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１．開会
２．日本生活協 同組合連 合会からの「家 庭用エネ ルギーの料金制度に 関わ る新たな政策制度研 究会
報告書」に関するヒ アリ ング
３．海外での電力小 売り に係る消費者取引に 関す るヒアリング
４．閉会

≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、定刻になりました ので 、会議のほうを始め させ ていただきたいと思 い

ます。
本日は皆様お忙し いと ころお集まりいただ き、 ありがとうございま す。 ただいまから「消費 者
委員会第14回公共料 金等 専門調査会」を開催 いた します。
公共料金等専門調 査会 につきましては、第 ４次 の委員会といたしま して は本日が初めての会 合
となっております。
構成員につきまし ては 、去る２月２日、そ れか ら、２月16日に、お 手元 に配付しております 資
料１のとおり、消費 者委員 会の河上委員長より 指名 をされております。座長に つきましては同日、
河上委員長から古城 誠専 門委員に務めていた だく よう指名されており ます 。どうぞよろしくお 願
いいたします。
なお、消費者委員 会か ら担当委員としまし て蟹 瀬委員、長田委員が オブ ザーバー参加をされ て
おります。
本日は所用により、山 内委員が若干遅れるとい うことで連絡をいた だい ております。
それでは、議事に 入り ます前に配付資料の 確認 をさせていただいて おり ます。
ただいまお配りさ せて いただいております 資料 につきまして、配付 資料 を議事次第の下部に 一
覧を記しております 。資 料１〜４、参考資料 とな っております。不足 の資 料がございましたら 事
務局へお申し出お願 いい たします。
なお、本日の会議 につ きましては公開で行 いま す。議事録につきま して は後日公開すること と
させていただいてお りま す。
それでは、古城座 長、 以後の議事進行をお 願い します。
○古城座長

おはよ うご ざいます。

公共料金等専門調 査会 の座長を務めること にな りました古城です。 どう ぞよろしくお願いい た
します。
第３次の公共料金 等専 門調査会では、平成26年 ４月の消費税率の引 き上 げに伴う公共料金等 の
改定についてや、NTT東西 プライスキャップ制 度の 基準料金システムの 見直 しについて審議を行 い、
意見を提出いたしま した 。また、電力の小売 料金 全面自由化に向け、 諸外 国の現状と課題につ い
て有識者ヒアリング を実 施いたしました。
今期は資料２にご ざい ます公共料金等専門 調査 会における「電力の 小売 料金全面自由化」に 関
する当面の課題に記 載さ れているとおり、４ 月に 電力の小売料金全面 自由 化が実施されます。 こ
れに関する議論を早 急に 深めていきたいと思 いま す。
また、中期的な課 題と して、各電力会社の 料金 値上げに関して、値 上げ 後のフォローアップ 。
平成29年４月に予定 され ている消費税率10％ への 引き上げに伴う各種 の公 共料金の改定への対 応
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などに引き続き取り 組む 必要があります。委 員各 位におかれましては 前期 同様、当専門調査会 の
円滑な運営、調査審 議に 御協力くださるよう お願 い申し上げます。
それから、座長代 理に つきましては、設置 運営 規程により座長が指 名す ることになっており ま
す。去る２月４日に井手 秀樹専門委員を指名 した ので、報告いたしま す。
それでは、専門調 査会 委員の皆様に自己紹 介を お願いしたいと思い ます 。
井手座長代理から 順に 自己紹介をお願いい たし ます。
○井手座長代理

慶 應大 学名誉教授の井手と 申し ます。よろしくお願 いい たします。

○古賀委員

NPO法人 コン シューマーネット・ ジャ パンの古賀と申しま す。

○白山委員

公認会 計士 の白山でございます 。よ ろしくお願いいたし ます 。

○陶山委員

北九州 市消 団連から参加させて いた だいております陶山 惠子 と申します。どうぞ よ

ろしくお願いいたし ます 。
○松村委員

東京大 学社 会科学研究所の松村 と申 します。よろしくお 願い いたします。

○矢野委員

東京消 費者 団体連絡センターの 事務 局長を務めておりま した 矢野と申します。よ ろ

しくお願いいたしま す。
○古城座長

山内委 員は 遅れているようなの で、 後ほど御挨拶をお願 いし たいと思います。

ありがとうござい まし た。
続いて、消費者委 員会 の蟹瀬委員、長田委 員か らお願いいたします 。
○蟹瀬委員

昨年ま で公 共料金の担当をして おり まして、ことしから 消費 者委員会の委員をや っ

ております蟹瀬と申 しま す。よろしくお願い いた します。
○長田委員

消費者 委員 会委員の長田でござ いま す。よろしくお願い いた します。

○古城座長

ありが とう ございました。

本日は、消費者庁 から 福岡審議官に御出席 いた だいております。
○福岡審議官

消費 者庁 の福岡でございます 。よろしくお願いいたし ます 。

≪２．日本生活協同組合連合会からの「家庭用エネルギーの料金制度に関わる新たな
政策制度研究会報告書」に関するヒアリング≫
○古城座長

それで は、 議事に入らせていた だき ます。

最初の議題は、日 本生 活協同組合連合会か らの 「家庭用エネルギー の料 金制度に関わる新た な
政策制度研究会報告 書」 に関するヒアリング です 。
日本生活協同組合 連合 会総合運営本部政策 企画 部の小熊部長にお越 しい ただいております。
日本生活協同組合 連合 会は、消費者利益に かな うエネルギーシステ ム構 築に向けた提言を行う
ために、生協総合研 究所 に委託し調査研究を 実施 され、平成27年５月 に家 庭用エネルギーの料 金
制度にかかわる新た な政 策制度研究会を立ち 上げ 、今回報告書をまと めら れました。この報告 書
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について御説明をい ただ き、その後、意見交 換を 行いたいと思います 。
それでは、小熊部 長か ら説明をお願いいた しま す。30分程度でお願 いし ます。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

御紹介 いた だきました小熊でご ざい ます。よろしくお願 い

いたします。
今、御紹介いただ きま したように、生協総 合研 究所でこの間、研究 させ ていただいた中身と 、
それを踏まえて私ど も日 本生協連でどのよう なと ころをポイントに今 後考 えていくかというこ と
について、御報告を させ ていただきたいと思 いま す。
お話に入る前に、 今回 参加されている委員 の皆 様には、いろいろな 面で 大変お世話になって お
ります。改めて感謝 申し 上げたいと思います 。
生協は全国で2,000万人 の組合員、いわゆる会員が 参加している組織で ござ いますけれども、電
力の小売全面自由化 につ いては、非常に高い 関心 があります。その関 心の 特徴を３点ほど前段 で
お話したいと思いま す。
１つが、非常に関 心が 高いのですけれども 、基 本的なことが全くわ から ないという声が非常 に
多いというのが特徴 でご ざいます。これまで 消費 者は、電気はコンセ ント につなげば自動的に 来
て、あとは料金を払 うだ けということで暮ら しを しておりましたので 、今 回の電気を選択する と
いう意味自体につい て御 説明するのが非常に 難し いというのが１つご ざい ます。
２つ目の特徴は、 そこ を理解した上で、で は選 択をするときに何を 基準 に選択をするのかと い
うことで、メニュー を選 ぶときにも大変混乱 をし ているのが現状でござい ます。実は私も自分 の
家でどうするかとい うこ とで妻と今、相談し てい るのですけれども、 『日 経トレンディ』とか 、
こういうものが出て いる のですが、これを見 ても なかなか判断がつき ませ んし、ホームページ を
見てもなかなか判断 がつ かないというのが正 直な ところでございます 。
３点目ですが、首 都圏 とほかの地方の情報 格差 が極めて大きいとい う現 実があります。私は 東
京に住んでおります ので 、テレビコマーシャ ルと か番組、新聞等で報 道さ れる機会が非常に多 い
ので、目に触れる機 会が多 いのですが、例えば 宮城県 とか広島県にお住いの方 に話を伺いますと、
コマーシャルをやっ てい るのは、ある通信系 の会 社が１社程度しか印 象に 残っていないという 話
で、そういう意味で 選択 肢が首都圏と地方で かな り大きな格差が生ま れて いるということが、 こ
の間、非常に感じて いる ところでございます 。そ のような状況を踏ま えて 御報告をさせていた だ
きます。
資料はお手元に資 料３ −１と資料３−２、 それ から、研究会報告書 それ 自体を配付させてい た
だいております。研 究会 報告書そのものにつ いて は後で御覧いただく とい うことで、主要には 資
料３−１を使って御 説明 したいと思います。
１枚めくっていた だい て、最初にポンチ絵 が出 てきております。「 電力 自由化」ってどうい う
こと？ということで、先 ほど言いましたよう に全 国の生協で非常に関 心が 高いものですから、 ま
ず基本的なことの説 明を どのようにしている かと いうことの御紹介を して います。
次のページが、こ れま での電気の流れで、その 次のページがこれか らこ のように変わるんで す
よというような、こ のよ うな説明をしながら 電気 を選ぶということが どう いうことなのかとい う
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ことについて説明を して いるところでござい ます 。
ただ、それは単に 小売 を自由化するだけで はな くて、全体としての 電力 システム改革の大き な
流れがあって、その 中の16年というのは１つ のポイ ント点に来ているの です よということを御説
明しています。
家庭用エネルギー を選 べる時代になったと いう ことなのですが、た だ受 動的に待っているだ け
で本当にエネルギー の未 来はバラ色かという こと について、多くの疑 問が 出されます。ここに 表
を出しておりますけ れど も、今までプロパン ガス 、灯油、ガソリンは 既に 自由化をされていま し
て、今回この４月か ら電 気、来年４月から都 市ガ スが自由化されると いう ことになり、いわゆ る
家庭用エネルギーが 全て 自由化をされるわけ です けれども、これが本 当に 消費者利益につなが る
ものなのかどうかと いう ことについては、改めて きちんと検討する必 要が あると考えました。
そうした問題意識 に基 づきまして、先ほど 御紹 介がありましたとお り、 昨年４月に生協総合 研
究所に家庭用エネル ギー の料金制度に関わる 新た な政策制度研究会を 設置 して、この間６回の 研
究会を開催して、研 究を まとめてきたという ことでございます。本日 、御 出席の委員の方には 直
接御参加いただいた り、 あるいはプレゼンテ ーシ ョンしていただいた りと いうことで大変お世 話
になっております。 どう もありがとうござい ます 。
まず結論的なこと から 申し上げたいと思い ます 。冊子の報告書では ３ペ ージ目の「はじめに 」
というところに掲載 をし ております。６回も 研究 会をしてわかったこ とは これだけなのかと言 わ
れそうなのですけれ ども 、基本的なことを改 めて 確認ができたという こと です。
１つは、制度改善 の継 続的な積み重ねが必 要だ ということについて 、改 めて認識をした。い わ
ば４月１日から一旦 制度 が始まるわけですけ れど も、制度が始まった だけ ですぐに公正で自由 な
競争市場ができるわ けで はなくて、さまざま な制 度改善の積み重ねを して いかないと、単純に 正
解があるわけではな いと いうことが非常によ くわ かったというのが１ 点目 です。
２点目には、その ため には消費者の立場か ら消 費者利益を実現して いく ために、消費者自身 が
いろいろな意見反映 です とか参画をしていく こと が極めて重要だとい うこ とがわかったという の
が大きな結論でござ いま す。
具体的な中身につ いて は、全体の構成、１ 章、 ２章、３章としてお りま す。１章はエネルギ ー
システム改革とは何 かと いうことなのですが 、と りわけ今回の研究会 で重 点で考えましたのは 、
既に先行して自由化 を行 っている諸国におい て、 どのようなことが行 われ て、どういう変遷を 経
てきたのかというこ とに ついて、可能な限り 調べ て、そこから教訓化でき るものは何かという こ
とについて検討した とい うことでございます 。第 ２章のところは、そ れに 基づいて私どもで今 後
改革に求められるも のを 挙げて、３章は生協 の研 究として委託をして いる ものですから、これ は
付属的な中身ですけ れど も、生協自身がどの よう な役割を果たすべき かと いうことについてま と
めました。全体の構 成は そのようになってお りま す。
とりわけEUのエネ ルギ ーシステム改革から 何を 学ぶのかということ が非 常に大きなポイント で
ございました。研究 会の 報告書の中にはイギ リス とフランスとドイツ の事 例を御紹介させてい た
だいておりますけれ ども 、特にこの３つの国 を比 較検討した中では、 イギ リスでの経験が最も 参
4

