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趣旨・結論 

電力システム改革の目的・方針である 
事業者間の創意工夫・競争による国民便益の向上のためには、 

消費者が事業者を選択する環境確保が不可欠である。 
この一材料として小売事業者の「表示」は大変重要である。 
供給側視点ではなく、消費者側の視点で制度を考えるべき。 

小売電気事業者の「発電構成」表示義務のイメージ 
  
A．電源構成（数値は仮のもの） 
再生可能エネルギー・・・10% 
FITによる再エネ・・・10% 
原子力・・・15% 
化石燃料・・・65%  
 
B．環境負荷 
CO2排出量（/kWh）、放射性廃棄物量（/kWh） 
 

再エネ

FIT再エネ

原子力

化石燃料
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電力小売に関する２つの「表示問題」 
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論点１．すべての小売事業者を対象とする「表示義務」 
    消費者保護の観点・・・小売事業者が「隠したい」情報を義務的に開示させる。 
 
 
 
    競争促進の観点・・・共通の比較基盤 
    政策目的の観点・・・省エネ促進、再エネ促進、脱原発・化石燃料 
 

消費者の知る権利の確保 消費者として知る責任 

論点２．FIT電源の環境価値表示の可否 
   FIT発電には再エネとしての環境価値が無い？・・・ 
   再エネ電力小売事業者が存立しうるか否か 
 

消費者として、手頃な
価格での再エネ電力
購入機会の喪失 

再エネとしてアピール
できない電力を 
納得ずくで購入 

表裏一体の関係 



消費者は現状の情報開示に満足していない 
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Q. いま、あなたの家庭に毎月届く請求書には、「電力会社を比較し選ぶ
ために、必要で十分な情報」が電力会社から示されていると思いますか？ 

東京電力管内のうち、静岡県を除く茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県の19 歳から79 歳の住民500 人を対象に実施。2014 年12 月11 日から12 日、グ
リーンピース・ジャパンが楽天リサーチ株式会社に委託して実施。 

調査結果詳細：http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20141218_research.pdf 

消費者の満足度向上のため、電力会社の 
情報開示はそもそもどうあるべきなのか？ 



消費者による電力選択に必要となるもの 
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電力小売自由化後、消費者が正しく選択するには、 
 
 
 
 
 
十分な情報開示が必要 

小売事業者が売っているものが何であるか 
（＝消費者が買っているものが何であるか） 

その費用には何が含まれているのか 
（何の対価を支払っているのか） 

一定の規制、適切なガイドラインが必要 
（何を・どのように売るか） 

（何を・どのように情報開示するか） 

野放し的な自由化ではなく・・・ 



エネ庁の観点、我々の要望 
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登録申請の拒否要件 

小売供給の業務の方法や、小売供給に係る料
金その他の供給条件について、需要家からの
問い合わせや苦情に対応できる体制が整備さ
れる見込みがない等、電気の使用者の利益の
保護のために適切でないと認められる者 

契約時の需要家への説明・ 
書面交付義務 

改正電事法 第2条の13第1項 
「当該小売供給に係る料金その他の条件」 
（具体的事項については12ページ） 

エネ庁案のように、小売事業者登録時に一定の基準を満たすこと、小売契約締結時
に一定の説明・情報開示を行うことは当然必要であるが、我々としてはこれは不十
分であると考える。 
 

【要望】 
定期的・直接手に取れる 

請求書等 に於いて 「表示」 
という形態を取ること
が重要である。 

小売供給契約締結段階 

小売事業者の登録段階 

⇒ これを全ての小売事業者に義務付ける。 



消費者と小売電気事業者の接点 
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電力は、パンや牛乳のように手に取って選択・購入する商品ではなく、日々その中身を 
意識しながら購入する商品ではなかった。 
また消費者と小売電気事業者の直接の接点は、 
 
 
 
 
などの機会に限られる。 
（食品のように、食べる・消費する瞬間に小売事業者のことを想起することが無い） 
 
エネ庁は主に、契約締結段階における説明義務を重視しているが、以下のような問題が 
考えられる。 
 
 
 
 
小売事業者webサイト・CSR報告書等において情報開示するとしても、これをわざわざ見
に行く消費者は少ない。（ネット環境の無い消費者も多く存在する） 
 
エネルギー・電力のことを他人事とせず、責任ある消費者として購入するためには、消費
者に対する「見える化・見せる化」が必要である。 
よって、多くの消費者が「毎月」、否が応でも手に取る（わざわざ行動せずとも苦労なく手に
することができる）、請求書・領収書に於いて、「表示」という形態を取ることが重要である。 

