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はじめに 

 

 平成 27 年７月に策定された長期エネルギー需給見通し（以下「エネルギーミックス」と

いう。）においては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善（GDP 当たりのエネルギー効

率を 35％程度改善）を実現し、平成 42 年度に対策前比で 5,030 万 kl（原油換算）程度の省

エネルギーを達成するという見通しが示された。 

 

エネルギーミックスにおける平成 42 年度の省エネ見通し 5,030 万 kl のうち、家庭部門で

は 1,160 万 kl の省エネを実現することとしており、家庭部門を含む需要家の省エネはエネ

ルギーミックス全体の達成を左右する重要な要素となっている。 

 

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

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

ても需要家が適切に省エネを推進できる環境整備が必要であり、エネルギー供給事業者（特

に需要家と直接的に接点を有するエネルギー小売事業者）が果たす役割は大きい。 

 

上記を踏まえ、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号。以

下「省エネ法」という。）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組の規範となるガイドラインの整備を中心と

して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。 

 

「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」は、同検討会における議論を元に策定し

たものであり、一般消費者の省エネ等に資する情報提供等の取組を検討・実施する際には、

「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」も併せて参照するこ

とが望ましい。 

 

（参考） 

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会 取りまとめ 
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1. 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 
1.1. 背景 

省エネ法では、エネルギー供給事業者に対して、一般消費者の省エネに資する情報提供に関

する努力義務を規定し、その具体的内容は「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う

者が講ずべき措置に関する指針（平成 18 年経済産業省告示第 235 号）。以下「指針」という。）」

において以下の通り示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 
第８章 雑則 
（一般消費者への情報の提供） 
第八十六条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は

賃貸の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を

行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につ

き協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に

係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、エネルギー

消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他

一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

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

成 18 年経済産業省告示第 235 号） 
１ 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者（以下「エネルギー供給事業

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

合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。 
(1)一般消費者の毎月のエネルギーの使用量の前年同月値に関する情報の提供 
(2)一般消費者の過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金に関する情報の

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

料金の削減額の目安等の提供 
(4)エネルギーの使用の合理化に資する機械器具につき、エネルギー消費性能、当該機械

器具の普及促進のための助成制度等に関する情報の提供 
(5)前各号に掲げるもののほか、契約又は住居形態別のエネルギー使用量の目安等、エネ

ルギー供給事業者の創意により実施する一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化

に資する情報の提供 
２ エネルギー供給事業者のうち、次のいずれかに該当するものは、一般消費者が行うエネル

ギーの使用の合理化に資する情報の提供の実施状況について、毎年、公表するように努め 
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1.2. 実施事項 

前項を踏まえ、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てい

る。指針が定める努力義務の対象範囲の概要は下図の通りとなっており、以下の説明と合わせて

参照し、取組の実施を検討することが望ましい。 

 

 
 

図 1 指針が定める努力義務の対象範囲の概要 

（出典：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回検討会資料） 

 

(ア) 一般消費者に対する情報提供 

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内で一般消費者に対して項目

（１）～（５）の情報を提供するよう努めることを規定している。 

なお、図 1 のＣ事業者のように、「発電のみ行う事業者」又は「ガス製造のみ行う事業者」は努力

義務の対象範囲外となる。 

  

なければならない。 

 （1）電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気

事業者であって、電気の小売供給契約の件数が 30 万件を超えるもの。 
 （2）ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第三項に規定するガス小売事業者

であって、ガスの小売供給契約の件数が 30 万件を超えるもの。  
（3）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（昭和四十二年法律第百四

十九号）第六条に規定する液化石油ガス販売事業者であって、液化石油ガスの販売契約

の件数が 30 万件を超えるもの。 
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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、今後も継続的に取り組むとともに、一

般消費者による一層の省エネの促進に向けて、情報提供の内容について工夫を加えていくことが

望ましい。また、これまでに情報提供を行っていない事業者は、取組を検討・実施することが求めら

れる。なお、項目（３）～（５）については「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」に記載の既存事例を参照することが望ましい。 