考になったというの が正 直なところでござい ます 。ただ、残念ながら 現地 にまで行って調査を す
る余裕がなかったの で、ぜひ消費者委員会で 現地 調査を含めて、現地 のい ろいろな組織ですと か
団体がございますの で、生の状況をつかんで いた だいて、消費者利益 のた めに役割を発揮して い
ただけたらなという のが 正直なところでござ いま す。
1999年にイギリス は全 面自由化をしており ます けれども、16年間、 決し て一本調子でよかっ た
わけではなくて、さ まざ ま紆余曲折をしてき たこ とが非常によくわか りま した。その意味では 、
そこでの経験をきち んと 踏まえることが非常 に大 事だと思っておりま す。
報告書を御覧いた だき たいのですが、43ペ ージ から英国におけるエ ネル ギーシステムの監視 機
関ですとか、消費者 関連 組織の代表的なもの につ いてピックアップを して おります。現地に行 く
時間がなかったので ホー ムページ等を参照し なが ら、それぞれの団体 がど ういう役割を果たし て
いるのかということ につ いて、理解を深めてきま した。
Ofgemは日本で言う 電力 取引監視等委員会に 当た るものだと思います けれ ども、行政機関と して
の規制当局。それから 、Energy Ombudsmanという消費 者紛争処理機関。Which？ という消費者団体
であるとともに比較 サイ トを運営している団 体。Citizens advice、消費者保 護機関、これは消費
生活センターに近い かな という感じがしてお りま すけれども、それか ら生 協というものがある と
いうことで、と りわけ43ペ ージにありますけれ ども、右側に「Ofgemに ついて」という自己紹介の
中で、「私たちは機 能を 遂行する上で主な目 的は、現在及び将来にお いて 電気やガスを使用す る
消費者の皆様の利益 を守ることです」と明記 をさ れております。
昨年９月に発足し た電 力取引監視等委員会 でも 、八田委員長が御挨 拶で 似たようなことを述 べ
られていますけれど も、 より組織目的を明確 に示 すことが非常に大事 なこ とではないかと思っ て
おります。
それ以外の団体の 中身 についてはお時間が あり ませんので割愛して 、ぜ ひ後ほど御覧いただ け
たらと思います。
資料３−１に戻っ て、 次のページに「実現 した い７つの目的と２つ の基 本視点」ということ で
整理をしております 。
７つの目的は消費 者の 立場から見たときに 、今 回の電力システム改 革が 消費者にとってはこ う
したことが期待され ると いうことで掲げてい る内 容と御理解いただけ たら と思います。料金の 低
下、安定供給、安全 性、 信頼性、サービスの 質の 向上、選択の自由、 環境 保全、それから、全 て
の消費者、地域でそ れら の価値が享受できるとい うような項目を掲げ てお ります。それを踏ま え
て２つの視点から今 回、 報告書をまとめてお りま す。
１つが自由化の実 効性 がきちんと確保でき るこ とが非常に大切だと いう 視点と、第２点は消 費
者の権利及び利益確 保と 参画が非常に大事だ とい うことで、この２つ の視 点から報告書をまと め
ております。
報告書の中身につ いて は５つの角度からま とめ ております。いわゆ る電 気の流れに沿って、１
つが一番川下である 小売 のあり方。２番目は 、一 番川上である発電の ほう のあり方。（３）が そ
れをつなぐネットワ ーク 、送配電のあり方で 、４ 番目は、それら全体 を統 括、監視する仕組み の
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あり方。最後に（５ ）と して消費者の保護、 苦情 ・紛争にかかわるこ とに ついて整理をさせて い
ただいております。
きょうは消費者委 員会 という場でございま すの で、特に消費者との 接点 にかかわる問題につ い
ての問題意識を中心 に御 説明をしたいと思い ます 。
「あるべき姿１」です けれども、信頼でき る小 売事業者が選べ、安 心し て契約できるという こ
とが何より大切とい うよ うに考えています。 この 点で現時点で非常に 心配 しておりますのが、 小
売市場への新規事業 者の 活発な参入について 、本 当に確保できるのか どう かということです。先
日、電力広域的運用 推進機関が発表されたい わゆ るスイッチング、電 気の メニューや会社を切 り
かえた方の数の表が 出て おりましたけれども 、東 北、北陸、中国、四 国、 沖縄についてはゼロ 件
というデータが出て おり ます。まだスタート 自体 が４月１日ですので 、決 してこれがこのまま い
くということではな いと 思いますけれども、 １つ はこの点について懸 念を 持っているというこ と
がございます。
「あるべき姿２」です けれども、適切な選 択が できてエネルギーの 節約 にもつながるという こ
とで、情報開示の問 題に ついては、この間、 経済 産業省との間で電源 構成 の情報開示の義務化の
問題についてやりと りを していて、今、「望 まし い行為」ということ で一 旦決着をしておりま す
けれども、これにつ いて は引き続き求めてい きた いと思っております 。
いわゆるエネルギ ー消 費の合理化に資する よう な料金メニューがこ れか ら出てきてほしいと い
うものが、非常に大 きな 要望としてございま す。
３点目、経過措置 料金 規制の問題。これは 後で 触れたいと思います 。
「あるべき姿３」で すけ れども、信頼でき、 使い 勝手のよい比較サイ トな ど、スイッチングを
支援する仕組みがあ ると いうことで、欧米諸 国の 先行事例を見ても、 比較 サイトが非常に大き な
スイッチングに役割 を果 たしていることがわ かり ます。ただ、比較サ イト 自体が信頼性を置け る
のかということにつ いて は、非常に大きな問 題が あると思っています 。
実はある大手電力 会社のホームページで、その 会社に連携している 会社 という一覧表が出て い
るのですけれども 、そこに ある比較サイトを運 営さ れている会社が連携先と して載っていました。
どういう連携をして いる のかというのは気に はな るのですけれども、 いわ ば特定の電気小売事 業
者と中立性を保つべ き比 較サイトの関係がき ちん と独立してできない と、 保険分野でも見られ る
ように、比較をして いく と結果的にはある特 定の 会社に誘導されてし まう ようなことが起きる 危
険性というのはあり 得る ということで、比較 サイ トについての信頼性 を保 証する仕組み、イギ リ
スではガイドライン をつ くっていますが、そ の辺 が１つ、今後検討課 題と してあると思ってお り
ます。
それから、報告書 には詳しく載っていない ので すが、この間、私ど も内 部で大きな議論にな っ
ておりますのが、解 約手 数料の問題です。長 期契 約が非常にいろいろ な形 のメニューが出てき て
いるのですが、実は 解約 手数料についての表 示は 非常に目立たないよ うに しかホームページに は
掲載されておらず、よく 探さないとわからな いぐ らいの状態になって おり ます。携帯電話で２ 年
縛りの問題などいろいろ 議論になっておりま すけ れども、こういった 解約 手数料が適正かどう か
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という問題もありま すし 、そのことをきちん と消 費者にどう伝えるか とい うことも研究会報告 書
には余り踏み込んで 触れ ていませんけれども 、今 、問題意識として持 って いるところでござい ま
す。
エネルギーの製造 、卸 については、現時点 でか なりきちんとした制 度設 計が行われていて、 余
り大きな問題意識は 持っ ておりません。ただ 、ネ ットワーク部門につ いては、特に託送料金の 問
題が非常に大きな問 題だ と認識をしておりま す。 現状いろいろな電気 料金 の比較をしても、高 額
利用者といいますか 、高 い利用をしている方 には 大きくメリットが出 る料 金メニューになって い
て、利用の低い方に つい ては余りメリットの ある 料金メニューが出て きて いないのが現状です 。
その１つのネックは 託送 料金にあるのではな いか と感じております。 この 辺は、いわばネット ワ
ーク部門の効率化を 促進 しながらどう引き下 げを 図っていくのかとい うの が課題ではないかと 思
っております。
次に、システム全 体の 統括と監視、改善の 問題 です。ここについて は「あるべき姿２」にお い
て、電力取引監視等 委員 会について、組織目 的に 消費者利益の確保が きち んと位置づけられる こ
とが大事だと思って おり ますし、消費者代表 が参 画していることも非 常に 大事だと思っており ま
す。特に委員会の委 員が 現在５名で構成をさ れて おりまして、専門家 で構 成することになって い
ますので、消費者代 表が その委員になるとい うの は現時点では無理が ある かなと思っておりま す
けれども、現在の委 員の 担当分野で言うと経 済、 法律、会計という形 の専 門分野で５名いらっ し
ゃるのですが、例えばイギ リスのOfgemの資料を 見ま すと、報告書の44ページの 一番上ですけれど
も、非常勤の役 員は以下を 含む幅広い分野の経 験や 専門知識を提供して くれ ますという中に 、
「産
業」、「経済」の次 に「 消費者及び社会政策」と いうことで書かれており ます。そういう意味 で
は消費者問題に精通 した 専門家が、こうした 監視 の場に委員として参 画す ることは十分あり得 る
のではないかと思っ てお ります。
「あるべき姿３」です が、これも極めて重 要だ と認識しております が、 この監視等委員会と 関
連省庁である消費者 庁、 消費者委員会、公正 取引 委員会等々との役割 分担 と連携が適切に行わ れ
ることが重要です。 そう した意味で先日、監 視等 委員会と国民生活セ ンタ ーが提携をすること で
発表されましたけれ ども 、非常にそういった 連携 が大切ではないかと 思っ ております。
同時に「あるべき 姿４」に触れていますけ れど も、監視等委員会が 現在 五十数名の体制で、 全
員東京にいらっしゃ るわ けですが、先ほど言 いま したように地方にお ける いろいろな市場の動 向
の監視ということに つい ては、きめ細かく見 てい くためにどのような 各地 域の実情の把握の仕 方
があるのかというこ とが、非常に大きな検討 課題 ではないかと思って おり ます。
次に、消費者保護 、苦 情・紛争対応につい てで すけれども、「ある べき 姿１」は「消費者保 護
機関、紛争処理機関 が設 置され、公正な役割 を果 たしている」という ことを書いております。 こ
ここそ消費者委員会 の専 門分野だと思います ので 、ぜひこの分野で役 割を 発揮していただけた ら
と期待しております 。
次のページでは、 それ らを踏まえて重点的 に行 政にこういう点につ いて 検討いただきたいと い
うことで７点まとめ てお りますので、御覧い ただ けたらと思います。
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実は総合研究所の 研究 報告を踏まえて、日 本生 協連の理事会として どう いったことを政策制 度
として求めるかとい うこ とを検討させていた だき まして、別紙３−２ です けれども、これは日 本
生協連側での政策制 度要 求の整理でございま す。 先ほどと重複をして いる 部分は省略したいと 思
いますが、１点だけ、（ ３）のところですけ れど も、今年の４月１日 から 電力・ガス取引監視等
委員会になりますが 、今 のところ電力と都市 ガス を対象ということな ので すけれども、後ほど 少
し御紹介したいと思 いま すが、消費者にとっ ては 生活必需性で言うと 同じ ガスという意味ではLP
ガスの問題、また、灯油 の問題等あって、こ れら をトータルで監視を して いくという仕組みを 検
討する必要があるの では ないかと認識をして おり ます。
あとは先ほど言い まし たように（５）のス イッ チングの促進を図っ てい くこと、逆に言うと ス
イッチングを阻害す る要 因についても含めて 研究 、検討が必要ではな いか と思っております。
３−２の２ページ 目の ところですけれども 、（ ８）ですが、競争状 態が 確認されるまで経過 措
置料金を維持するこ とを 要求しています。電 力に ついては2020年３月 まで 経過措置料金を維持 す
るというのが基本的 方向 として出されており ます ので、その部分につ いて は消費者は安心して い
けるかと思いますけ れど も、むしろそれを解 除す るときのあり方につ いて どう考えるのかとい う
のは、少し先になり ます けれども、検討課題 と思 っております。
（11）のネットワ ーク 部門の法的分離につ いて は、ぜひ確実に進め てい ただきたいと思って お
ります。
３ページ目、きょ うは電力ということなの で、参考資料ということ で見 ていただければと思 い
ますけれども、都市 ガス 、LPガスについても この ような要望を出して いま す。きょう山内委員が
いらっしゃる前で大 変恐 縮なのですが、ガス シス テム改革につきまし ても 、特に、経過措置料 金
のあり方については ぜひ 慎重な御検討をお願 いで きたらと思っている とこ ろでございます。
また、反面教師と して 非常にわかりやすい 市場 がございまして、LPガス 市場というものがご ざ
います。これは昔か ら完全自由化をされてい るわ けですけれども、こ れだ け原油が安くなって い
ても、灯油やガソリ ンは 大きく下がっていま すが 、家庭用のＬＰガス 料金 だけ下がっていない と
いうことで、消費者 とし ては、今後都市ガス市場 がLPガス市場のよう にな る危険性がないのか と
いうのを非常に懸念 をし ています。本日の主 要な ことではないのです が、 反面教師として少し 御
紹介をさせていただ きま した。
次のページのグラ フを御覧いただければわ かり ますけれども、家庭 用LPガス料金は著しい下 方
硬直性を示しており まし て、卸売価格、輸入 価格 が1,300円ぐらい下 がって いるにもかかわらず 、
小売価格が300円しか 下が っていません。小売の粗利 益率71％となってお り、従来でも６割ぐらい
できわめて高いと言 われ ていたのですけれど も、 さらに大きくなっていま す。制度上は自由な 市
場と言われているわ けで すが、どうしてこう いう ことが起こるのかと いう ことを考えていただ き
たいと思います。自 由化 すればすべてよくな ると いうことではないと いう 例として考えていく 必
要があるかなと思っ てお ります。
次に、先ほど申し 上げ ましたとおり本当に 地方 において競争が起こ るの かということについ て
です。いわゆる東京電力管 内では３万3,000件が スイ ッチングしておりま すし、関西電力管内では
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２万件がスイッチン グし ておりますけれども 、５ つの電力会社の管内はゼ ロ、それから、北海 道
電力でも400、中部 電力で あっても100件未満 という ことで、こういった スイ ッチングにおける地
方間格差の問題につ いて 考えていくことが非 常に 重要ではないかと思 って おります。
次のページ以降は 消費 者に対して私ども生 協が 電力自由化についてどの ように御紹介し、ど こ
をポイントに説明し てい るかという資料でご ざい ます。消費者の選択 は一 方で選ぶ責任もある と
いうこともこの間、 強調 しておりますし、次 のペ ージにありますよう に、 何を基準に選ぶのか と
いうことについても 、当 然料金は非常に大き なウ エートを占めるのは 事実 ですけれども、会社 で
すとか契約、発電の 方法 などについても、き ちん と情報を得て判断材 料に することは大事です と
いうお話をしており ます 。
次のページのとこ ろは 、そうした私たちの 選択 が結果として電力の あり 方についても影響を 与
えるということを示 して いるものでございま す。
電源構成の表示問 題等 についての要望があ るの で少しつけ加えています し、消費者としての 注
意点ということで、 きち んと契約について見 てい く。先ほど言いまし たよ うに中途解約の問題 に
ついては非常に重要 な問 題だと認識しております 。じっくり判断する とい うこと、それから、 省
エネも考えましょう とい うことを呼びかけて おり ます。
次のページに、よ くあ るＱ＆Ａということ で、 私どもで学習会をす ると よく出る質問を並べ て
おります。まずここ から 理解を広げていくと いう のが、現在の日本の 消費 者の段階だというこ と
を御理解いただけた らと 思います。
その次のページに 、ぜ ひ皆さんでこのよう なこ とをやっていきまし ょう ということで、いろ い
ろなメニュー調べで すと か、領収書を調べた りと か、スマートメータ ーが 設置されますので、 ど
う活用するかという こと についてもいろいろ 呼び かけているというこ とで ございます。
ということで一番 最後 のページですけれど も、 私たち消費者の行動 や選 択が未来をつくって い
くということなので 、み んなで考えながら選 択を していきましょうと いう ことで現在進めていま
す。このことを御紹 介さ せていただきまして 、報 告を終わらせていた だき ます。どうもありが と
うございました。
○古城座長

ありが とう ございました。

御説明いただいた 内容 について御質問、御 意見 のある方は御発言を お願 いいたします。
古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

御説明 あり がとうございました 。

日生協さんでこの よう に簡潔にまとめてい ただ いて、本当にありが とう ございます。
いただいた資料で、最 初に７つの目的と２ つの 基本視点というとこ ろが あるのですけれども 、
全くこのとおりだと 思い ます。電力システム 改革 が始まった後で、消 費者 保護の視点からこの よ
うな視点が非常に重 要だ と思っていますけれ ども 、このような受け身 の姿 勢ではなくて、あと ２
つぐらい目的があっ たよ うに思いました。１ つは 消費者としては原子 力に 頼らないエネルギー が
欲しいということで 、再 生エネルギーの促進 と再 生エネルギーの増加 、そ して、消費者が電力 を
選択できるようにするこ と。これをかなり重 点的 な市民運動としてや って きました。
9

もう一つは、節電 とい うことが非常に重要 だと いうことで、今回、小売 電力が自由化されて い
ろいろなメニューも 選択 できるようになるわ けで すけれども、その前 提と して、消費者がエネ ル
ギーをどのように将 来に 向けて考えて、持続 可能 なエネルギーの体制 をい ろいろな方法で消費 者
がみずからつくり、 みず から供給するところ まで 踏み込んでいろいろ な取 り組みが進んでいる と
思います。そうした 消費 者側の意識改革を受 けと めながら、制度改革 が大方かたまってきてい る
今、さまざまな消費 者に とっての多様な取り 組み をうけたなかで消費 者不 利益の回避のためにど
うすべきかを消費者 委員 会として考えるべき であ ると私は考えており ます 。
その視点から、政策 提言 についてしていただ いて いることについて御質問 をさせていただいて
もよろしいでしょう か。
政策提言中、別紙の５番 と６番のところなの です けれども、「消費者 への 広報活動の強化、ス
イッチング促進」と ある のですけれども、ま さに 正確な情報提供がな いと 消費者は選べないわ け
です。こうしたもの につ いて諸外国の例など 御紹 介していただき、資 料も 提出していただいて い
るのですけれども、 何々 チェンジとかスイッ チン グの情報などのサイ トに 対するある程度の規 制
のためのガイドライ ンと いうものが必要と考 えて いらっしゃいますで しょ うか。
それから、「小売電 気事 業者に電源構成の情 報開 示を義務づけること」と いうのは、エネ庁で
は「望ましい行為」 とし ての努力義務という こと になったわけですが 、私 たちは望ましい行為 で
はなくて義務にして ほし いということを日生 協の 方や消費者団体とと もにずっと要望し続けて き
たわけですけれども 、こ の電源構成の情報開 示を 義務づけることとい うこ とを今後も消費者と し
て取り組んでいただ ける かということと、一 方で は不当な表示も監視して いかなければいけな い
と思うので、いたず らに グリーンをうたった りし ていることもこれか ら先問題になってくると 思
うので、そういった とこ ろについての表示の 監視 を消費者委員会です るこ とへの要望もお考え に
なっていらっしゃる ので しょうか。
以上、２点につい てお 伺いします。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

