイドラインに示していただくということと、30万件な

くても省エネを進めていくことが必要だということも、きちんと伝えていかないといけな

いのではないかと思いました。 

 これまでの話を伺っていますとたくさん契約件数をもっているところはノウハウもある

し、企業の体力もあるわけですけれども、中小の事業者は実際情報提供をやろうとしても

そういうノウハウがなかったり、負担になったりということがあってガイドラインを示さ

れてもどうやったらいいかわからない、何をどうしたらいいのかという状況になるのでは

ないでしょうか。例えばチラシを配るツールのようなものですね。そういうものが自分た

ちのところだけではつくれないとか、そういったことがある中で30万件よりもっと小さい

規模のところでも省エネの取り組みをしていることをアピールできるようなサポートを、

国が提供することも必要ではないでしょうか。国ができない、あるいはやらないのだった

ら比較サイトさんとか、そういうところで情報を提供し出すとか、やろうとしているとこ

ろをサポートするとか、あるいはもっと義務でなくて、そういう省エネを売りにする。も

ちろん企業ですから儲けなければいけないのですけれども、少なく売ることでお客さんを

獲得しようとする、少なく使ってもらう。それこそが省エネの本質的なところではないか

と思うのです。たくさん使う人は得になりますという新規参入などもあるわけですけれど

も、省エネということの本質は少なく使うということですから、新しく入ってきて省エネ

を売りにしていっているようなところもノウハウを得られるような、そういうことを用意

した上で30万件で更に対象を絞っていく。広げていくということであれば、今後検討する

とすればそういうサポート体制をつくるということも必要ではないかということを、今回

ガイドラインというか、本日のご説明や議論全体を通じて感じましたので、その点を申し
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上げておきたいと思いました。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 本日は最後となりますので、まだご発言をいただいていない委員の先生方がいらっしゃ

いますので、右からいきましょうか。 

○櫻野オブザーバー   

前回欠席させていただいたのですが、我々は比較サイトを運営していまして、基本的に

まずユーザーがどういう情報を求めているかというのを常に考えて情報を発信しています。

今回色々と、こういう省エネに関する情報を各エネルギー供給事業者が発信したときに、

それをどこまでユーザーが求めているかというところは正直疑問をもっています。そこを

いかに有効なものだと、重要なものだというのを伝えていくのが我々比較サイトの役割と

考えています。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 柏谷さん、お願いします。 

○柏谷オブザーバー   

日本瓦斯、柏谷です。 

 今回このガイドラインのお話を伺っていて、１つは、今色々な方のご意見でもあるので

すけれども、省エネに関するルールを遵守していることを報告しなければいけないという

トーンを強く感じました。消費者にとっても、エネルギーの小売事業者にとっても省エネ

に関する取り組みを積極的に発信したり、理解することはメリットがある。例えばエネル

ギーの小売事業者というのは当然経済性でいうとエネルギーをより多く使っていただいて、

より多く供給できれば経済合理性は大きくなるというのが今までの考えだったのですけれ

ども、そうではなくて消費者の、例えばライフスタイルとか、消費者にとってメリットの

あるエネルギーの使い方を提供することで、そこに消費者が付加価値を感じてくださって

エネルギーの小売事業者を選択するきっかけになるような、そういう動きがあるとエネル

ギーの小売事業者も消費者ももっと省エネに関心をもって、それがインセンティブになっ

て新しい技術を含めてイノベーションとか、新しい商機が出てくるのではないかと思いま
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すので、今回これは第一歩としてこの先にもう少し消費者目線と、あと小売事業者目線で

どういったところにインセンティブなり、モチベーションが上がるような取り組みができ

るかというところを、ぜひ議論していただければと思います。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 では、内倉さんお願いします。 

○内倉オブザーバー   

全国ＬＰガス協会の内倉です。 

 皆さんもずっとおっしゃっているのですが、とにかく消費者の方が色々な角度でこうい

う省エネをしたほうが自らも得だとか、そういったものが得られるような体制をつくって

いただければと思います。また30万件だ云々という論議をしてもらったのですが、今後こ

れは定期的にこの評価といったものをどこか国のほうで示していただければ、それによっ

てまた色々な対策を講じていければと、そういうものを考え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。 