①契約前に目にする宣伝広告等 
②契約時の契約書 
③毎月の請求書・領収書 

・一旦契約締結すると、多くの消費者は②契約書内容の細部は忘れてしまうことが多い。 
・電源構成等は、長期的には変化する（契約時点と異なるものとなる）可能性が高い。 
 （食品で例えると、最初に契約したものとどんどん異なる成分となる・・・） 



消費者保護の観点 
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小売事業者は自社にとって不利な情報を隠そうとするインセンティブ、自社にとって
有利な情報だけをアピールするインセンティブがある。 
「ネガティブ」情報は、義務化しない限り表に出てこない。 
 
消費者は商品の長所だけでなく、短所も知ったうえで、総合的な比較検討を行うこと
により、「満足感」「納得感」を得ることができる。 
 
また一般的に、長所・良い情報よりも、短所・不満のほうが素早く、広く拡散する。 
自由化後、消費者が一旦小売事業者を乗り換えた（スイッチングした）後、事前に知
らなかった短所により不満を感じた場合、当事者である小売事業者に対する不信感
だけでなく、制度改革・自由化そのものへの不満・不信感となるおそれがある。 
 
一般の商品と異なり、電力は一定程度、スイッチングコスト（切替機会費用）が高い
ため、この不満が顕在化しやすい。 
 
全小売電気事業者への電源構成表示義務は、 
 
再エネ等の                    とともに、 
 
原発・石炭等の                  を等しく消費者に伝えることに役立つ。 

「ポジティブ」情報 

「ネガティブ」情報 



競争促進の観点 
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小売事業者間の健全な競争を促進するため、消費者利益・社会的利益を増進
するためには、「現実的・実質的」に、消費者が商品を比較し選択できる環境が
必要である。 
 
請求書・領収書のように、「毎月」手元に届くものであれば、消費者は毎月、自分
が購入している商品を自覚し、他事業者の商品への切り替え（スイッチング）を
意識する機会を得る。 
 
消費者が手間なく（時間コスト・金銭コストが掛からず）、容易に、小売事業者・
商品を比較するためには、共通の比較基盤が必要である。 
 
従来、電気事業者は事前規制により一定の水準を確保することが担保されてい
たが、自由化とは、消費者による小売事業者の淘汰、新規参入の促進を果たす
制度改革である。 
 
消費者は、与えられるまで自分が欲する（必要とする）情報がどのようなもので
あるのかを事前に知覚していないことが多い。特に電力のように、小売自由化
により初めて商品選択に迫られる場合はなおさらである。 
情報が不十分であると、制度改革が意図する競争が十分に進まない・消費者利
益が損なわれるおそれがある。 

真に消費者ニーズを顕在化させることが、健全な競争を促進する鍵である。 



政策目的の観点 
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後述するドイツの例のように、一つの制度が特定の政策目的を実現する補助的
手段となりうる。（情報的手段） 
ドイツのエネルギー事業法による表示義務は、省エネ促進、再エネ促進、脱原
発・脱化石燃料の政策方向に合致したものである。 
 
ただしこれらは意図的な誘導・操作とまでは言えず、潜在していた「真の消費者
ニーズ」を顕在化させただけ、とも言える。 
消費者ニーズの発掘・顕在化は、事業者および政府の役割である。 
 
単純な放任的自由化のもとでは、特定の発電方法に有利・不利を与えうる表示
義務は、余計な負担と見られがちであるが、表示義務は消費者および長期的社
会便益を増進するものである。 
仮に情報開示・表示により発電方法の有利不利（消費者による選好・支持）が変
わるならば、それは単に消費者が必要な情報を得ていなかった（目をつぶらされ
ていた）だけ、と言える。 
 
低コストな政策として、積極的に情報的手段を活用すべきである。 



ドイツ 電力料金メニュー・請求書についての法規制 
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① 料金メニューの提供義務（40条） 
 「販売事業者は、技術的、経済的に可能な限り、
省エネ又は消費コントロールに資する料金メニュー
を提供しなければならない。とりわけ、電力負荷量
に応じた又は時間帯別の料金メニューを。」 

② 請求書における明示義務（40条、42条） 
・前年比消費量 
・同類の消費者の平均との比較（グラフで） 
・電源構成（グラフで）（国平均との比較も） 
・環境負荷（ＣＯ２排出量、放射性廃棄物量） 

エネルギー事業法（EnWG） 
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ドイツ 消費者への情報提供・表示義務 