ありが とう ございます。

実は今回、生協総 研に 委託をした研究自体 は、 １つの枠組みを持っ て研 究をしておりまして 、
日本生協連全体では「エ ネルギー政策の転換 をめ ざして」という大き な意 味でのエネルギー政 策
を別に持っていて、 その 中で例えば今後に向 けて 原子力に頼らないエ ネル ギー政策への転換の 必
要性とか、省エネル ギー の推進とか、再生可 能エ ネルギーの普及とい うこ とを項目として挙げ て
おります。その１つ に電 力システム改革の推 進を 挙げていまして、今 回の 研究会は、その電力 シ
ステム改革にかかわ る部 分について調査研究 をい ただいて、とりわけ 消費 者利益の部分で検討 し
てほしいというお願 いの 仕方をしているので 、先 ほど言った原子力発 電の 問題とか、再生可能 エ
ネルギーについては、そ もそも研究対象とし てい ないということにつ いて、前段で御理解をい た
だきたいと思います。た だ、そうは言いまし ても７つの目的の６番目 に「現在及び将来にわた り
環境が保全されるこ と」ということを掲げて いま すから、その中に、 そう した意味合いも大き な
意味では含めている とい うことで御理解をい ただ けたらと思っており ます 。
その上で御質問の 点に ついてですが、広報 活動 のあり方に関する規 制の あり方というのは正 直
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言って難しいと思い ます 。イギリスの経験で も、 政府自体が「エネル ギー を選んで買う人にな ろ
う」というキャンペ ーン を展開されたりとい う面 もあるが、広報活動 を自 由にして活発にいろ い
ろな形で創意工夫を して 事業者が行うこと自 体は いいことではないか と思 うのですけれども、 問
題はそれが非常に優 良誤 認を与えるとか、不 当な 表示になってしまう こと になることも一方で あ
り得るわけで、その バラ ンスの中で考えてい くし かないのかなと思っ てい ます。
そういう意味で、先ほ ども制度改革の積み 上げ が必要だということ を申 し上げたのですけれ ど
も、一つ一つ検証し てい きながら、これは妥 当と 考えるかどうかとい うこ とについて検討して い
くことが大事かなと 思っ ております。
それから、電源構 成の 情報開示のことにつ いて は、こちらに掲げて いま すように引き続きぜ ひ
義務づけをしてほし いと いうように要望を続 けて いく予定でございま す。 資料３−２の脚注に も
入れましたけれども 、私 の知っている範囲で は、 世界の中で電力の自 由化 をした国、地域にお い
て電源構成の情報開 示を 義務づけていない国 、地 域はない。そういう 意味 では日本が電源構成 の
情報開示を義務づけ てい ない初めての国にな ると 思っておりまして、 そう いう意味では何でも 世
界標準にすればいい とい うことではありませ んけ れども、少なくとも 消費 者の選択の保証の１ つ
の情報のリソースと して きちんと提供してい くこ とが非常に重要だと 認識 しております。私ど も
が行った消費者アン ケー トでも９割の消費者が、 ぜひ義務づけてほし いと いう回答をしており ま
すので、そういう意 味で は引き続き要望をし てい きたいと思います。
ただ、一旦「望ま しい 行為」ということで スタ ートすることになり まし たので、むしろ義務 づ
けを求めていきつつ も、 現実に事業者がどの よう な形で情報開示をこ れか らしていくのか。「望
ましい行為」という のが どの程度されるのか。そ れから、多分それを 消費 者が比較できるよう な
条件をつくっていか なけ ればいけないと思い ますので、それについて は行 政がやるという考え 方
もあると思いますけ れど も、消費者団体がき ちん と情報を集めて、消 費者 が比較できるように し
ていくという工夫を みず から努力してやって いく ことも重要ではない かと 認識しております。
以上です。
○古城座長

ほかい かが でしょうか。

丸山参事官、どう ぞ。
○丸山参事官

古賀 委員 から、消費者委員会 で表 示の部分について監 視を というお話がありま し

たけれども、なかな か消 費者委員会について は個 別の違反事例につい て取 り締まりを行うよう な
機関ではないという こと もありますので、ま ずは 電力取引監視等委員 会、 それから、一般的な 事
案については消費者 庁で 景表法に基づく優良 誤認 の取り締まりがござ いま すので、まずはそち ら
のほうをということ では ないかと考えており ます 。
○古城座長

ほかい かが でしょうか。蟹瀬委 員、 どうぞ。

○蟹瀬委員

引き続 いて 、今の電源構成につ いて なのですが、何を基 準に 選びますかというと こ

ろに４つ、料金、会 社、 契約、発電と書いて あり ますね。ということ は情 報がないとここを基 準
に選べないというこ とに なるかと思います。 例え ば自由化されたもの はた くさんあって、私た ち
は食品も、化粧品も、薬 品も、全てにおいて その 中の成分について、何が 入っているかを書か な
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ければいけない義務 があ ります。
今度、電力という こと になって自由化され るこ とになれば、その買 う、 選ぶ基準として、ど う
いったものでこの電 気が つくられているのか とい う構成を知る権利が ある と思いますので、逆 に
言えば消費者がこの 食べ 物に何が入っている か知 らしめなければいけ ませ んと言われて、消費 者
に知らしめていくと いう 私たちの対策という か国 の方向性があるので すが 、そういったときに 、
やはりそこをきちん と要 求していって、販売 をす る会社に対してこの よう な義務がありますよ と
言っていくことによ って 開示をされていくこ とが あるかもしれません 。
いろいろな電力の 問題 がある中で、今、自 由化 されているものを考 えて 、それに沿って子会 社
に要求をしていくと いう ようなやり方で、消 費者 がより選びやすい形 をつ くっていくことは考 え
てはいただけないで しょ うか。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

ありが とう ございます。ぜひそ うい うことをやっていき た

いと思っております 。
ただ、この議論は 私ど ものほうからはぜひ その ようにしてほしいと ずっ と要望している立場 な
のですが、反論とし ては「食品の成分表示と は違 う。電気の成分は同 じで ある。発電源という の
はいわばつくったも とが 違うだけであって、 物自 体は同じなのだから」と いう反論をいつもい た
だいております。し かし 、私どもからすると 単に商品の中身というこ とだ けではなくて、エシ カ
ル消費の議論が最近 活発 ですけれども、そも そも その商品がどのよう なプ ロセスを経てつくら れ
てきたのかというこ とま で、消費者はいろい ろな 目を持ってこれから 商品 の選択にあたっての １
つの情報にしていく とい う時代に入ってきて いる のであるから、ぜひ そう いうことを消費者が求
めている時代に来た とい うことについて、経 済産 業省含め関係すると ころ で御理解いただきた い
ということでこの間 ずっ とやりとりをしてお りま す。
それから、先ほど 言い ましたように比較で きる ようにしたいと思っ てお りますので、そうい う
意味では事業者に対 して おたくはどこでどう いう 形で公開されていま すか 、その中身はどうで す
かということについ て、 いろいろな聞き取り など をしていきたいと思 って います。ただ、実は 非
常にその際にも１つ ネッ クだなと思っており ます のが、「望ましい行 為」の場合は情報開示を し
た事業者が損をして しま う可能性がある。情 報を 開示してしまうこと で逆 に非常に悪いという よ
うに誤解されてしま うと 思われることがあり 得るということです。具体的な 例で申し上げますと、
例えば再生可能エネ ルギ ーの比率ですが、現 在、 日本全体でいえば大 型水 力を除けば３〜４％ ぐ
らいなわけです。あ る再 生エネルギーに熱心 な電 力会社が10％の再生 エネ ルギーの比率だとい う
ことで公表したとし ても 、社会的に消費者か ら見 れば、じゃあ９割は 火力 発電なのか、あまり 再
生可能エネルギーに 熱心 ではないと見られて しま うわけです。そうす ると 全部がきちんと開示 さ
れていて相対的に比 較が できないと、ある出 した ところだけが、実は ３割やっていれば私は再 生
可能エネルギー比率 のき わめて高い会社だと 思う のですけれども、一 般の 消費者から見れば３ 割
しかやっていない会 社な のですかという社会 的な 評価に、その会社だ けし か開示されなければ な
ってしまうというこ とに なりかねないわけで す。や はり全体についてき ちん と開示を義務づけて、
それらについて相対比較 ができるような条件 をつ くっていくことが大 事で はないかと思ってお り
12

ます。
以上です。
○古城座長

古賀さ ん、 関連してですか。

○古賀委員

重ねてで申 しわけないのですけ れど も、おっしゃったと おり だと思うのですが、こ

れは事務局に言う話 かも しれないですけれど も、 私たちが電気を選ぶ 場合 に差別化するポイン ト
としては、価格やサ ービ スだけ（今そういう 方向 に全体的に流れてい るわ けなのですけれども）
ではなく、環境性と か表 示の持つ意味という もの について正確に監視 し信 頼を担保するにはど う
すればよいかということ を調査会でも考えて いく べきだと思います。そう いった意味では電気 料
金の内訳の表示など も非 常に重要な問題で、 私た ちはフィットによる 賦課 金については非常に痛
税感があるのですけ れど も、一方で電源開発 促進 税などは表示されて いな いという不公平な問 題
もありますので、そうい う ことも含めて全体の 消費 者の立場から見て、「環境 性も重視した視点」
を含めた表示の問題 を、消費者委員会として のガ イドライン等として つく るということをここ で
もう一度お願いした いと 思います。
○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

大変整 理さ れた内容での御報告 、本 当にありがとうござ いま した。

御報告の中で何度 も触 れられました、首都 圏と 地方の格差という点 につ いてと、もう一つ、 比
較サイトについて２ つ少 しお話を聞かせてい ただ きたいと思います。
私も自己紹介しま した ように、北九州から こち らに参加させていた だい ておりますので、そ の
ことをつくづく感じ てい る次第です。
政策制度要求の中 に（ ４）で消費者被害発 生の 防止のための消費者 保護 、紛争処理体制の強 化
というものがござい ます が、今後予測もしな いよ うなことも含めて発 生す る。それが東京で把 握
していらっしゃるこ とと 随分違うような内容 も含 めて発生するのだろ うな と思います。そのと き
に電力取引監視等委 員会 の関係と、地域のそ れこ そ現場、主婦が何か あっ たときにどこに相談 を
しに行くのというこ とも 含めて、今後充実さ せて いかなければならな いの だろうと思いますが 、
この制度要求の中に 掲げ てありますさまざま な体 制強化ということで は、 もう少し具体的にど の
ようなことを御検討 にな っておられるか。あ れば もう少し仕組みとし て御 説明いただきたいと い
うことです。
もう一つ、比較サ イト の重要性については 、こ の委員会の中でもた びた び話題になってまい り
ました。きょう小熊 さん の話で、研究会でま とめ られた生協の果たす べき 役割としては、比較 サ
イトの育成とか相談 窓口 の紹介という形で、 比較 サイトと少し距離を 置い た感じでまとめられ て
いるのですが、今、 調査 会の中でお話になっ た小 熊さんのお話だと、 消費 者組織自体が比較サ イ
トにかかわっていく 必要 もあるのではないか とい うニュアンスでお話 にな りましたので、今後、
日生協初め、比較サ イト 自体を運営するとい うよ うなことも想定して おら れるのかどうか、少 し
伺いたいと思います 。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

ありが とう ございます。

まず第１点目の首 都圏と地方との格差の問 題な のですが、別紙３−２の１ ページ目の裏の（10）
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のところにその問題 意識 を反映させておりま す。 先ほど言いましたよ うに 、東京に電力取引監 視
等委員会は現在五十 数名しかいないと伺って おり ますけれども、この 体制 では当然各地方の紛 争
案件に対応すること は多 分全く無理というの が現 状だと思います。
１つは先ほど言い まし たように、消費生活 セン ターとか国民生活セ ンタ ーとの連携を（９） で
協調しているのです けれ ども、もう一方で地 方に おける体制としては、現 状で言うと各地方に あ
る経済産業局、それ から 、地方自治体がどう 役割 を果たせるのかとい うこ とが非常に重要だと 認
識しております。実 践的 にはそことの連携関 係を どうつくっていくの かと いうのが１つの課題 で
はないかと思います 。
電気料金の値上げ の時には公聴会みたいな 仕組 みもあったわけです けれども、例えばという こ
とで、消費者 、事業者 、行 政一堂に会する意見 交換 の場を地方ごとで定 期的 に持つということで 、
そこで各地方の実情 の把 握とか改善のための 体制 づくりということが、具体 的には最も現実的に、
今すぐやれそうなこ とと してはあるのではな いか と思っております。
もう一点の比較サ イト の件なのですが、大 変鋭 い御質問で、非常に 慎重 な書きぶりをしてお り
ます。なぜかといい ます と、生協自身が電力 事業 者として参入するこ とが ありうるからです。 既
に今年４月１日から参入 する生協があります 。そ うすると先ほど言い まし たように比較サイト と
事業者の関係が深い こと 自体が、比較サイト の信 頼性、公正性に影響 を及 ぼす危険性もあると い
うことを一方で認識 して おりますので、そう いう 意味では同じ生協が 事業 もやって比較サイト も
やるという運営の仕 方は 、正しくないと思っ てい ます。事業をやって いる のであれば、その事 業
で徹底してその地域 の消 費者のために役立っ た取 り組みをするという のが １つの役割としてあ っ
て、もう一方でいろ いろ な地域の団体と一緒 にな った消費者団体の枠 組み の中で、公正な比較 サ
イトをシステム会社 とき ちんと連携してつく って いくとかいうふうに して いくことが必要だと 認
識しています。した がっ て、生協の役割のと ころについて少し距離感 のあ る書き方をしている 背
景には、そういう理 由が あるということで御 理解 いただけたらと思い ます 。
○古城座長