 

(イ) 一般消費者に対する情報提供の状況の公表 

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

ネルギーの使い方は大きく変化すると考えられる。これを踏まえ、自由化環境下において

も需要家が適切に省エネを推進できる環境整備が必要であり、特に需要家と直接的に接点

を有するエネルギー小売事業者が果たす役割は大きい。 

これを踏まえ、指針の第２項では、新規参入事業者や中小規模事業者にとって過度な負

担とならないよう配慮をしつつ、一定規模以上の事業者に情報提供の実施状況に係る公表

努力義務を課している。 

一定規模以上の事業者が省エネ情報の提供において新規参入事業者や中小規模事業者の

模範となることで、一般消費者の省エネに資する情報提供がエネルギー市場全体で活性化

していくことが望ましい。 

 

①対象事業者 

 以下を満たす事業者は、一般消費者に対する省エネ情報の提供の実施状況を公表するよ

う努めなければならない。 

 

・電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者であって、電気の小売供給契約

の件数が 30 万件を超える事業者 

＜エネルギー供給事業者が提供に努めるべき情報＞ 
(1)一般消費者の毎月のエネルギーの使用量の前年同月値に関する情報の提供 
(2)一般消費者の過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金に関する情報の 
提供 

(3)エネルギー消費機器の使用方法の工夫によるエネルギーの使用量の削減量及び使用 
料金の削減額の目安等の提供 

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

器具の普及促進のための助成制度等に関する情報の提供 
(5)前各号に掲げるもののほか、契約又は住居形態別のエネルギー使用量の目安等、エネ

ルギー供給事業者の創意により実施する一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化

に資する情報の提供 
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・ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者であって、ガスの小売供給契約の件数

が 30 万件を超える事業者 

・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第六条に規定する液化石油ガ

ス販売事業者であって、液化石油ガスの販売契約の件数が 30 万件を超える事業者 

  

一方で、図１のＢ事業者のように、エネルギー種別の小売契約件数が 30 万件以下の事

業者は、省エネ情報提供の実施状況の公表に係る努力義務の対象範囲外となる。 

 なお、エネルギー種別の小売契約件数が 30 万件以下で公表努力義務の非対象事業者で

あっても、一般消費者に対する省エネ情報提供の実施状況を自主的に可能な範囲で公表し

ていくことが望ましい。 

 また、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は、実態を踏まえな

がら必要に応じた見直しの検討が行われる。 

 

②国への報告方法 

 ①に記載した公表努力義務の対象事業者については、省エネ情報提供の実施状況に係る情報

提供の実施状況に係る国への報告を可能な限り行うことが望ましい。また、公表努力義務の非対

象事業者についても、自主的な報告を行うことが望ましい。 

なお、特定事業者1又は特定連鎖化事業者2については、省エネ法に基づく定期報告書に新た

に追加する報告様式（詳細は次項を参照。）により国へ報告を行うこと、非特定事業者又は非特定

連鎖化事業者については報告様式が存在しないため、「4.2 非特定事業者又は非特定連鎖化

事業者による自主報告に使用する様式」を使用して自主的に国へ報告することが望まし

い。 

なお、上記の措置だけでは報告が行われず、国として取組状況が十分に把握できない場

合には、補完的な措置としてアンケート調査を実施することとする。 

 

③公表すべき内容・方法 

 ②の通り、一般消費者に対する情報提供の実施状況について、省エネ法における特定事

業者又は特定連鎖化事業者が定期報告書において報告を行う場合には「4.1 特定事業者又は

特定連鎖化事業者による定期報告書での報告様式」に示す様式を用いて行う。 

                                                  
1 工場等を設置し、原油換算で年度当たり 1,500kl 以上のエネルギーを使用している事業

者。毎年度、エネルギー使用状況等を示す定期報告等が義務付けられている。 
2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の