 飛んで佐藤さんお願いします。 

○佐藤（秀）オブザーバー   

電気事業連合会の佐藤です。 

 １つ目は、今回色々な委員の方のご発言やプレゼンを聞きまして、非常に参考になった

と思っています。事業者にとってはお客様に選んでいただくということが最大のインセン

ティブだと思いますし、今回こういった省エネに関して、それは１つのツールだと思いま

す。その中でテーマにあった情報提供。これは公表努力義務という形になっていますけれ

ども、積極的にやることでさらに事業者にとってはメリットになっていく、評価されると

いう流れが１つできれば非常にいいことだと思いました。 

 最後に１点だけ、前回規模の話も含め、それから例のモニタリングの第３表のところで

意見を色々言わせていただきました。ご配慮いただきまして本当にありがとうございまし

た。１点だけ、記載ぶりはやや緩くなったという思いはしてございます。なかなか、やは

りまだ分かりにくさというのが残っているのかなと思っています。先ほど委員のご発言も

あったとおり、このラインを幅広にある程度書かせていただくとか、そういったことも少
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しご相談させていただくことがよろしいのかと思います。そういった意味で非常に前向き

に捉えて書いていくということを、なるべくやる必要があると思いますので、場合によっ

てはよくコミュニケーションをとらせていただいたほうがよろしいかと思いました。最後

に一言だけご要望ということで、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

○佐藤（美）オブザーバー   

東急パワーサプライの佐藤です。 

 今回の小売事業者の省エネガイドラインの検討会に参加させていただいて、非常に私ど

も勉強になる点がありました。特に一般電気事業者さん、例えば北陸電力さん等の取り組

み等については、やはり日々の事業を立ち上げるというところで手いっぱいなところもあ

りますので、ここをきれいにまとめていただくことで、こういう新しい視点があるのだと

いうのを得ることが度々ございました。できればこのような情報発信というのは、引き続

きお願いできると非常に助かります。 

 また、私どもは企業のスローガンとして「新しい生活体験を、エネルギーとともに。」

というように定義しておりまして、その新しい生活体験の１つとしてエネルギーの供給だ

けではない省エネ生活的な切り口もあるだろうと思っておりますので、省エネ生活という

と消費者の方には自分ごととして嬉しさが伝わらないところもございますので、どういう

メッセージングがいいのかというところは引き続きお客様とコミュニケーションをしなが

らつくり上げていく話になると思いますし、お客様にこのコンセプトや考えというのが伝

わっていくには、多分１年、２年ではなく10年単位の時間がかかっていくとは思うのです

けれども、一歩一歩、１つずつやっていきたいと思っておりますので、また引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○村越座長   

ありがとうございました。 

 今いただいたご意見に対して、また事務局のほうから色々解説をしていただくという手

もあるのですが、今伺っていまして、今回の案件に関しましては最初の検討会の取りまと

め（案）と、それから最後のガイドラインに関しまして、概ね皆さんのご了解が得られた
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のではないかと思っております。ただ、先ほど電気事業連合会の佐藤さんからのご指摘が

ありました、特に表３の書きぶりのような話があるということと、もう１つは30万件と言

っているのだけれども、実際に努力義務は全体にかかっているのだということはこの中に

書いてはあるのですけれども、この書きぶりでしっかり伝わるのかどうかというところは

現実には非常に難しくて、事業者の方々、皆さん現実的な判断をより優先させるというこ

ともありますので、なかなかうまく修正できるかどうかは余り私も自信がございませんけ

れども、一度そこは書きぶりを多少工夫できるところがあれば工夫したいと思います。 

 あとは大体皆さん、このような活動が、あるいは取り組みがさらに積極的になっていっ

て、非常に普及してくれば省エネも進むし、ビジネスチャンスも広がってくるというよう

なお考えであろうと思いますので、概ね了解をいただいたということと、それから１、２

点持ち帰りのところがございましたけれども、これにつきましては事務局のほうで持ち帰

って、もう最終的には座長一任ということをいただければ私と事務局のほうで話をしなが

ら最終案を決めたいと思いますが、いかがでございましょう。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、２年間にわたって皆さんに様々ご意見をいただき取りまとめをしてきた今回