ありが とう ございます。

松村委員、お願い しま す。
○松村委員

まず監 視等委員会に関して消費 者問 題に詳しい人材が要 る。 しかし人数の問題も あ

って難しい。合理的 な要 求だと思います。実 際に 人数の問題で難しい ので 、だから例えば実質 的
な詳細なルールを決 める 専門委員会などにそ うい う人が入って欲しいとい う要求はあり得ると 思
います。ただ、その 場合 にここに書かれてい るこ とは正しいと思うの です が、それは消費者と し
て、利益代表として 入るの か、消費者問題に詳 しい中 立的な専門家として 入る のかということは、
大きな違いがあると 思い ます。
利益代表として入 ると いうことだとすると 、で は事業者の利益代表 も、 あるいは大口の消費 者
の利益代表、あるい は大 口の消費者と言って もい ろいろなタイプがい るか ら、そういうことを 言
ったら収拾がつかな くな るし、そもそも利益 代表 のような人が入らな いほ うがいいのではない か
という考え方も十分 あり 得ると思う。この点 はこ こに書かれていると おり 、消費者問題に非常 に
詳しい中立的な人と いう 要求以上のことは、今後 も出てこないことを 願っ ています。
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その点では、いろ いろ な審議会で消費者の 代表 と称して出てきてい る人 たちが、仮にガスの 審
議会などで、日本全 体と しては効率性が増すが、 その利益は第一義的 には 大口の消費者に帰属 す
る。小口の消費者に は間 接的にしか波及しな い。 でも日本全体にとっ ては とてもいいこと。こ の
ような改革案には物 すご く消極的な発言を繰 り返 して、一方で日本全 体と して本当に効率性改 善
に資するかどうか怪 しい けれども、家庭用の 消費 者の利益にはとりあ えず なりそうなことにつ い
ては物すごく強く主 張す る委員が出てくれば 、そ れは消費者問題に詳 しい専門家が出てきてい る
と幾ら言ったって結 局利 益代表と理解される こと になる。そういう発 言を 繰り返せば、当然そ の
ような要求の信ぴょ う性 というか信頼性が落 ちる ことになり、長期的 に消 費者の利益にならな い
と思うので、もし生 協が 消費者代表としてそ のよ うなところに委員を 送り 込むことになったと き
には、そのような誤 認を 招かないように十分 自覚 して、それから、こ の委 員会に関連する方々 が
そのような形で委員 とし て出るときにも、十分自覚 した上で発言するこ とも 促していただきたい。
質問ではなく意見で す。
次に、省エネのこ とが 議論されて、恐らく ３段 階料金が念頭にある と思 うのですが、これに 関
しては議論の余地が ある と思います。２段階 の消 費にとどまっている世帯 は、３段階目までい か
ないのは省エネがと ても 進んでいて消費量が 少な いという可能性もあ ると は思いますが、一方 で
世帯の構成員が少な いか らそこにとどまって いる ということだってあ り得 る。３段階料金のと こ
ろまで行っている世 帯は 、省エネが足りない から そんなに消費してい ると いう側面がないとは 言
わないけれども、世 帯の 構成人数が多いから 必然的にそうなっている とい う側面も大きい。と い
うよりも、そちらの ほう が強いと思います。 その ときに世帯の構成員 が３ 人家族、４人家族の世
帯には強い省エネのイン センティブを与える のが 正しいけれども、単 身赴 任世帯には強いイン セ
ンティブを与えなく ても いい。単身者の省エ ネな んてどうでもいいの です という料金体系は、 本
当に省エネの観点か らい いのですか、という こと まで考えていただき たい 。託送料金のような も
のを３段階にしたら どう かとかいうことはい ろい ろなところから聞こ えて きて、多分そのよう な
つもりで書かれてい たの だろうと思うのですけれ ども、それについて は本 当に合理的な要求な の
かどうかは、きちん と考 えていただきたい。
多くの合理的な要 求が あっても、そういう わけ がわからない要求が 幾つ かまじっていると、 全
体の信ぴょう性を損 ねる ことも十分あり得る こと は、ぜひ認識してい ただ きたい。
表示のことについ ては 、先ほどお答えにな った とおりだと思います が、 少なくとも食品表示 の
アナロジーでこれも やれ というようなことが 普通 に議論をして通用す るは ずがない。消費者の 権
利などというもので 通用 するはずはないとい うこ とは御認識のとおり だと 思います。先ほど９ 割
の消費者が関心があ ると いうことをおっしゃ った 。消費者にとっては とて も重要だということ を
相当強調するという こと は、逆に言えば望ま しい 行為として位置づけ られ て大半の事業者が情 報
を開示しているにも かか わらず、実際の消費 者の選 択が、ほとんどポイ ントが たくさんあるとか、
価格がちょっとだけ 安い とかいうものに偏っ て、 どう考えても環境特 性だ とか、電源構成に対 し
て他の文脈で生協が 主張 している結果と、実 際の 消費者の選択が大き く食 い違うことになった と
すると、それはどち らか が誤りだったと判断 され ても仕方がない。消 費者 はこの点に物すごく関
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心があるということ なの か、あるいは消費者 は環 境あるいは原子力、 石炭 にすごく関心がある と
いう主張が間違いだ った のかということにな ると いうことですので 、この点 はきちんと自覚して、
９割の人が関心があ ると 言い切った以上、消 費者 がちゃんとそれに関 心を 持って、実際に開示 さ
れた情報に基づいて 選択 し、なおかつ、それ でも 望ましい行為として も位 置づけられたのにも か
かわらず、情報を開 示し ないなどというのは 消費 者の当然の権利とし て選 択しないということ も
可能だと思いますか ら、 そういう行動が促せ るよ うに、ある種の啓発 行動 に対しても責任を持 っ
てきちんとやってい ただ きたい。
以上です。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

ありが とう ございます。

基本的には、ぜひよく 考えてきちんと立場 を踏 まえて対応してほし いと いう御意見というこ と
だと思いますので、松村 委員が今おっしゃっ た点 については重々理解 しな がらこの間もやって き
ているつもりです。それ は理解しているとい うこ とを前提に少しだけ コメ ントします。１点目 に
ついての御指摘はお っし ゃるとおりで、私ど もの いろいろな消費者の 主張 というのも社会的な 合
意形成の枠組みの中 で説 得性を持たなければ 、い わゆる利益代表とし ての 要求だけでは、それ は
業界団体がそう言っ てい るのと同じ水準のよ うな言い方をしてしまえ ば、 それは通らないとい う
のは当然のことだと 思い ます。そこは重々踏 まえな がら意見はしていき たい と思いますが、ただ 、
立っているポジショ ン自 体は、いわゆる消費 者の 目線から物事を見て いく ということは、私ど も
の１つの役割である と思 いますので、消費者 のエ ゴイスティックな要 求と いうことではなくて 、
消費者の目線に立っ たと きに何が社会的な要 請と して一番大切なのか とい うことについて、そ れ
に資するような意見 をぜ ひ出していきたいと 思っ ています。
２つ目の３段階料 金の 要求については、今 回出 している要望の中に は託 送料金についてネッ ト
ワーク部門の効率化 を促 進して料金を引き下 げる ことという提言にと どめ ていますので、今回 の
研究会報告書自体の 中に はそのような要望は 出し ておりません。議論 があ るのはありますけれ ど
も、一応そのような 中身 ということでござい ます 。
３点目については 、発 破をかけられたと私 ども は受けとめているの です けれども、同時に一 方
では、アンケート調 査と 実際の購買行動が違 うと いうのは私どもは商 品で 事業もやっています の
で、よくあることだ とい うのも認識しており ます 。その時に白か黒か みた いな議論の仕方では な
くて、おっしゃると おり 現実にどのような形 で購 買行動が変化してい るの かということをきち ん
と踏まえながら、で はそ のことが起きている 原因 は何なのか。それは 消費 者に対してきちんと 情
報開示がされていな いか らそういう事態が起 きて いるのか、あるいは 先ほ ど言いましたように形
式的には開示をされ てい るのだけれども、ば らば らに存在をしていて 消費 者が比較できないと い
う状況にあり、条件 が整 備されていないから その ようなことが起きて いる のか、あるいは消費 者
自身がアンケートで はそ う答えたけれども、 本音 ではそう思っていな いと いうことなのか、と い
うことも含めて、き ちん と分析をしながら実 践を していくことが非常 に大 事だということは認 識
をしつつ、進めてい きた いと思っております 。
○古城座長

松村委 員、 どうぞ。
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○松村委員

誤解が ある とけないので一言申 し上 げます。生協が消費 者の 立場に立って、組合 員

の立場に立って発言 する のは間違っていると は少 しも思いません。生 協も 含めて委員会の委員 と
して出てきたときに、利 害代表として発言す るの か、あるいは問題に 詳し い中立的な委員とし て
発言するのか、そう いう ことを言っただけで すの で、普段の活動や発 言に ついて言ったのでは あ
りません。
それから、アンケ ートと 購買行動が違うとい うの は確かに全くそのと おり なのですが、しかし 、
一方でアンケートの 結果 がまさに真実である かの ごとく発言する人は いっ ぱいいるわけです。 今
回でも90％の人が言 って いるということは、事実 を言ったわけではな くて 、アンケートの結果 を
使って言っているわ けで すから、アンケート の結 果を使って強い主張 をす る以上は、それは違 う
ということがわかっ てい るというのは後出し じゃ んけんのように言う のは、ちょっと不誠実と い
うか、長期的に発言 の信 頼を損なう言い訳と いう 気がします。
以上です。
○古城座長

白山委 員、 どうぞ。

○白山委員

非常に 有用 な研究ありがとうご ざい ました。

消費者の方々の適 正な 選択という意味で、 有用 な意思決定に必要な情報 は何かという観点か ら
いろいろ考えてみた ので すけれども、先ほど 来、 議論がありますよう に有 用な意思決定をする 場
合には情報の信頼性 とい うことと、意思決定 され る目的に対する目的 の適 合性という問題があ る
わけですが、情報の 信頼 性を確保する要件と して 先ほど来、議論にな って おります情報の中立 性
という問題と、情 報が適正 に表示されるという意味 での適正性や事実の忠実 な表示ということと、
その情報を使った検 証の 可能性という３つの 要素 があると思っていま す。
先ほど来、議論に なっ ております比較サイ トと いうのは、意思決定 のた めには非常に重要な情
報の１つと考えてお りま して、比較サイトを 情報 の開示レベルの問題とし て、その開示レベルの
内容について、どの 水準 まで統一的なガイド ライ ン的なものの設定な どを想定して検討してい く
かというのは大前提 にな るような気がいたし ます 。情報を開示した人 が損 をするというのでは 全
く意味がないので、 そこ ら辺は何らかの統一 的な ガイドライン的なも のが 、どうしても必要に な
ってくるのかなとい う感 じがいたします。
それと比較サイト の問 題で、私は実は中立 性と いうことで生協さん に非 常に期待をしていた の
ですが、先ほどのお 話を お聞きしまして、少 々ガ クッっときてしまっ たと ころがあるのですが 、
イギリスの調査でも「Which？」という消費者団体、ここが恐らく私の想 定に該当するようなもの
ではないかと思うの です が、ある意味で中立 的に 運営された団体が出 す情 報が重要だと思って お
りまして、この運営 を例 えば民間の会社がや るの もいいのですけれど も、 先ほど来ございまし た
電力会社への誘導み たい な問題がどうしても 出て きてしまうので、そ こら 辺をどう整理するか と
いうことが課題だと 思い ます。
少し御質問なので すが、生協さんで確かにこ の事 業に参入するからと いう ものがあるのですが、
例えば、私もよ く勉強不足 でわからないのです が、報 告書の55ページに「Which？」の消費者団 体
のところで、私たち の資 金源はという記載の とこ ろで、「エネルギー 供給 業者を切りかえられ る
17

際、定額の手数料を いた だきます」というも のが あり、「私たちのサ イト 運営費をカバーし、 全
ての消費者のために キャ ンペーンを行うのに 使わ れます」というよう な形になっております。 こ
こから推察するに、中立 性を確保するために運営 形態を何らかの形で 分離 するとか、あるいは 資
金源を区分経理する とかなどによって中立性 を確 保するという手段も ある のではないかという 気
がいたしまして、こ の辺 、何か今後の想定さ れる 仕組み、比較サイト の運 営的な面で、実際に 電
力の小売事業に参入 して いくことが、即、中 立性 が損なわれるという よう にならずに、一定の仕
組みのようなものを 諸外 国の事例も含めて今 後研 究されていくとか、 何か そういった方向性が、
もしおありになるかなど 、なかなか言いにく いと ころだと思いますが 、御 質問させていただけ れ
ばと思います。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

ありが とう ございます。

研究会の報告書の 範囲 では、そのことにつ いて 結論めいたことは出 して おりません。ただ、 現
時点でこれだけ状況 が進 んできている中で、 先ほ ど言いましたように 自分 の家庭でぜひやって い
ただきたいのですけ れど も、本当にどこを選 んで よいのか、わからな いの です。ある雑誌に書 い
てあることと、東京 電力 のホームページでシ ミュ レーションしたもの と、 ソフトバンクでんきで
シミュレーションし たも のと、東京ガスでシ ミュ レーションしたもの とで、結果が全部違うわ け
です。自分の設定の 仕方 が悪いのかなと思っ てい ろいろやったりする ので すけれども、どちら が
本当でどうなのかと いう のがなかなかわから ない という現実があるわ けです。そういう意味で 消
費者の多くが選択し よう と思った時に戸惑っ てい る現実があるということ を踏まえると、今、松
村委員がおっしゃる よう な比較サイトの公正 性は、これから非常に重 要な ポイントになってく る
と思います。
もう一つ大切なこ とは、現在、イギリスで も行 われている比較サイ トは 、単に比較をするた め
の情報源というだけ では なくて、それを通じ てス イッチングができる わけ です。切りかえがで き
るというところにみ そが あって、そこからア クセ スしていくと切りか えが できるようになって い
て、スイッチングを した時に比較サイトを運 営し ている会社は、スイ ッチ ングをした会社から 手
数料をいただいて、 それ を運営費にしている とい う仕組み、仕掛けで やっ ているということな の
です。スイッチング の量 が一定量かなりあっ て、 そのことについて社 会的 な理解と合意ができ て
いる状態ができれば 、１ つの形態としてイギ リス 型というのはあると 思い ます。
もう一つのやり方とし て、行政が比較サイ トをやってしまうという やり 方も、もちろんある と
思います。その際、 公正 性、信頼性はかなり 高い かもしれませんけれ ども 、非常にややこしい 問
題が多分行政の仕組 みと しては問題が発生す る危 険性があって、簡単 にで きるのかなという問 題
があるかなと思いま す。
生協自身としてや る場 合であっても、当然 先ほ ど言いましたように 生協 の事業体としてこの 電
力事業はやっている とい うことと、スイッチ ング について比較サイト をつ くっているというこ と
を完全に何らかの形 で分 離をして、そのこと につ いては全部公開をし て社 会的な御理解を得ら れ
ることができる条件 がで きてくるのであれば 、私 どもがやることは大 事な意味があるのではな い
かと思っています。 ただ 、まだそでの段階ま で研 究がまだいっていな いの で、そういう意味で は
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このイギリスのやり 方な どを含めて勉強が必 要か なと思っております 。
○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

今、白 山委 員から話がありまし たけ れども、私もどちら かと 言えばこの研究会の 報

告書は隔靴掻痒とい うか 、もう少し踏み込ん で書 かれるのを多くの消 費者 は期待していたのか な
と思いまして、お聞 きし ました。
最終的にどの比較 サイ トに中立性があって 、公 平で、そこを信じる に値 するかというのは選 ぶ
側、消費者が判断す るということになってこ よう かと思います。その 点で はこれまでのさまざ ま
な積み重ねの中で消 費者 の側に立っていて、 消費 者利益を追求してい ると いうところでは、一 歩
生協陣営は進んでお られ るかなと思いました ので 、イギリスの制度等 も含 めてぜひさらに信頼 の
おける制度はどうあ るべ きかということにつ いて も御研究いただけれ ばと 思います。
先ほど松村委員か らの 御意見もありました けれ ども、さまざまな制 度が 変わるときに、いろ い
ろな立場から当然評 価も し、意見も出し、そ れに ついて反映していく こと になろうかと思いま す
が、そのときに常に 立ち 返るべきところを持 ちな がら、それぞれの立 場か ら社会づくりを進め て
いく必要があるのか なと 思っております。
今回の電力システ ム改 革については、当初 目的 にしたこのシステム 改革 によって何を得よう と
するのか。何をもっ てこ の社会を成長させて いこ うとしているのかと いう ことに事業者側だけ で
なく、消費者側だけ でな く、常にそこをぶれ ずに 立ち返ることが必要 かな と思います。その中 で
この中にも書かれて いま すが、改善をしてい くPDCAで回していきまし ょうと いうのが現状として
は非常に私も賛同す ると ころではあります。 そこ のぶれないものを、私た ちも常に忘れないよ う
にしていくところが、消 費者委員会なり消費 者庁 の役割ではないかと 思い ますので、きょうは 非
常に参考になったな と思 います。ありがとう ござ います。
○古城座長