販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業

を行っており、加盟店のエネルギーの使用の条件に関する事項が加盟店との約款等に含ま

れる事業者であって、その加盟店も含めて原油換算で年度当たり 1,500kl 以上のエネルギ

ーを使用している事業者。毎年度、エネルギー使用状況等を示す定期報告等が義務付けら

れている。 
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同様式の「（２）一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置

に関する指針に基づく情報提供の状況」は、小売電気事業、ガス小売事業、液化石油ガス

販売事業それぞれにおいて３表で構成されており、努力義務の対象事業者条件を満たす事

業は情報提供の実施状況に関する国への報告を可能な限り行うことが望ましい。 

一つ目の表（小売電気事業：第１表、ガス小売事業：第４表、液化石油ガス販売事業：

第７表）では指針５項目の提供状況（情報提供の有無）とともに、情報提供の内容・頻

度・手段について記載する。なお、情報提供の状況・頻度・手段については該当するもの

を選択し、「その他」を選択した場合には具体的な情報を括弧内に記入する。情報提供の

内容については自由記述とする。 

二つ目の表（小売電気事業：第２表、ガス小売事業：第５表、液化石油ガス販売事業：

第８表）は情報提供の実施状況に係る公表状況について報告を行う欄となっており、具体

的には、公表方法に関する情報（事業者のホームページ内に新設した公表用ページの URL 

等）を記載する。 

後に、三つ目の表（小売電気事業：第３表、ガス小売事業：第６表、液化石油ガス販

売事業：第９表）については、情報提供に係るエネルギーの使用の合理化の効果及び指標

の状況について報告を行う。なお、同表に記入する効果については、例えば、第１表の取

組（指針（１）～（５）に係る各種の情報提供）を行った世帯と行っていない世帯の比較

調査の結果に基づくもの等、一定程度の客観性があるものが望ましい。また、効果を記入

する際には、算定に当たっての前提条件や手法等を合わせて記載することとする。 

 一方、非特定事業者又は非特定連鎖化事業者が自主的に報告を行う場合には、「4.2 非

特定事業者又は非特定連鎖化事業者による自主報告に使用する様式」に示す様式を使用し

て、報告を行う。報告内容や記入方法は、定期報告書における様式と同一である。 

 

④定期報告書における報告内容の取り扱い 

 本項では、特定事業者又は特定連鎖化事業者であるエネルギー小売事業者によって、定

期報告書において「一般消費者に対する省エネ情報の提供」の取組が報告された場合の取

り扱いについて記載する。 

省エネ法第八十四条の二において、「事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の

連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう

適切な配慮をする」ことと規定されていることから、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の提供」の取組を報告した場合、事業者が他の者と共同でエネルギ

ー使用の合理化を検討し実行することを指す「共同省エネルギー事業」の一類型として、

省エネ評価の中で適切に勘案することとする。 

なお、共同省エネルギーの要件は「他の者のエネルギーの使用の合理化の推進に寄与す

ること」及び「我が国全体のエネルギーの使用の合理化に資すること」に該当することで

ある。  
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ただし、エネルギー消費原単位年平均１％以上低減が未達成であった場合の「一般消費

者に対する省エネ情報の提供」の勘案・評価方法については、エネルギー種別やエネルギ

ー市場における情報提供の実施状況を踏まえる必要があるため、今後の報告状況を踏まえ

て検討することとする。 

 

⑤情報提供に積極的に取り組む事業者の国による公表 

 資源エネルギー庁は、特定事業者又は特定連鎖化事業者による定期報告やそれ以外の事

業者による自主的な報告における報告内容を元にして、指針に沿って積極的な取組を進め

る事業者をホームページにおいて公表していく。さらに、民間ビジネスの領域における第

三者（料金比較サイト等）による本情報の活用も広く促し、今後一般消費者がエネルギー

小売事業者を選択する際の基準の一つとして活用が進むよう、周知活動にも取り組んでい

くこととする。 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 
第８章 雑則 
（この法律の施行に当たつての配慮） 
第八十四条の二 経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネル

ギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の

連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進する

よう適切な配慮をするものとする。 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則 
（定期の報告） 
第十八条の二 特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定

めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事

業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの

使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。  

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成 21 年経

済産業省告示第 66 号） 
Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 
 ・・・（前略） 
 また、事業者は、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために技術の提供、

助言、事業の連携等により、他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取

組を行うことについて検討すること。 
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そのため、全面自由化されたエネルギー小売市場における他社との差別化を図る観点か

ら、エネルギー小売事業者は、資源エネルギー庁のホームページにおいて自社の取組状況

が公表される機会を積極的に活用していくことが望ましい。 

 具体的な公表イメージは下図の通りである。 

 

 
図 2 資源エネルギー庁のホームページにおける公表イメージ 

（出典：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回検討会資料） 

 
1.3. 留意事項 

 一般消費者に対して情報提供を行う際には、下記の点に留意することが望ましい。 

・一般消費者からの信頼の獲得 

一般消費者は日々、大量の情報に接しており、省エネに関わる重要な情報を見過ごしてしまう可
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能性がある。そのため、省エネ情報が一般消費者に選択されるためには、情報提供の主体が一般

消費者からの信頼を獲得していることが重要である。 

 

・一般消費者の理解向上に向けた工夫 

一般消費者への省エネ情報の提供の際には、ただ単に情報を提示するだけでなく、一般消費者

の視点に立った情報の整理や、一般消費者のエネルギー情報等を分析した上で省エネ情報をフ

ィードバックすることなど、一般消費者の理解を深めるための工夫が必要である。その際、世代間

ギャップや情報格差によって理解の度合いが異なる場合もあることに留意する必要がある。 

 

・情報提供を行う媒体 

紙での情報提供から電子機器を活用した情報提供に移行することにより、一般消費者に対してより

詳細な省エネ情報の提供が可能となる一方で、その移行によって省エネ情報の取得が困難になる

一般消費者も存在する。そのような情報提供媒体の特性に留意した上で、特性に応じた省エネ情

報の提供を行うこと、また、提供される省エネ情報は、分かりやすさと内容の充実等のバランスを意

識したものにすることが必要である。 

 

・長期的又は社会全体の利益に関する情報の提供 

一般消費者に対して、短期的な利益だけではなく、長期的又は社会全体の利益についても考えて

もらえるような情報提供が行われることが望ましい。例えば、電気における電源構成や発電効率等

に関する情報提供のように、化石燃料や二酸化炭素の削減に資する情報提供は省エネの観点か

らも有効である。 

 

・第三者による情報提供 

比較サイト等の第三者の提供する情報が恣意性を持つなどして一般消費者を混乱させることがな

いように、省エネ情報の提供の中立性や客観性が担保されることを前提に、比較サイト等の一般消

費者と直接的に接点を持つ第三者による省エネ情報の提供について、一般消費者の省エネを進

める観点からはそれらの活用も重要である。 

 

2. エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービス 
2.1. 背景 

電力及びガス小売の全面自由化に伴い、エネルギー小売事業者が様々な製品・サービスの提

供を始めており、今後さらに多様化が進むことが期待される。 

省エネに効果がある製品・サービスの普及や市場の健全な発展には、エネルギー小売事業者

が省エネに訴求した営業行為を適切に行い、一般消費者が省エネ製品・サービスを選択する際の

参考となる情報（ベストプラクティスの事例等）を入手できる環境が整備されることが重要である。 
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2.2. 実施事項 

 一般消費者の省エネを促進していくため、以下について検討することが望ましい。 

 

・一般消費者の省エネ行動に繋がる料金メニュー、製品・サービスの提供 

・一般消費者のエネルギー情報の第三者への提供を通じた、新たな省エネ製品･サービスの提

供 

・提供する省エネ製品･サービスがもたらす省エネ効果の適切な算定、表示 

 

2.3. 留意事項 

エネルギー小売事業者が省エネ製品･サービスを検討・提供する際には、下記の点に留意

することが求められる。 

 