エネルギー事業法第42条：消費者への料金請求時に、電力供給に関す
る以下の情報提供を義務付けている。 

・発電種類の内訳（原子力、石炭、天然ガス、  
  その他化石燃料、再エネ） 
・環境影響（CO2、放射性廃棄物排出量） 

出典：prioenergie 

原子力 

再エネ 
再エネ 

化石燃料 

CO2 

放射性 
廃棄物 

全国平均 Priostrom社 



小売電気事業者による説明の義務 （資源エネルギー庁案） 
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①小売電気事業者等の名称 
②小売電気事業者等の住所・連絡先（電話及び郵便等による受付窓口や問い合わせに 
  応ずる時間帯を含む。） 
③契約電力（kW）、契約電流及び供給電圧 
④供給開始日、契約期間、料金及びその支払方法 
⑤小売供給を受けようとする者が負担すべき費用（例：電気計器等の用品及び配線工事等 
  の工事に係る費用等）がある場合には、その負担方法及び算定方法  
⑥④及び⑤の費用について、減免措置等の特例がある場合にはその特例適用期間や 
  条件等 
⑦託送供給に関する事項（託送供給に必要な工事のための送配電事業者による需要家の 
  敷地内への立ち入り等） 
⑧使用電力量の計量方法（検針日含む。）、料金調定の方法 
⑨小売供給契約の申込み方法及び契約の成立に関する事項 
⑩契約の延長に係る手続き方法 
⑪需要家からの申出による契約の変更・解除に係る手続き方法等（ペナルティ等需要家に 
  不利益が生ずる場合にはその内容を含む。以下⑫についても同じ。） 
⑫小売電気事業者等からの申出による契約の変更・解除に係る手続き方法等 
⑬電源の種類を商品特性として電気を販売する場合には、当該電源の種類（注） 
 （注）固定価格買取制度における交付金の交付を受けている場合の取扱い等の 
   詳細については後述。 
⑭①から⑬までのほか小売電気事業者等又は需要家の責任に関する事項があるときは 
  その内容 出典：第8回制度設計WG資料5-1 



料金の費用内訳表示義務（案） 

13 

下記グラフのように、電気料金は様々な費用で構成されている。 
今までは、消費者はその内訳を明示的に知らされておらず、通常の請求書で目にするの
は燃料費調整や、FIT賦課金だけである。 
再エネ促進に係る費用である賦課金が明示的である（負担感・痛税感がある）のに対し
て、他の発電方法（原発等）に係る費用が隠蔽されているのは、公平と言えるのか？ 
 
料金自由化後、事業者の経営努力による発電費用や利益等を開示させることは適切では
ないが、規制料金であり続ける「託送料金」をすべての小売事業者に開示させることは有
用ではないか？（一般電気事業者と新電力間の競争公平性の担保） 

発電・小売費用、利益等 

託送料金 

電源開発促進税等 

FIT賦課金 

0

5

10

15

20

25

30

35

標準料金 電力会社A 

発電・小売費用、利益等 

託送料金 

電源開発促進税等 

FIT賦課金 



再エネ電力を付加価値として販売することの可否 
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エネ庁事務局案としての結論は、 

FIT制度による発電（電力）は、再エネという付加価値を 
説明すること・販売することは禁止。 

再エネという付加価値を説明し販売したい場合は、 
①FIT制度を利用しない 
②交付金（費用補填）を受けない 

再エネ電力を買うことは不可能ではないが、当面はかなり
「高価な」ものとなり、量も限られるのでは？・・・ 
（顧客が少ないと予想すれば、そもそも提供する小売事業者
が現れないかも） 

市民・消費者の立場で、あるべき制度を作っていくべき。 



FIT法における、電力とお金の流れ 
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再エネ電力 
発電事業者 
（家庭太陽光

含む） 

小売電気事
業者 消費者 

費用調整機関 

FITの固定価
格を支払い 

電気料金と賦
課金を支払い 

回収した賦 
課金を納付 

交付金を 
交付 

再エネ電気
を供給 

他の電気と併せて
再エネ電気を販売 

出典：買取制度運用WG資料をもとに改編 

FIT法では、消費者が支払う賦課金（全国一律1.58円/kWh）によって、再エネ発電
事業者に対して固定価格（全国一律。発電種ごとに異なる）が支払われている。 
交付金が交付されることにより、小売電気事業者は大きな費用負担無く、FIT電力
を買い取ることができる。 