井手座 長代 理、どうぞ。

○井手座長代理

３ つ、 質問とコメントをし たい と思います。

１つ目は、実現し たい ７つの目的というと ころ で料金の低廉化とか 、サ ービスの質とかいろ い
ろありますけれども 、よ く言われるように300kWhとか200kWhの人は恩 恵を こうむるけれども、 少
量需要家あるいはひ とり 住まいといった人た ちは 、今回の電気の小売 自由 化にとってどのよう な
メリットがあると生 協の 方は考えていらっし ゃる のか。それをどのよ うに 評価しているかとい う
ところを１つ伺いた い。
２つ目は、資料３ −２ でスイッチングを促 進す ることで、スイッチ ング が望ましいというこ と
ですけれども、基本 的に スイッチングさせる ため には、今まで指摘さ れた ようにウエブ上であ る
とか、あるいは訪問 販売 で、イギリス等で訪 問販 売というのはいろい ろな トラブルがあったと い
う事例もありますけ れど も、ウエブ上でもな かな か正確な比較という のはできないです。ポイ ン
トであったり、ガス との 併給であったり、電 鉄会 社の何とかというよ うな いろいろなものと提 携
していますから、単 純に電気だけの比較だけ では できないので、これ は消 費者のライフスタイ ル
に合った形で自分の 合っ たサイトで選択して もら う。全く正確なもの は多 分できないと思う。
ここでスイッチン グを 促進するというとき に、 忘れてはならないの は2020年までは規制料金 と
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いうものが残る予定 にな っていますから、規 制料 金をいかに安くする かと いうところも大事だ と
思います。電力会社 の料 金メニューは全部自 由化のほうにシフトさせ るよ うな形で、例えばオ ー
ル電化についても全 部シ フトさせていくよう な感 じを受けるのですけ れど も、やはりスイッチ ン
グを促進しない顧客 も、 スイッチングをしな かっ たらどのようなデメ リッ トがあるのかという と
ころもぜひ検討して いた だきたい。
もう一つは、資料 ３− ２で８番目に競争状 態が 確認されるまで料金 規制 は解除すべきではな い
という指摘がござい ます けれども、どのよう な状 態のときに競争が進 展し ているというか、行 き
渡っていると見てい るの かという、その辺を お聞 かせ願いたいと思い ます 。
○日本生活協同組合 連合 会小熊部長

ありが とう ございます。

第１点目なのです が、委員がおっしゃると おり 現実に今、起きてい るこ とは少量需要家には 余
りメリットがない状 態に なっているのが事実 だと 思います。なので私 ども の立場からすれば、 ど
のようなことをやっ てい けば少量需要家にも メリ ットがある仕組みな りメ ニューが出てくるよ う
な形にできるのかと いう ことについて、これ は知 恵を絞らなければい けな いなと思います。
先ほど松村委員が批判 的に触れておられた３段 階託送料金みたいな もの も、そのような中で 、
そうしたら何とかな るの ではないかという議 論の １つのアイデアだと 思う のですが、いずれに し
ても、いかにしたら 少量 需要家にもメリット があ るものにできるのか 。７ つの目的の⑦に書い た
ことはそのような意 味な のです。「すべての 消費 者、すべての地域が それ らの価値を享受でき る
こと」というのは、ある 特定の消費者だけが 利益 を得て、逆にほかの 消費 者については非常な デ
メリットがあるとい う状 態を生むことは余り 望ま しいことではない。 それ はシステム改革その も
のが下手をすると失 敗だ ったという評価にも つな がる可能性があるの で、 そういう意味ではど の
ようにしたらできる のかということについて は、これはむしろ逆に専 門家 の先生含めて知恵を 絞
っていかなければい けな いと思っています。 今、 私からこうすればう まく いく、これが決め手 で
すというのはなかな か言 えないというのは正 直な ところです。
２点目ですが、電 気の 場合は今お話のあり まし たとおり、いわゆる 規制 料金が残るというこ と
で、これは非常に大 切な ことだと思っていま す。 いきなりこれがもし 電力 で外されていたら、 ４
月１日から先ほど紹 介し たようにスイッチン グが ゼロみたいな地域がでて しまうとしたら、い わ
ばそこの電力会社は 当然 利益を上げたければ４月 から値段を上げてし まう ということが発生し 得
るわけで、そういう 意味 ではこれからの４年 間を どうしていくのかと いうことが非常に重要だ と
思います。
規制料金をいかに安くするかという考え方も１つの考え方だと思いますけれども、これから
2020年以降のことを 考え たら、いずれにして も経 過措置としていずれ は撤 廃することが前提に な
って組み立てられて いる ので、そのような 意味では いかにいろいろな形 での 料金メニューだとか、
安い料金体系が出さ れて 、それで競争が起き て公 正な競争市場ができ るの かということが一番 大
切なことだと思いま す。そこをポイントとし て、 むしろ規制料金があ る４ 年間をどうしていく の
かということが、あ る意 味では非常に重要で はな いかと思っています 。
そういう意味で重 要なのがモニタリングだ と思 っています。現実の 家庭 で受け取っている領 収
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書を集めるモニター の仕 組みをつくって調査 をや ろうかということを 今、 検討しているのです け
れども、実際に料金 メニ ューはいろいろ出ま すけ れども、最終的には領収 書に書かれた電気料 金
がいかに変わってい くの かというのが一番大 事な 部分だと思います。そう いったものは私ども生
協でも検討しており ますが、いわゆる行政ベ ースの物価モニターによ る消 費者ベースでのモニ タ
リングというものを しな がら現実にどう推移 して いるのかということ をチ ェックしていくこと が
非常に重要ではない かと 思っています。
３番目の御質問の 競争 状態の確認というの も、 今お話したことと非 常に かかわっているわけ で
すけれども、少なく とも 何％がほかの新規参 入者 が占めていればいい かと いうのは、それはい ろ
いろなレベルの議論 があ ると思います。15％がい いとか、30％がいい とか 、それはいろいろな 議
論があって、それは それ でいいと思うのです けれ ども、少なくとも消 費者 から見たときに、比 較
的容易に負担のかか らな い形できちんと別の 選択 肢がまず用意されて いる ことが最低の条件だ と
思います。
きょうは電力の場 なの でガスのことは別の 話で すけれども、ガスの 場合 には今、審議されて い
るのは、都市ガス内 で仮 に競争がなくてもLPガス と競争しているから とい うことで、一定の比 率
であれば外していい ので はないかという議論 がさ れています。しかし 、消 費者が都市ガス同士 の
中で切りかえるとい うの は比較的容易だと思 うの ですけれども、ではLPガ スに変えるのはそん な
に簡単なことなのか どう かということを現実 問題 として考えることが非常 に大事だと思います 。
競争状態というのも 現実 に地域における消費 者、 例えば九州電力なら 九州 電力管内できちんと ス
イッチングが現実的 に行 われていて、なおか つ消 費者が選択できる、 容易 に切りかえることが で
きるような状態が確 認で きるかどうかという ことが大事ではないかと 思い ます。その基準のあ り
方については、いろ いろ な議論をしていくこ とが これから大事だと思 って います。ありがとう ご
ざいました。
○古城座長

矢野委 員、 どうぞ。

○矢野委員

松村委 員の 発言で感じたことが あり ましたので、きょう の小 熊さんから報告され た

ことと重ねて少し意 見を 述べさせていただき ます 。
消費者利益と事業 者利 益というのは、必 ずしも消 費者と事業者の立場 が対 等ではないところで、
私たちの寄るべきと ころ はやはり消費者基本 法で あったり、そこに盛 られ ている理念や消費者 の
権利がきちんと確保 され ることが大前提にな ると思います。その上で 消費 者代表の委員がどう か
かわっていくかとい うこ とは常に研鑽してい かな ければいけないこと です が、本日の御報告の と
ころでも、結論のと ころ で消費者の参画と意 見反 映の仕組みが肝要と いう ところで、参画のあ り
方というか中身の問 題が 常に問われているの ではないかと思っており ます 。
そういう意味では 、そ の次の報告書に盛ら れた ３章の生協が果たす べき 役割の１番の、主体 的
な消費者組織として 、ま さに消費者が主体的 にか かわるということは 、よ りよき社会の形成者 と
して目指しているも のに 向かってどのように かか わっていくのか、会 議等 で意見を述べるとき に
もどのようにそこに 参画 していくのかという こと が非常に重要になっ てい くと思います。です か
らそのようなことを 常に 心しながら、かつ基 本的 な消費者の権利や基 本法 に盛られたことを大 事
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にしながら、学習も 含め て進めていかなけれ ばい けないかなと思いま すの で、生協でもそうい っ
たことを積極的に行 って いただきたいと思っ てお ります。
以上です。
○古城座長

もうそ ろそ ろ時間も押している ので 、どうしてもという もの でなかったら。どう し

てもですか。
○古賀委員

今の矢 野さ んの意見に同調する もの なのですけれども、先ほ ど、アンケートにつ い

ての御意見があった と思 うのですが、アンケ ート というのは何か新し いこ とをするときの参考 の
ためによくされるも ので すけれども、あくま でも 現状の時点における 状況 で将来的希望とか、 過
去の経緯を含め、対 象の 人たちがこうしたい 、あ あしたい、それにつ いて どう評価するかとい う
ことであって、松村委員 の発言とは時間軸の 捉え 方が違うのではない かと 思ったのです。アン ケ
ートでの意見や希望 と将 来的に消費者がどの よう な選択行動をしたか が違 っているというのは当
然のことであって、 それ はまさに制度設計自 体の まずさといいますか 、実 際の制度環境が消費 者
が望んでいたものと大幅 に違っていたという こと ではないかと思いま す。
それから、消費者 代表 についても日生協さ んは もちろん事業もやっ てい ますけれども、消費 者
代表として行くとき は、 いろいろな消費者団 体の 意見も含めて提案し たり 意見を述べていらっ し
ゃると思いますので 、そ このところは消費者 代表 という捉え方は、も う少 し実情を踏まえて厳 密
に考えていただきた いと 思います。
○古城座長

いろい ろ御 意見があるかと思い ます が、次の報告も用意 して おりますので、この セ

ッションはこれで終 わら せていただきたいと 思い ます。日本生活協同 組合 連合会、小熊部長に お
かれましてはお忙し い中 、審議に御協力いた だき ましてありがとうご ざい ました。

≪３．海外での電力小売りに係る消費者取引に関するヒアリング≫
○古城座長

続いて の議 題は、海外での電力 小売 に係る消費者取引に関す るヒアリングです。 一

般社団法人海外電力 調査 会の大西主任研究員 にお 越しいただいており ます 。
大西主任研究員は 、海 外の電力自由化の現 状と 課題などについて研 究を されており、本日は 海
外の電力自由化の動 向と 料金メニューや消費 者保 護策等について御説 明を いただき、その後、 意
見交換を行いたいと 思い ます。
それでは、大西主 任研 究員、御説明をお願 いい たします。大体30分 程度 でお願いいたします 。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