・料金メニューの充実 

幅広い一般消費者の省エネ行動に繋がる料金メニューが検討されるべきである。その際、エネル

ギー使用量の多い一般消費者だけではなく、使用量が少ない一般消費者にとっても魅力的な料

金メニューを充実させる必要がある。 

 

・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 

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のように、創意工夫により一般消費者に

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すべきである。 

 

・情報セキュリティー及び個人情報への配慮 

一般消費者のエネルギー情報を第三者に提供する場合には、情報セキュリティー及び個人情報

に関する課題に留意する必要がある。 

 

なお、国は、エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービスの提供状況について継続的に

情報収集を行い、その結果を元に今後省エネ製品・サービスのあり方や望ましい取組等に関する

情報を適宜、本ガイドラインに追加していくこととしている。 

今後、エネルギー小売事業者が省エネ製品・サービスを検討・提供する際には、それらの情報

を参考とすることが望ましい。 

 

3. 電気需要平準化の取組に資する措置 
3.1. 背景 

省エネ法では、電気事業者（小売電気事業者、一般送配電事業者及び特定送配電事業者のう

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

の実施に関して、計画の作成・公表の義務を規定している。 
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3.2. 実施事項 

前項を踏まえ、当該事業者は以下の３点に取り組むことが求められている。 

 

(ア) 小売事業における電気料金及びその他供給条件等の整備 

時間帯別料金等の電気料金メニューは電気需要平準化に一定の効果をもたらす可能性が

あると考えられ、その普及拡大が重要である。 

これに加え、一部の事業者によって電気料金メニュー以外にも電気需要平準化に効果が

期待される様々な取組（クールシェア、ディマンドリスポンス等）が既に進められてお

り、これらについてもその電気需要平準化に資する取組としての有効性を評価し、検討・

実施していくことが望ましい。 

 

(イ) 送配電事業における見える化機器の整備 

旧一般電気事業者は、高圧部門（工場等）については平成 28 年度末までに全数のスマ

ートメーター化を完了し、低圧部門についても東京電力管内では平成 32 年度末まで、日

本全体では平成 36 年度末までにスマートメーター化を図る計画となっている。 

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

いスマートメーターの設置を希望する一般消費者や、小売全面自由化後、小売事業者の切

替えを希望する一般消費者に対しては、スマートメーターへの交換を遅滞なく行うことを

表明している。 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 
（計画の作成及び公表） 
第八十一条の七 電気事業者（経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項にお

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

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

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

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

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

るものの取得及び当該電気を使用する者（当該電気を使用する者が指定する者を含

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

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

ければならない。これを変更したときも、同様とする。 
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消費者の電気需要平準化の取組に資する措置として、これらの確実な実施が求められる。 

 

(ウ) 送配電事業における情報提供環境の整備 

 資源エネルギー庁が公表している「系統情報の公表の考え方」を踏まえ、一般送配電事

業者は、自社のホームページにおいてエリア需給の予報や実績に関する情報を公表してい

る。 
今後も継続して行われることが望ましい。 

 

3.3. 留意事項 

電気事業者が電気需要平準化の取組に資する措置を検討、実施する際には、下記の点に留意

することが望ましい。 

 

・ピークシフト、ピークカットの手法として、時間帯別料金に加え、ポイント付与やディマンドリスポン

スと組み合わせた電気需要平準化の取組も検討することが望ましい。 
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4. 別紙 
4.1. 特定事業者又は特定連鎖化事業者による定期報告書での報告様式 

一般消費者に対する情報提供の実施状況に係る定期報告書による国への報告は、以下に

示す様式「共同省エネルギー事業の報告」を用いて行う。 
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4.2. 非特定事業者又は非特定連鎖化事業者による自主報告に使用する様式 

一般消費者に対する情報提供の実施状況について、非特定事業者又は非特定連鎖化事業者

が自主的に報告を行う場合は、以下に示す様式を使用する。 
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