再エネ電力を付加価値として販売することの可否（エネ庁資料抜粋） 
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ＦＩＴ制度を利用した場合、小売電気事業者は、通常調達に必要となる費用を超えた費用については、全ての需要
家が負担する賦課金を財源とした交付金という形で費用の補填を受けることができる。そのため、交付金という形
で費用の補填を受けて小売電気事業者が買い取り、販売する電気の電気価値を超えた付加価値については、そ
の小売電気事業者から調達した特定の需要家に帰属するのではなく、負担に応じて全ての需要家に帰属すると考
えることが適切ではないか。 そうだとすると、この場合において「再生可能エネルギーにより発電された電気」であ
ることを付加価値とした説明をし、販売することを認めるべきではないのではないか。 

■ 再エネ電気であることを付加価値とした説明をし、販売することが適切な場合 
－ＦＩＴ制度を利用しない場合（次頁（１）） 
－ＦＩＴ制度を利用する場合で、交付金という形での費用補填を受けていない場合（次頁（２）①） 
■ 再エネ電気であることを付加価値とした説明をし、販売することが適切でない場合 
－ＦＩＴ制度を利用する場合で、交付金という形で費用補填を受けている場合（次頁（２）②） 
（注１）ＦＩＴ制度は、交付金という形で費用の補填を受けた小売電気事業者が電気を販売する際に、再エネ由来電気で
あること等を付加価値として需要家に電気を販売することを想定した制度ではない。 
（注２）ＦＩＴ制度による再生可能エネルギーの導入拡大は、発電した電気の固定価格・期間での買取義務によって十分
図られることから、このような整理をしたとしても、再生可能エネルギーの導入拡大の障害とはならないのではないか。 

エネ庁事務局案としての結論 

適切ではない説明・販売の具体例（FIT制度に基づく交付金の補填を受けている電気について） 

○個別の料金メニュー（太陽光・再エネ由来電気・ＦＩＴ制度対象電気メニュー等）を設定し、説明・販売すること。 
○他の電気と区別せずに販売する場合であって、再生可能エネルギー比率の高い電気であることを謳った広告・宣
伝をし、電気を販売すること。 
（※）詳細については、今後ガイドライン等において、規定する予定。 

出典：第9回電力システム制度設計WG 



消費者は、グリーンな電力を買えるようになるのか？ 
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素朴に、再生可能エネルギー発電由来の電力を買える、という意味では
Yesと思われるが、 
グリーンな、環境価値のある、電力なのか？と尋ねるならば答えは？？ 

温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）、算定省令（特定排出者
の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令）により、
電気事業者の「調整後排出係数」の算出方法が定められている。 

FITによる再エネ発電は、消費者の賦課金により広く賄われて
おり、環境価値は、すでに消費者に分配されている（？） 
そのFIT電力を「環境に優しい」電力と言えるのか？ 

多くの一般消費者にとっては、ナンセンスな話ではあるが・・・ 
環境に優しいとは何か？、「本物」「偽装」、分かり易さ・納得性、表示の
義務・制約、現実性、社会的コスト、電気料金、など論点は幅広くあるよう
に思われる。 



「環境に優しい」、「環境価値」とは何か？ 
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制度設計WGにおいては、環境価値とは「CO2価値」のことを指している。 
「CO2価値」は、「CO2排出係数」というかたちで算出されてきた。 
 

温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）、算定省令（特定排出者
の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令）により、
電気事業者の「調整後排出係数」の算出方法が定められている。 

従来、「CO2排出係数」が直接影響するのは温対法の対象事業者（※１）のみであり、

家庭・個人には関係しない。（※１：エネルギー使用量が原油換算1500kl以上の者等） 
 
仮に間接的に小売事業者を通じて関係するとしても、家庭・個人にとって環境価値とは
CO2価値だけなのか？ 
放射性廃棄物を排出しないこと、NOx・SOxなどの有害物質を排出しない、地域生態
系への影響が小さい、など様々な環境価値があるのではないか？ 
 
仮に「環境価値とは何か？」が定義できたとしても、それは一般消費者が本当に知りた
いことなのか？ 
（「環境価値」論に深入りすることが目的ではない） 
 
 
（ここでは「社会的価値」など、環境価値以外の価値については割愛する） 



公平共通な競争基盤 
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仮にFIT電源の環境付加価値訴求を禁じたとしても、多くの民間企業はそれをかいくぐ
る「知恵」を発揮してくるものと思われる。 
間接的に「好ましい」イメージを湧かせるような、間接的な付加価値訴求を行う試み（い
わゆるイメージ広告）は多数現れるものと思われる。 
 