ただいま 御紹 介に預かりました、 一般 社団法人海外電力調 査

会の大西と申します 。
中立的な立場から、今 回は、主に海外主要 国に ついて小売電力市場 の動 向及び消費者保護の 取
り組み、トラブル事 例等も含めて紹介させて いた だきたいと思います 。
お手元の資料の３ ペー ジ目、小売電力市場 の自 由化、電気料金の動 向と いうところから、時 間
も限られております ので 、端折りながら説明 させ ていただきます。
４ページ、そもそ も欧 米で電力の自由化が 導入 された背景というの は、70年代の景気低迷の 時
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代に公益事業の民営 化、 規制緩和といった小 さな 政府を志向する中で、電 気事業も例外なく規 制
緩和が行われるとい う背 景があったことが重 要で ございます。また、小規 模電源もコスト的に 大
規模電源に対抗でき るよ うな技術進歩があっ たと いうところで発電部 門の 自然独占性が減退し て
いったということで 、発 電部門、小売部門を 自由 化していこうという こと で電気事業者の経営 効
率化、活性化、電気 料金 の低廉化、サービス 品質 の向上といったこと が実 現されるのではない か
という期待があって、欧 米で自由化が導入さ れた と考えております。 そう いう意味では発電・小
売部門というのは競 争原 理を導入一方、ネッ トワ ーク部門は競争でき ませ んので、自然独占性 に
基づき独占体制を維 持し ていく。ただ、垂直 統合 事業者の場合は発電・小 売部門をきっちり分 離
していかなければ、 公平 なサービスが提供で きな いということが懸念 され て、発送電分離とい う
議論に至ったわけで ござ います。
５ページ、これは 欧米 諸国における小売市 場の 自由化というところ で、 アメリカでは90年代 末
から家庭用需要家を 含め て全面自由化が導入 され ておりまして、現在 は13州＋ワシントンD.C.、
右の図で示させてい ただ きますと、赤色の州 が全 面自由化を実施して いる 州でございます。主 に
テキサス州とアメリ カの 北東部の地域が自由 化さ れていることになっ てお ります。
一方、欧州でございま すけれども、イギリ スが99年に家庭用を含め た全面 自由化を実施、ドイ
ツも98年に実施、フ ラン スについては少し遅 れて2007年に全面自由化 という 、少し国によって全
面自由化の導入時期 が異 なっております。
６ページ、次に欧 米諸 国における電気料金 の推 移というところで傾 向を お示しさせていただ き
ます。
まずアメリカでご ざい ますけれども、左下 の図 でございます。これ は全 面自由化州、先ほど 申
し上げました13州＋ ワシ ントンD.C.の単純平 均の 価格でございます。 水色 が非自由化州という と
ころで、これも単純 平均 で価格をまとめてお りま す。これから言える こと は、基本的に全面自 由
化州というのは、も とも と全面自由化する前 から 電気料金が割高であ った こと。だからこそ自 由
化を入れて電気料金 を低 減させたいという期 待が あったという背景が ござ います。ただ、2000年
代に入って自由化し たも のの、全面自由化州では 規制料金が撤廃され てい ますので燃料費とか 追
加コストを電気料金 に転 嫁しやすい。そうい う意 味で2000年代前半か ら高 騰した燃料価格を転 嫁
しやすかったという 背景 もあって、赤色のグ ラフ 、カーブが急峻にな っているように、自由化 州
のほうが電気料金が 急峻 に上がってしまった とい うことでございます 。
次に、右の欧州の ほう でございますけれど も、 これはドイツ、フラ ンス 、英国と電気料金の 推
移を示させていただ いて います。もともとヨ ーロ ッパのほうは、この ３カ 国に関してはそれほ ど
大きな開きはなかっ たの ですけれども、2000年代 前半からの燃料費高 騰、 それ以降の再エネ賦 課
金の転嫁というとこ ろで 、特にドイツに関し ては 家庭用の電気料金はかな り上がっております 。
ドイツの場合、再エ ネ賦 課金の増加がインパ クトを与えておりまして、例 えば2000年時点で１ 世
帯当たり、大体月額約80円 だったのが、2014年には 約 2,400円に急増という こと で、料金自体も98
年と比較して２倍程 度の 水準になっていると いう 状況でございます。 フラ ンスについては原子 力
比率が80％、また規 制料 金が自由化後も存続 して いる理由で、電気料 金は 比較的安価な水準を 保
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っておりますけれど も、 最近フランスでも再 生可 能エネルギーの固定 価格 買取制度を導入して お
りますので、再エネ 賦課 金の転嫁によって、黄色 のグラフですけれど も、若干上がってきてい る
という状況でござい ます 。
７ページ、新規事 業者 のシェアを御紹介さ せて いただきます。アメ リカ はテキサス州は比較 的
自由化した成功事例 とよ く言われています。 ここ で成功したという理 由で すが、料金が低減し た
ということではなく て、 スイッチング、いわ ゆる 新規事業者のシェア が増 えたという意味で成 功
したと言われており ます 。右の図を見ていた だけ ればと思うのですけ れど も、青色のグラフが テ
キサス州でございま す。 家庭用の部門でござ いま すけれども、テキサ ス州 の場合、2002年１月 か
ら全面自由化を開始 しま して、2002年から2006年 まで規制料金も併存 して 提供されていた状況 で
ございます。ただ、 規制 料金がある中で新規 事業 者のシェアが増えて いっ た。これを成功事例 と
見なしていることに つい ては、次のページで 少し 説明させていただき ます 。
あと、イリノイ州 だと かオハイオ州あたり も、2009年か2011年ぐら いから 新規事業者のシェア
が増えております。 これ は様々な理由があり ます が、最も大きな理由 だと 個人的に考えている の
が、地方自治体によ る需 要集約制度が導入さ れたことです。これは市 町村 が需要家を集約して 一
気に小売事業者を変 えて しまうという仕組み でご ざいます。例えば、イリ ノイ州のシカゴ市も こ
の需要集約制度を導 入し たのですけれども、 一気 にシカゴ市では数十万軒 が需要家を切り替え た
という事例もあって 、ア メリカの自由化州で 需要 集約制度を入れてい る地 方自治体では、スイ ッ
チングのインパクト に効 いてきています。
８ページ、先ほど 申し 上げましたテキサス 州の 事例について御紹介 させ ていただきます。テ キ
サス州は先ほど申し まし たように2002年から 自由 化が始まって、2006年ま で規制料金があった 。
一般的には規制料金 とい うものを低減しなけ れば いけないといった発 想が ある中でテキサス州 と
いうのは実は規制料 金を 高く設定していった とい う特殊な事例でござ いま す。右下の図のテキ サ
ス州における規制料 金の 競争料金の推移とい うグ ラフを見ていただけ れば と思うのですけれど も、
これはテキサス州の 公益 事業委員会が作成し たグ ラフでございます。 紺色 のグラフが規制料金 、
既存事業者が当局の 認可 を得て出している規 制料 金でございます。赤色が いわゆる新規事業者 が
出している競争料金 の最 安値で、水色が競争 料金 の平均値。黄色い線 は先 物ガス価格というこ と
で、軸は右軸になり ます 。
何が言いたいかと いう と、規制料金のほう が一 貫して高い水準にあ った 。例えば顕著なのは、
規制料金が廃止され る１ 年ぐらい前の間の出 来事 でございますけれど も、 黄色の線の先物ガス 価
格が2005年末ぐらい から 下がっているにもか かわ らず、規制料金は下 がっ ていない。一度たり と
も下がっていない。 競争 料金のほうが下がっ てい た。結局、規制料金 を高く設定することで新 規
事業者が逆に入りや すい 環境となっていた。 だか ら新規事業者のシェ アが増えた。シェアが増 え
たというのはある意 味、 成功事例だったと言 われ ておりまして、一般 に我 々が考える料金が安 く
なったから自由化が 成功 したという考え方で はな いのです。このよう な見 方もあるということ で
１つ事例を紹介させ てい ただきました。
９ページ、こちらは欧 州の新規事業者のシ ェア でございます。ドイ ツ、 フランス、英国と事 例
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を挙げさせていただ いて おりますけれども、 基本 的に国ごとにいろい ろ競 争環境が違いますの で
何とも言えないので すけ れども、この右下の シェ アの推移のグラフを 見て いただければと思う の
ですが、ドイツは98年に 家庭用を含めた全面 自由 化をして、現在、20％を 超えたあたりでござ い
ます。そういう意味 では16年かけてようやく ２割程 度の新規事業者のシ ェア になった。フランス
は2007年から始まっ てお りますので10％に達 して いない程度。逆にイ ギリ スに関しては99年か ら
始まって、現在60％ 程度 。先ほど地域間格差 とい う話も出たのですけ れど も、イギリスは14配 電
地域がございますの で、 その配電地域毎の新 規事 業者のシェアがどれ ぐら いだったかという平 均
値が公表されていま す。例えばヨークシャー地域 ですと７割ぐらいが 新規 事業者のシェア。一 方
で北スコットランド のほ うは、まだ3割程度のシェ アということで、地域間の スイッチングの格差
がどうしても起きて しま うというのは、海外 事例 を見てもあるのでは ない かと考えております 。
次のページにまい りま して、これから小売 事業 者が自由化下におい てど のような競争戦略を と
っているのか。逆に 消費 者にとってどのよう なト ラブルがあったのか 。そ ういった事例を御紹 介
させていただきます 。
11ページ、料金メ ニュ ーでございます。一 般的 に規制時代というの は規 制料金、我々変動価 格
型料金と言っており ます けれども、要は不定 期に コストが上がれば料 金を 変えていくというの が
一般的だったのです けれ ども、自由化になる と様 々な料金メニューが出て きます。一般的に導 入
されているのが固定 価格 型料金でございます 。こ れは一定期間におい て料 金単価を固定化する と
いうところで、消費 者に とってみれば料金単 価の 変動リスクを回避す ると いうメリットはあり ま
すし、小売事業者の ほう も一定期間、需要家 をつ なぎとめることがで きる というメリットがご ざ
いますので、比較的 この 固定価格型料金はよ く利 用されているような 状況 でございます。欧米 諸
国では電力、ガスの セッ ト販売というのは確 かに 行われております。 ただ 、私が知る限り、セ ッ
ト販売したからディ スカ ウントをやっている とい うのは海外事例で実 はそ れほどなくて、イギ リ
スでそのようなセッ ト販 売をすることによっ て割 引をしますよ、ディ スカ ウントしますよとい う
事例を見つけること がで きるぐらい。かつ、 セッ ト料金することによ って、単体で契約するよ り
も２％程度割引が出 ると いう相場観でござい ます 。そういう意味では 我が 国においてはセット 販
売というものが流行 っていますけれども、海 外で はそれほど実は一般 的で はないのではないか と
いう見解を私的には 持っ ています。
３ポツ目でござい ます 。これはイギリスの 事例 ですけれども、アメ リカ だとか他の国でも言 え
ることなのですが、 家庭 用消費者が小売事業 者を 変更する理由。これ は割 安な電気料金の変更 と
いうのは一番多くご ざい ます。先ほどアンケ ート という考え方と、実 際の 実績はどうなんだと い
う話とも少し関連す るの ですけれども、ここ で言 う小売事業者の変更 理由 というのは、小売事 業
者を実際に変更した 人が どう感じたかという 数字 でございます。だか ら一 般的な消費者がどう 思
っているかとは少し 違う ということでござい ます 。何が言えるかとい うと 、実際に切り替えた人
というのは電気料金 が割 安なほうがいいとい うの が変えた理由で、こ こで 顕著なのがグリーン 料
金契約への切り替えとい うものが、2015年調 査でDECCというイギリス の環境 省の調査でございま
すけれども、実は２ ％程 度しかいないという こと でございます。
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そのような意味では、 アンケートと実績に は乖 離が実際にはあるの では ないかと私的にも考 え
ているところでござ いま す。
12ページ、料金メ ニュ ーに対する規制強化 。本 来、自由化下におい ては 料金メニューに対す る
規制は、競争原理が 働く だとかもしくは事業 者の 創意工夫を重視する とい う観点から立てば、 で
きる限り介入しないほう がいいということで はあ りますけれども、例 えば イギリスのように2010
年時点で400種類ぐら いの 電気料金メニューが 提示 されたとなると、やはり消 費者がおじけついて
しまう。要は選べない。選 べないから逆に変え ないという思考に陥るこ とが あった。ちなみに400
種類というのはOfgemとい う英国の規制機関の デー タでございます。
このため、2013年にイギ リスではOfgemという 独立 規制委員会が中心に なっ て制度改革を行って、
料金メニュー数の制 限等 を導入しました。今 まで10種類、20種類出し ていた 料金メニューを４種
類以内に抑えなさい とい う制限を行った。あ と、 料金の標準化、簡素 化。これも様々な料金メ ニ
ューがあったのですが、 基本的には基本料金 プラ ス従量料金の料金体 系に 統一してくださいと い
うことにした。注目 すべ きは消費量に基づく 段階 別逓減・逓増料金も 原則 禁止されていること で
す。これは需要家が実際 に料金比較する時に 消費 量毎に電気料金の単 価が 違うと小売事業者間 の
比較ができないから 、消 費者はなかなか選択 でき ないのではないかと の配 慮からこのような規 定
を入れております。 ディ スカウント、抱き合 わせ 販売、ポイントサー ビスについても基準を作 っ
ています。例えば、ディ スカウントに関して は、 初めに契約する時に ディ スカウントをするの だ
ったらいいのですけ れど も、１年間の契約後に契 約を継続してくれた からその時点でようやく デ
ィスカウントを行うこと は禁止されている。
13ページ、次に小 売事 業者の競争戦略。事 業者 はどのように考えて 事業 を行っているかとい う
ところでございます けれ ども、ここもイギリ スの 事例を紹介させてい ただ きます。２ポツ目で ご
ざいますけれども、 実は イギリス自体、系統 規模 が東京電力と大体同 じく らいなのです。そこ に
大手事業者６社がひ しめ いている。６社とい うの は家庭用シェアの９ 割を 占めていて、いわゆ る
寡占状態です。その かわ り電力間競争が激し いと いう市場でございま して 、残り数％をめぐっ て
20社程度の小規模事 業者 が競争しているよう な状 況でございます。こ の６ 社が90％を占めてい る
ということで、６ 社がどの ような料金改定を行 って いるのかというのをOfgemという独立規制機関
が調べており、右の グラフ でございます。ほぼ 同じタ イミングを見計らっ て料 金を変更している。
そういう意味では自 由化 になるとマーケット リー ダーと言われている 小売 事業者がまず料金を 改
定して、それに追随 して いくという行動をと り始 めるというのが、こ のグ ラフから分かるので は
ないかと考えており ます 。
14ページ、では 小売事業 者は需要家に対してどの ような営業活動を行 って いるのかについては、
大きく２つございま す。 １つが受信型営業、 インバウンドと呼ばれて いま す。もう一つが発信 型
営業、アウトバウン ド。 受信型営業というの は消 費者からの問い合わ せと か、消費者が価格比 較
サイトとか、そうい った ところにアクセスし てき た段階で営業を行う とい う、あくまで受け身 的
な営業活動を行って いる というのが前者のほ うで ございまして、後者 のほ うは発信型というこ と
なので、アクティブ に消 費者に対して戸別訪 問販 売を行うだとか、電 話勧 誘販売を行うだとか 、
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ダイレクトメールを 送付 するとか、こういっ た活 動が後者のアウトバ ウン ド、発信型営業と言 わ
れています。
消費者トラブルで 一番多いのが後者の戸別 訪問 販売や電話勧誘販売 。小 売事業者が消費者と接
触するので、どうし ても トラブルが発生して しま う。そのため、電力 間競 争が厳しくなればそ う
いうトラブルが多く なり ますので、場合によ って は規制機関から罰金 、補 償金を科せられる傾 向
が近年出てきており ます 。
右のグラフを見て いた だければと思うので すけ れども、水色が2010年に 調査した数字でござ い
まして、薄紫色が2015年 調査。料金比較サイ トと いうのは一番上にあ りま すけれども、実は2010
年断面では戸別訪問 販売 よりも営業手法とし ては 少ない。15年には40％に 伸びている。逆に戸 別
訪問販売は2010年断 面で は34％だったが、2015年 は10％に落ちている 。こ れは罰金だとか制裁 が
加えられたために、小売 事業者が戸別訪問販 売を やらなくなってしま った 。その意味で大きな 変
化があったと見てい ただ ければと思います。
15ページ、トラブ ルが 一般的には規制時代 より は当然多発するとい うこ とでございますけれ ど
も、先ほど申し上げ まし たように2012年から2014年にかけてイギリス では 不適切な営業活動を 行
ったということで、大手 事業者６社に全て罰 則を 科している。６社は何ら かのトラブルを起こし
ていたということで ござ いまして、この期間だけ の 罰則金、補償金の総額は 約4,000万ポンド、約
70億円となっていま す。 小売ライセンスから 外れ た違法行為というの は様 々ありますが、代表 的
な違法行為としては、青 色で提示させていた だい ています。一番多い のは需要家の消費電力量 の
実績値を全く考慮せ ずに 、需要家にいい加減 に営 業をかけている事例。営 業の人は需要家がど の
くらいの消費をして いる のかを把握せずに、この 料金メニューはいい です よみたいなことをや っ
ていたとか、基本的 な電 力供給条件を提示せ ずに 、知らないうちにス イッ チングをさせていた と
か、割高な料金メニ ュー を意図的に需要家に 勧め ている等があります。こ ういうトラブルが発 生
しております。
16ページ、先ほど から 比較サイトについて の話 が出てきたので、イ ギリ スの事例を少し使っ て
説明させていただき ます 。その前に欧米の傾 向な のですけれども、欧 州は イギリス含めてフラ ン
スもそうですし、ド イツ も基本的には民間団 体や 民間企業がこのよう な比 較サイトを運営する こ
とが一般的でありま す。 一方でアメリカは、規制 当局が料金比較サイ トを 開設している傾向が あ
りまして、欧州とア メリ カで違う。アメリカ の場 合、規制機関がやっ てい るということで非常 に
シンプルな内容にな って います。基本的には 掲載 情報というのは会社 名、 メニュー名、価格等 の
シンプルな構成とな って いますけれども、民 間サ イトがやるといろい ろな 創意工夫があるとい う
ことでございます。例えば 、イギリスの料金比較サイ トuSwitch？は運営開 始が2000年ということ
で 、 1999年 に 全 面 自 由 化 が イ ギ リ ス で は 行 わ れ て い る の で 、 そ の 翌 年 に 開 設 さ れ て い ま す 。
uSwitch？という会社 は、利用者の投票をもと に顧 客対応ランキングを 公表しています。逆にその
結果を電力会社が自 社の ウエブサイトで広告とし て掲載するというこ とで 、自社がこれだけ消 費
者から信頼されてい ると いうことをアピール する ために使う。こうい う創 意工夫もございます。
ただ、そうは言っ ても 民間が行う限りにお いて は、何らかの形で一 定程 度ガイドラインを敷 い
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ておかないと、需要 家が だまされてしまう、需要 家の混乱を招いてし まうといった懸念があっ た
のだと思います。料 金比 較サービス実施規則 をイ ギリスでは策定して おり ます。
下が概要でござい ます。ポイントになるとこ ろを 少し赤字で書かせて おい ておりますけれども、
一番重要なのは小売 事業 者から独立性を確保 して おくことでございま す。 もちろん小売事業者 か
ら手数料を受領する 、そ れで運営していくこ とは 可能でございますけ れど も、消費者への情報 提
供や公平性を確保す るこ とは、このガイドラ イン で決められておりま す。 例えば、料金比較結 果
とは別の小売事業者 を推 奨することは禁止し てご ざいます。今、日本 でも レストランの比較サ イ
トみたいなところで 検索 はできますけれども 、あ るレストランのオー ナー さんが少しそのサイ ト
にお金を払えば上位 のほ うに結果が出てくる ようなりますが、この規 則だ とNGです。かつ、料 金
比較ページ上におい て特 定の小売事業者の広 告を 載せることも禁止。 価格 順で比較したのであ れ
ば、最も割安な料金 から 表示しなさいという こと も規定してございま す。
先ほどサービス品 質と いうところで、顧客 対応 ランキング等を公表する こともできるとお話 し
しましたが、ランキ ング の基準を主観的に比 較サ イトの運営者が決めてし まう恐れもありますの
で、規制当局にこう いう 基準でランキングを つく っているといった評 価方 法をきちんと報告し た
上で、それに則って小売 事業者の評価を決定 する とことであれば認め られ るという前提条件が あ
ります。
17ページ、これは 規制 料金の適用事例とい うと ころで、一般的には 欧米 諸国というのは規制 料
金と言われるものは 自由 化されてから廃止さ れて いく傾向でございま す。 ただ、これは国によ っ
て違っていて、例え ばフ ランスに関しまして は、家庭用需要家への料 金に ついては規制料金を 今
後も続けていくこと を表 明しています。そう いう 意味ではフランスで は既 存事業者のフランス 電
力会社（EDF）が規制料金 と競争料金を２つ提 示し て、需要家に電力供給を行 っています。EDFは、
原子力が中心の会社 です ので発電原価が安い傾向 があります。発電原 価を 考慮されて規制料金が
策定されているためEDFの 規制料金比較的安く 設定 されてございます。
この右上のグラフ でご ざいますけれども、 これ はフランスにおける小売 事業者毎の電気料金 の
支払額でして、黄色の線が既存事業者のEDFが提 示し ている規制料金の支 払額 です。大体このぐら
いの水準。一方で上 のほうでEDFは競争料金を出 して いますが、比較的割 高に設 定されております。
最近は新規事業者も 割安 なメニューを出して おり まして、一番安い会 社で 言うとDirect Energie
という会社があり、410ユ ーロ程度の年間支払 額と なっています。この水準は 規制料金より５％ぐ
らい割安な水準でご ざい ます。競争料金がも っと 割安であれば、需要 家が スイッチングを行う傾
向が強まるかもしれ ませ んが、規制料金より も５ ％程度安いというこ とだ と、先ほど冒頭で申 し
上げましたようにフ ラン スの家庭用需要家の 新規 事業者のシェアは10％い かない程度なので、 な
かなか新規事業者の シェ アは増えづらいのか なと いう印象を抱いてお りま す。
次に苦情処理、経 済的 弱者の保護について 若干 コメントをさせてい ただ きます。
19ページ、欧米諸 国に おける苦情処理手続 とい うところで少しまと めさ せていただいており ま
す。これはざっくり 言う と一番下の図の苦情 処理 の流れというところ をま ず見ていただければ と
思います。電力会社 の中 に顧客オンブズマン とい う部署を設置してお りま す。ここに先ず需要 家
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は苦情を提出するこ とか らトラブルの処理手 続が 始まります。顧客オ ンブ ズマンは事業者内の組
織ですけれども、一 般的 には事業者の利害か ら独 立して、消費者と解 決策 を共に模索していこ う
という部署でござい ます 。
これでトラブルが 解決 しなければ、いわゆる裁 判 外紛争解決手続機関（ADR）に申し立てが行わ
れる流れになります。ADRは各国で指定されて ござ いまして、例えばドイツだ とエネルギー調停機
関（SSE）がADRを担 当し て、職員数は17名程 度。2013年度の電力・ガ スの苦 情申請数は9,600件。
また、独立規制機関 の連 邦系統規制庁（BNetzA） も苦情処理をやって おり まして、電力・ガス の
苦情申請数は１年で １万7,500件、結構な数でござ います。
フランスについて は、エネルギー全国仲裁 機関 （MNE）という組織 を置い てADRをやっている の
ですけれども、職員 数は46名で、年間予算が 大体６ 〜７億円程度。2014年の 電力・ガス苦情申請
数が１万4,000件。需要家 軒数全体で見ると10万軒 中50件の申請数があ った ということで、かなり
のボリューム感があ りま す。
右の円グラフでご ざい ます。どのような苦 情が 多いのかというのを 示し ておりまして、上の ド
イツの場合だと47％ が料 金・消費量データで、あ と38％が契約内容 。下のフラ ンスに関しては60％
程度が消費量データ 、料 金請求書。これらの デー タを見る限り、需要 家は 自身の消費量データ が
本当に正しいのかど うか、それが料金として適切 に整合が取れている かど うかということに一 番
関心を持っているよ うで す。こういう非常に 細か い苦情がどんどん申 請さ れますので我が国で も
自由化をしたらこの 種の苦情トラブルが増え てく るのではないかと考 えら れますし、受け入れ 態
勢をしっかりしてお かな ければいけないので はな いかと思います。
20ページ、欧米諸 国に おける経済的弱者の 保護 策というところでご ざい ます。こちらは自由 化
をすることになると、小 売事業者が消費者サ ービ スを需要家毎に差別 化で きるというのが前提 に
なりますので、そう いう 意味では一番恩恵を 受け ない経済的弱者にい かに 配慮をしていくのか と
いうのが一番重要な ポイ ントになってくると 思い ます。各国で様々な経済 的弱者への保護策があ
りますが、例え ば料金滞納 者に対する供給遮断 の制 限、料金支払い の費用補助、割引料金の適 用、
無料エネルギー診断 の実 施をして省エネをし てく ださいというコンサ ルを 行う、未払い料金の 延
滞設定、このような数々 の救済措置を導入し てご ざいます。
最後に21ページ目 でご ざいますけれども、 まと めということで個人 的な 意見をここで少しま と
めさせていただきま すと、まず２ポツ目につ いて大多数の需要家は、 割安 な料金への変更を希 望
していることが一般 的な傾向でございます。 その意味では需要家が自 身の 電力消費実態をきち ん
と把握して、適切な 料金 メニューを選択できるか どうかということが 重要 でございます。これ を
実現するためには需 要家への啓蒙活動は非常 に重 要な対策だと考えら れま す。悪意ある小売事 業
者がもしかしたらい るか もしれない中で、需 要家は自分自身を守って いか なければいけない。こ
の部分が最も重要で はな いかと個人的には考 えて おります。
３ポツ目は、イギ リス の事例を紹介させて いた だきました。料金メ ニュ ーが複雑になったり多
数になったりしたと いう ことで需要家の混乱を招 いたという背景から規制 強化策を講じたわけ で
ございますけれども 、個 人的には相当程度の 理由 がない限り、小売事 業者の料金メニューに対 し
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て規制強化を導入す ると いうのは、慎重にし たほ うがいいのではない かと 考えております。小 売
事業者の料金メニュ ーの 創意性というのは、規制強 化によって減退する恐れ もあります。例えば、
先ほど申し上げまし たよ うに、イギリスは電 気料 金メニューを４種類 まで 限定しなければいけ な
いということになり まし たが、大手の小売 事業者は グリーン料金メニュ ーを真っ先に外しました。
２％程度の需要家し か興 味を持っていないグ リー ン料金にコストをか ける よりは、もっと多彩 な
固定価格型料金を入 れた ほうが、４種類のメ ニュ ーに限定されている 中で は多くの需要家が選 ん
でくれると考えてし まう のではないかと思量 され ます。従いまして、料金 メニューの規制強化 は
そのような弊害もあ るの で、慎重に行ったほ うが いいのではないかと 考え てございます。
次に比較サイトに つい てです。比較サイト は一 定の公平性を担保す るこ とは必要なのではな い
かと考えております 。全 くガイドラインなし にや ってしまうと、レス トラ ンの比較サイトと変 わ
らない料金比較サイ トに なってしまう恐れも ござ いますので、ある程 度消 費者の保護を優先す る
のであれば、何らか 対策 はしておいたほうが いい のではないかと思い ます 。
最後に、苦情処理 についてはイギリスやフ ラン ス、ドイツの事例を 見る 限りにおいては多く の
苦情件数が来ていま す。受け入れ態勢をきっ ちり しておかないと、そ れが またトラブルの種に な
っていく恐れもあり ます ので、苦情処理体制はき ちんと担保していっ たほ うがいいのではない か
と考えております。
以上、駆け足で説 明さ せていただきました 。あ りがとうございます 。
○古城座長