の省エネガイドライン検討会でございますけれども、本当にありがとうございました。た

だ、今回省エネ法という大きな枠の中でということもございまして、特に省エネの情報提

供という議論に収斂してしまったということと、それから冒頭、吉田課長が、成果を出す

と具体的な省エネに繋がるのかというところが本当は一番大事なのだというお言葉もいた

だきましたので、やはり情報提供が今回のメインで、それから省エネ製品・サービスとい

うところはガイドラインの中では、そんなに丁寧なガイドラインになっているとも思えな

いところでございます。 

 ただ、これにつきましては今後の課題ということで、できればＤＳＭをしっかりとした

広範囲に広げていくための方策ということを考えていくべきであろうと思っています。Ｄ

ＳＭという言葉が日本の中ではなかなか理解に温度差があるようでございまして、やはり

欧米の事業を知っていらっしゃる方々、いかに広く色々なものがＤＳＭとして取り上げら

れているかというようなことはご案内だろうと思うのですけれども、国内で議論をしてい

るとなかなかそこの理解は温度差があったりするものですから、かなり幅広い意味で捉え

られています。ＤＳＭというのはもともとエネルギー供給事業者が提供するサービスであ
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って、単に情報サービス提供だけではなくて、自主的なインセンティブをいかに与えてい

くかというようなことも含めてやっていくと。ただ、それは料金だけではなくて、その中

でエネルギー供給事業者の収支がしっかり合うように実質継続が可能なような、そういう

ファイナンスの仕組みも一緒に考えていくと。その中に制度が位置づけられるというよう

な仕組みだろうと思いますので、そういうものに向けて今後ガイドラインがより充実して

いけばと思いますので、また来年、再来年、また自由化の進捗状況なども見ながら、この

辺は積極的に取り組んでいただければと思います。どうも皆さん、ありがとうございまし

た。 

 最後、お返しします。吉川さんお願いします。 

○吉川課長補佐   

皆様、２年間にわたりまして本当にありがとうございました。本当に八十数ページの取

りまとめをさせていただいたのは、皆様に有意義な議論を時間をかけてやっていただいた

おかげだと思っておりますし、これをただ紙爆弾にしないために皆様に周知活動を含めて、

業界団体の皆様にご協力いただきながら進めていければと思っていますし、比較サイトの

皆様に先ほどご発言いただきましたけれども、情報提供の活用というのを促していくため

には第三者の活動というのが非常に重要だと思いますので、本当に皆様とオールジャパン

で省エネの取り組みを進めていければと思っておりますので、皆様引き続きよろしくお願

い申し上げます。 

 今後の進め方、私のほうからご説明させていただきます。先ほど田辺先生からのご質問

にお答えしてしまって、ほとんど申し上げたつもりではあるのですが、本日ご議論させて

いただきました本検討会の取りまとめにつきましては村越座長とご相談の上、最後年度末

にこの取りまとめを公表させていただきたいと思っております。またガイドラインの案に

つきましては、こちらも省エネルギー小委員会で、省エネルギー政策の決定の場にご報告

を差し上げて、そちらをもってしっかりと事業者の皆様に周知をしていくという手続をと

りたいと思っておりますので、その点、皆様にご了承いただければと思っております。小

委員会の開催時期は未定でございますが、来年度早々には開催を予定しておりますので、

その場でご報告を事務局のほうでしっかりさせていただきたいと思っております。 

 また、本検討会につきましては今年度、情報提供がかなり主になってしまったところで、

少し私どもも準備がまだ至らないところもありましたけれども、情報提供に関する部分も

そうですし、省エネ製品・サービスのあり方というところについてもまだまだ議論ができ
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ておらず、本当にまだ議論は始まったばかりだと認識しておりますので、残された課題に

つきましては来年度以降に引き続き、検討をさせていただきまして、今後も皆様にご指導

いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

○羽島（みずほ情報総研） 

それでは、定刻を少々過ぎてしまいましたけれども、これにて今年度の検討会を終了さ

せていただきます。皆様、本当にありがとうございました。 

 

                                 ――了――  

 