が、このような「表現の巧拙」（かいくぐりかたの巧拙）による競争は、必ずしも消費者利
益をもたらすものとは言えず、逆に消費者に混乱を招くこと、ひいては再エネ電力小売
に対して不信感を招く事態となりかねない。 
 
ならばこそ、すべての小売事業者に義務的に、FIT再エネ電源を含む全電源の情報を
事実として開示させることが、公平共通な競争基盤を与えることになると考える。 

ゆえに、 
【論点１．すべての小売事業者を対象とする「表示義務」】 
こそが、最も重要と考える。 



小売事業者から消費者への説明・情報開示タイミング 
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契約時 

契約条件 
小売の料金 

その他の供給条件 

通常、最初の1回のみ 

請求時 

通常、毎月（月1回） 

使用量 
請求金額等 

電源構成 
CO2、放射性廃棄物排出量 

電源構成 
CO2、放射性廃棄物排出量 

節電に役立つ情報 
（電力消費量推移等） 

スペースに制約無し 
詳細、網羅的情報の記述
が可能。 

紙もしくはweb 紙もしくはweb 

随時、回数・頻度制限なし 

web 

スペースに制約無し 
詳細、網羅的情報の記述
が可能。 
アニメーション等、インタラク
ティブな情報提供が可能。 

スペースの制約大のため
情報量少ない。 
請求金額等の掲載必須情
報があるため、付随情報
のためのスペースはさらに
限られる。 

手元に届くものであるた
め、否応なく目にする。 
見るための手間が小さい。 

自分で積極的に見にいか
ないと読めない。 
ネット環境が必要となる。 

電源構成 
CO2、放射性廃棄物排出量 

節電に役立つ情報 
（電力消費量推移等） 

随時 

契約条件 
使用量 

請求金額等 

一度きりなので、徐々に意識
しなくなる。 
事業者側の事実も変化す
る。 

広告段階 

小売の料金 
一部の供給条件 
メリット的内容のみ 

随時 

電源構成 
CO2、放射性廃棄物排出量 

一定程度、スペースに制約
あり。 
 

あらゆるメディア 

メリットに偏った断片的情
報。 

表示 情報開示、消費者支援 契約内容 アピール 



電力小売表示問題 論点まとめ 
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説明・書面交付 表示 消費者への情報 
提供形態 

内容 従来通りのベー
シックなもの 

電源 
環境負荷 
料金内訳 

電源については 
該当事業者のみ 

全社か該当事業者
のみか 

全社 

義務か自主的か 
義務 

エネ庁案 当方要望 

回数・頻度 一度きり・ 
契約時のみ 毎月・継続的 



消費者サイド、小売サイドからの再エネ促進制度を 
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日本では、再生可能エネルギー（電力）を拡大するための政策・制度として、主に「固定価
格買取制度（FIT）」だけが着目されがちである。 

発電 小売 消費者 

再エネ拡大のためには、発電側の制度であるFITだけでなく、小売や消費者を対象とした
制度・政策が必要である。 

首尾一貫した再エネ普及拡大策 

消費者主導による再エネ拡大のためには、電力小売の表示義務など、一定期間の再エ
ネ優遇措置が必要ではないか。 
消費者の素朴な願い「再エネ電力を買いたい」「原発・石炭電力は買いたくない」と、現実
の購買行動が、無理なく一致する制度であるべきではないか。 



【補足】 FITと電力小売に関する複数の制度、論点 
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A. 関連法 
小売電気事業者の在り方、義務等に関しては改正電気事業法の中で議論されている。 
が、これ以外にも少なくとも 
・固定価格買取法（FIT）と、その関連省令 
   ⇒ 回避可能費用算定方法の議論 
・温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）とその省令 
   ⇒ 「CO2排出ゼロの電気料金メニュー」設定方法など 
が関係する。 
 
理論的な厳密性と正当性を求めるならば、これら他の法律・省令も改正が必要となる可
能性があり、大掛かりな取り組みとなる。 
（短期的に実現を目指すことと、中長期的な取り組みを峻別する） 
 
 
B. 実務的な詳細制度設計 
電源表示の内訳として、化石燃料の中でも「石炭」や「LNG」などの違いがある。将来的
にはこれらの明細も必要と考えるが、当面は極力シンプルな区分が望ましい。 
純粋な発電種以外に、「卸取引所」や「常時バックアップ」など、分かりにくい区分をどうす
るか、という問題は残るため。 
ほか、表示対象期間など制度詳細に関する論点は多々ありうるが、それは公開の場で決
定すべき（当面は極力シンプルに）と考える。 
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