どうも あり がとうございました 。

御説明いただいた 内容 について御質問、御 意見 のある方は発言をお 願い いたします。
陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

非常に 貴重 な資料をありがとう ござ いました。

お聞きしたいこと が幾 つかあるのですが 、まず大 西さんも最初におっ しゃ っていましたように、
成功したかどうかは スイ ッチングが広がった かど うか、進んだかどう かと いうところで見て、 成
功したかどうかとい うこ とでお話をいただい たの ですが、スライド４ にも 書いてあるのですが 、
自由化することによ って このようなことが期 待さ れていましたよとい うこ との中で、小売電気 料
金の低廉化とサービ ス品 質の向上というのは 消費 者にとっては非常に 重要 な項目が入っており ま
すが、トレンドとし ては 上がる方向にしか動 いて いない。もしこのス イッ チングがなかったら も
っと上がっていまし たよ とか、もっとサービ スが 低下していましたよ とい うような予測がある の
でしょうか、どうで しょ うかということ。
もう一つは、自由 化し たら当然のようにさ まざ まなコストを電気料 金に 転嫁しやすいので、 上
昇スピードは急峻で あっ たという報告がされ てい ます。では反対に石 油な んかもどんどん下が っ
てきているという状 況の 中で、例えば下がる ほう に環境が動いたとき に、 これは同じようなス ピ
ードあるいはなかな か上 げるスピードと同じ よう にはならないかもし れな いけれども、確実に 下
がっていますよとい うよ うな検証ができるの かど うか。もしこれが下 げら れていないときに、 消
費者としてどこかで これ について意見を言っ たり 、あるいは何らかの 監視 組織のところから指 導
あるいは罰則という よう なものがあるのかど うか、そのあたりを教えて いた だけますでしょうか。
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○海外電力調査会大 西主 任研究員

ありがと うご ざいます。

まず１点目の自由 化を しなかったら、もし かし たらもっと上がって いた のではないかという 御
質問なのですけれど も、 そこはなかなか量り 兼ね る部分があって、そ うい う意味では計測がし に
くい面があるのかな と考 えております。
２番目の燃料価格が上 がっている時に電気 料金 が上昇するスピードと同 じスピードで燃料価 格
が下がっている時に 電気 料金が低減するかど うか 。ここも非常に難し いと ころでございまして 、
例えば13ページ目の 既存 大手事業者の料金水 準がどのように動いてい るの かというところを見 て
いただければと思う ので すけれども、やはり 自由 化になると小売事業 者が 料金をどのタイミン グ
で引き下げるのか、 どの タイミングで上げる のか というのは決めるこ とが できますので、燃料 価
格が上がったからす ぐに 引き下げるという行 動に 出るかどうかという のは 、その時々の競争環 境
に由来するのではな いか と思います。例えば、競 争が余り起きていな い場 合であれば、燃料価 格
は下がったとしても競争 がなければ電気料金 をそ のまま引き止めてお いて も、もしかしたらい い
という発想もありま すし 、逆に大手が引き下 げた のであれば、自分の 会社 もすぐに引き下げな け
ればいけないとか、 その ような発想に至るか もし れませんので、それ は時 々の市場環境による と
ころがあるのではな いか と思います。
もし電気料金の引 き下 げのスピードがおか しい ではないかと規制機 関が 判断する時に、指導 が
あるのか、罰則はあ るの かという話でござい ます けれども、基本的に はな いと考えております 。
これは同じ13ページ のOfgemという独立規制委 員会 が、小売電力市場の調査をやっております。い
わゆるマーケットリ ーダ ーが上げ下げしたら 、追 随して同じ幅で上げ てい くという行動は、実 は
談合しているのでは ない かとか、カルテルが 実は あるのではないかと いう ところまで独立規制 委
員会は調べ上げたそ うな のですけれども、結 局な かった。どこの会社 が、 どのタイミングで、 ど
のくらい上げるのか は、 電気料金が他の商品 やサ ービスとは違って非 常に ある意味シンプル。 余
り差別化するところ がな いので、ある程度経 験を 積めばどのタイミン グで この会社は上げるか分
ってくるので、そう いう 意味では暗黙的に分って しまう。そういう意 味で 一緒に追随していく よ
うな流れになってい るの で、Ofgemも談合、カ ルテ ルとかないと結論付けて います。
○陶山委員

関連し てよ ろしいですか。お聞 きし たかったのは、スイ ッチ ングが進んだという こ

とを成功の指標にさ れて いたのですが、当初 期待 したところから言え ば逆 の方向に動いている よ
うに見えるのですが 、そ れと見合わせたとき に果 たして成功だったの かと いうことと、もしそ れ
を成功だと言うので あれ ば、スイッチングし なか ったときにもっと実 は上 がっていたので、ス イ
ッチングが進んだの で、 これが成功でしたよ とい うことが言えるのか どう かということをお聞 き
したかったというこ とで す。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

前者の部 分で ございますけれども 、当 初欧州もアメリカも自

由化を導入するとい う１ つの目的は、料金の 低減 は確かにありました 。し かし、実は自由化と い
うところで料金が下 がる 要素は非常に限定的 。や はり燃料価格等が料 金の 上げ下げに大きく響 い
ておりますので、そ うい う意味では必ずしも2000年代から2000年代半 ばぐ らいまで燃料費が高 騰
していく中で、料金 もそ れに伴って上がって いっ たというところで、 そう いう意味では必ずし も
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自由化することによ って 料金が下がるという 期待 は必ずしもない。劇 的な 料金低減は達成でき な
いという断面で恐ら く見 切ったのだと思いま す。 だからこそアメリカ では 最近は自由化を入れ る
ことによってどのよ うな メリットがあるかと いう ことになると、料金 の低 減とか言うのではな く
て、自由化すること によ って消費者が選べる 権利 を手に入れた。だから自 由化というのは素晴 ら
しいという感じにな って きています。
そういう意味では 当初 の目的を達成したか とい うと、恐らくはそれ はそ もそも見当違いだっ た
のではないかと個人 的に はそう思っています 。自 由化しなかったらも っと 上がっていたのでは な
いかというところの 御質 問についても、自由 化す ることによってコス トを 削減できる部分とい う
のは、限定的だと思 うの です。結局、燃料価 格だ とか一次エネルギー 資源 の動向によって大き く
左右されるのではな いか と個人的に考えてお りま す。
○古城座長

長田委 員、 どうぞ。

○長田委員

２つお 伺い したいことがあって 、今 のお話にも少し関連 する のですが、イギリス の

例を見ていると90％ のシ ェアを占めている６ 事業 者が料金的にもほぼ 追随 していく形で、料金 的
に言えば余り競争が でき ない状況の中で、比 較サ イトの中でスイッチ をし ていく人たちという も
のでは何を選択の材 料に しているのかなと思 いま したので、もしそれ がお わかりでしたら教え て
いただきたいという こと と、これも大手事業 者の 違法行為ということ で15ページに解約金とい う
事例が挙げてあるの です が、現在、日本でい ろい ろメニューが出てい る中 でも、期間を拘束し た
契約で解約金が存在 する ものも結構あると思 いま すし、日本の場合は エネ ルギー同士のセット で
はなく、全然異業種 との セットみたいなもの もあ って、性格が全く違 うも のの期間拘束も存在 し
たりしていて、欧米 とは 全然違うメニューが 出て きているのでますま す比 較がすごく難しいと 思
っているのですが、 欧米 の場合の例えば電力 とガ スのセットというも のも、期間は拘束した形 で
何年契約ということ にな っているのかどうか を教 えてください。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

まず初め の質 問でございますけれ ども 、確かに６大事業者 の

料金が追随している とい うことはグラフのほ うで もお分かりになると 思い ます。ただ、グラフ に
載せているのは変動 型の料金メニューのセッ トの 場合でございまして 、こ れだけではなくて、 ２
番目の質問と絡んで くる かもしれませんけれ ども 、期間を設定した固 定価 格の料金メニューを、
大手の小売事業者は、１ 社当たり２メニュー 、３ メニュー出していま すの で、このような固定 価
格型の料金メニュー で料 金格差が会社毎に出 てお ります。料金比較サ イト を見れば様々な料金 メ
ニューの価格が上か ら下 まで出てきますので 、お 客さんはどの料金メ ニュ ーが安いのか確認し な
がら電気料金メニュ ーを 選んで買う。だから 基本 的には固定価格型料 金メ ニューは１年単位で あ
ったり２年単位であった りすることが多いの で、 １年単位で契約した ら、 １年間はその契約で 電
力供給を受ける。そ して 、次のタイミングで また 変えるというところ で、 この固定価格型料金 を
選ぶ時に、どのくら い安 いのかというのを判 断し て選んでいるという 意味 でございまして、変 動
価格型料金メニューを選 ぶ方もいるのですけ れど も、この場合だと恐 らく それほど大きな差は な
いのではないかと考 えて おります。
解約金の話だとか 、契 約期間のお話でござ いま すけれども、これは 国に よって契約期間がど の
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くらいかというのは様々 で、イギリスに関し て見 る限りだと、大体１ 年契約だとか２年契約が ほ
とんどでございます 。少 なくとも大手の小売 事業 者は１年、２年ぐら いは 出しています。国に よ
って違うというのは 、ア メリカのペンシルベ ニア州では長期の例で言 うと ６年間の固定契約を 入
れたり、オハイオ州 では ７年契約という相当 すさ まじい長期の契約を 入れ た事例があると私も 聞
いていまして、そう いう 料金メニューがお客 様に 果たして支持された のか どうかは把握してお り
ません。過去にそう いう 実績があったという とこ ろでございます。
ただ、解約金の話 で言 えば、イギリスに関 して はブリティッシュガ スの 事例で言うと、16カ月
間の固定価格の電気 単独 の料金メニューであ れば30ポンド、約4,000〜 5,000円の解約金です。26
カ月で50ポンドで大 体9,000円ぐらいなので倍 程度。デュアルフューエル の場 合は電気とガスがセ
ッ ト に な る の で 、 今 の 解 約 金 が ２ 倍 に な る 。 電 気 単 独 で あ れ ば １ 年 間 契 約 で イ ギ リ ス だ と 5,000
〜6,000円ぐらいの水 準か なというのが相場か なと 思います。ただ、どのくら いの解約金の水準が
適正なのかというの は、 余り欧米で議論にな った ことはないと私的に は考 えておりまして、そ の
辺は我が国でどのよ うに それを見ているのか とい うのは、私も非常に 興味 があって、観察して お
ります。
○長田委員

１つ追 加で、30ポンドとかいうの は、ど の時点で解約しても 同じ 解約金なのですか。

○海外電力調査会大 西主 任研究員

そのよう に理 解しております。

○古城座長

松村委 員、 どうぞ。

○松村委員

最初に ぶち 壊すようなことを言 って 申しわけないのです が、最初にわざわざ中立 的

な機関とおっしゃっ たの ですけれども、海電 調は一般電気事業者から お金が入っていませんで し
たっけ。それから、一般 電気事業者からの出 向者 はいなかったのでし たっ け。だからといって き
ょうの話を聞いたら著し く偏っているとまで は思 わないので、そんな しょ うもないことを言っ て
もしようがないので すけ れども、わざわざ自 分で言うことか、それほ ど中 立的な機関か、とい う
のが気になりました 。余 計なことでした。
まずスイッチング率が 高いと高い評価をさ れる こと自体がそもそも おか しい。ただ、海外で 実
際に制度設計した人 も評 価されるわけで、そ のと きに具体的に価格が どれ だけ下がったかで評 価
されたらかなわない 。燃料 費が上がったとか、そうい う効果のほうが大き いに 決まっているので。
確かに競争が全く機 能し ていなければスイッ チと か起こらないでしょ うか ら、スイッチ率があ る
程度あれば、ある程 度競 争メカニズムが働い たか もしれないと類推で きる と考えるのはあり得 る
考え方。しかし、ス イッ チ率が高ければ成功 だと いう愚かなことを考 えて いる人はさすがに日 本
ではほとんどいない と思 う。もしそんな愚か なこ とを考えていたなら 、経 過措置料金規制は設 け
ないはず。既存事業 者に 思いっきり高い価格 をつ けさせればスイッチ 率は 上がるに決まってい る
から。そもそもそん な制 度設計をするはずが ない。スイッチ率は重要 な要 素ではあるけれども 、
高ければ高いほどい いと か、低ければ低いほ どだ めだとかいう形では 評価 されないと思います。
成功、不成功はコス トが 本当に下がったかど うか ということをちゃん と見 て日本では評価され る
と信じていますので 、こ んなしょうもない評 価に 基づいたしょうもな い評 価や議論など日本で は
不要。その意味で紹 介さ れた議論のかなりの 部分 は無意味なのではな いか。
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それから、自由化 で実 際に価格が上がって いる ではないかと不安に なら れたという御指摘に 関
しては、一方で燃料 価格 などが上がっている し、 ヨーロッパなどで賦 課金 が上がっているのだ か
ら、規制料金のまま だっ て当然上がったとい うこ とも予想されるもの 。そ うすると、本来は燃 料
価格の影響を除いて 、賦 課金の影響を除いて もこ うだということを言 わな ければいけないのだ ろ
うと思いますが、そ れは 我々もやらなければ いけ ないことで、その点 は、お叱りは甘んじて受 け
ざるを得ないと思い ますが、この点今日の報 告も 批判は免れない。日 本で は実際に調整した評 価
が既に震災前になされて いる。日本では大口 の自 由化だけはされたわ けで 、その間、電気代は 大
きく下がった。でも 、こ の局面では金利が大 幅に 低下するなどの影響 があったかもしれないと い
うことで、実際に電 気代 は下がったのだけれ ども 、その半分ぐらいの 効果 は実は外部要因だっ た
ということが検証さ れて いる。しかしいずれ にせ よ、大口の自由化の とこ ろでも、外部要因の 効
果を除いても価格は かな り下がっていること は実 証的に日本では既に出て いる。先ほどコスト の
削減余地などほとん どな い、自由化でコスト が下 がることは期待薄だ とい う御発言があったの で
すが、海電調の立場 とし ては、あるいは一般 電気 事業者の利害からは そう 言わざるを得ないと 思
いますが、私は日本 の実 際のデータからすれ ば、あるいは料金審査で 明ら かになったデータか ら
しても、可能性は十 分あ ると思っています。
しかし、一方で御指摘 のとおり、寡占市場 にな って価格が上がって しま うおそれがあるのは確
かなので、だから経 過措 置料金を設けている わけ です。経過措置料金規制 は安直には廃止して は
いけないということ を、 このデータでもう一 度、 認識させていただい た。
日本では燃料費調 整制 度がもともと規制で 入っ ていたので、燃料費 が上がったからといって 規
制価格では簡単に上 がら ないという今日の御説明 は日本には当てはま らな い。諸外国の規制料 金
でそういうものがあ って もなおこうなった、 ある いはなかった結果と して こうなったのかとい う
ことは重要な点なの で、 もし今後諸外国の御 紹介 をするときには、こ の規 制料金の性質はどう だ
ったかという点は必 ず説 明に加えるべき。で ない と説明の信憑性を損 なう と思います。
料金メニューに関 して 、イギリスのように制限 する規制に消極的な 意見 をお持ちとのこと。 メ
ニューの数をイギリ ス流 に制限すると選択肢を不 必要に狭めるという御主 張はよくわかりまし た。
そのときに真っ先に グリ ーン電力料金が廃止 され てしまったという事 実も 重要。ということは 、
イギリスの消費者は そう いうものに余り関心 がな かったということな ので しょうか。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

アンケートと いうか、データを見 る限 りは個人的にはその よ

うに思いました。
○松村委員

ありが とう ございます。

○古城座長

時間も 押し ていますので、意見 のと ころで反論は我慢し ても らって、質問にだけ お

答えください。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

コスト削 減の 部分については少し 発言 したいところがある の

ですけれども、今回 は控 えさせていただいて 、自 由化市場で燃料費調 整制 度をやっているとこ ろ
は、私が知る限りご ざい ません。
○山内委員

それは アメ リカから始まったの です 。アメリカの昔の規 制料 金では燃料費調整制 度
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はあったのです。そ れを 日本がまねした。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

アメリカ の自 由化州では燃料費調 整制 度はないとの認識だ が。

○山内委員

今は規 制料 金でしょう。規制料 金で はやっていた。

○古城座長

井手座 長代 理、どうぞ。

○井手座長代理

先 ほど の長田委員の質問に も関 連しているのですけ れど も、１年とか２年で 契

約をしているときに 、中 途解約の手数料をと ると いうものがあります。変 動と固定ですね。固 定
のときには当然、消 費者 かエネルギー会社の どち らかがリスクを負う わけ ですから、これは当 然
中途解約の手数料と いう のはあるケースがほ とん どでしょうかという こと 。変動の場合には、 解
約の手数料が発生す るの かどうか。
ドイツの場合は例 えば ２年なら２年で中途 解約 とかいうものではな くて 、２年間契約を継続 し
たら、その時点で割 り引 くという制度もあり ます 。それから、御承知 のと おり携帯電話の場合 は
中途解約すると３社 全部で9,500円と同じ料金 を請 求して、それがい ろいろな ところで裁判になっ
て、その根拠がどう なの かという話があるの です けれども、多分この エネ ルギーの場合でも中 途
解約というものがな い会 社もありますけれど も、 ある場合には当然根 拠と いうものがある程度 は
っきりしないと紛争 のも とになるのではない かと いう印象です。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

まず変動価格 型の料金メニューに つい ては一般的に解約金は

ありません。イギリ スの 事例を見る限り、そ れは 全くなかったです。 固定 価格型の料金メニュ ー
は各社とも解約金と いう ものを設けておりま す。 またはその場合、ど の程 度の解約金に設定し て
いるのかというのは 、恐 らく各社がどれだけ 解約 されたことによって 損失 が発生するのか、そ う
いう合理的な判断で 設定 しているのだろうと 推測 されますけれども、 どう やって決めているの か
までは私のほうで把 握し ておりません。
以上でございます 。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

２つ質 問と １つお願いがあるの です が、質問の１つは６ ペー ジのところに電気料 金

の推移が３つの国で 比較 してあるのですが、 これ はいわゆる物価変動 指数 を補正したものでは な
くて、単に料金だけの比 較をしたものですか 。
○海外電力調査会大 西主 任研究員
○古賀委員

名目です 。物 価変動は考慮に入れ てい ません。

ほかの 例え ば公共料金の水道と かガ スがそうなのかどう かわ からないのですけれ ど

も、そういうものと 比べ ても生活財として上 昇率 に問題があるとか、 その ような評価はできる の
でしょうか。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

再エネ賦 課金等が転嫁されて電気 料金 が上がっていること に

ついて問題だとする 意見 もある。だからサー チャ ージを少なくしよう とか 、そのような議論は あ
るのですけれども、 結果 としてこのように上 がっ てきているので、批 判は あってもどう改善し た
らいいのかというの が欧 州でも手探りな状態 では ないかと思っていま す。
○古賀委員

ありが とう ございます。

それから、11ペー ジの 先ほどのグリーン料 金で、２％しか消費者が 結局 選択しなかったとい う
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お話なのですが、も とも とグリーン料金を消 費者はどれぐらい選択す るこ とができたのでしょ う
か。選択しうる対象 とし てどれくらいあった かと いうことを教えてい ただ けますか。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

例えば12ペー ジの図を御覧いただ けれ ばと思うのですけれ ど

も、上の図ですが、 料金 メニューがどのぐら いあ ったのかという推移 を2007年から2010年まで 示
しておりまして、い わゆ る料金のメニューが 制限 されたのが2013年な ので 、今の時点でどうな っ
ているのかというの は数 字的にないのですけ れど も、その前は緑の部 分、 グリーン料金という の
は比較的大手小売事 業者も出していたし、小 規模小売事業者も出して いた というところで、選 択
の余地はなかったわ けで はないかなと思いま す。 結果的には事業者を 変更 した人の中でグリー ン
料金に切りかえたい から 変えたという人の割 合が 少なかったというこ とか なと思います。だか ら
選択がなかったとい うわ けではないと思いま す。
○古賀委員

それか ら16ページの比較サイト の傾 向というところなの です が、消費者への情報 の

提供やマーケティン グ等 がアウトバウンド型 から インバウンド型に、日本 の場合も当然そちら の
比重が多くなると思 うの で、この比較サイト に対 するガイドラインと いう ものは非常に重要だ と
思うのです。イギリ スに おける実施規則の詳 細な 内容というのは御提 供し ていただけますでし ょ
うか。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

原文とい うこ とですか。わかりま した 。それは後ほど。

○古城座長

白山委 員、 どうぞ。

○白山委員

私は単 に勉 強不足という観点で、純 粋にお伺いしたいと いう ことがございます。

まず７ページの米 国に おける新規事業者の シェ アということで、イ リノ イ州とオハイオ州で は
地方自治体による需 要集 約制度の導入によっ てと 書いてございますが 、こ の地方自治体による 需
要集約制度の内容に つい てお伺いしたいのと 、な ぜそのような制度が 導入 されたのかという契 機
をお伺いしたいのが １点 目でございます。
２点目は、19ペー ジの ところの苦情処理手 続絡 みのところでござい ます が、小売事業者、社 内
に顧客オンブズマンの設 置と書いてあるので すけ れども、これは実際 、多 分なかなかデータが な
いと思うのですが、 顧客 オンブズマンに対す る件 数といいますか、ど のぐ らいの問い合わせが あ
ったのかとか、オン ブズ マンの設置というも のが 各社によって違うの でし ょうけれども、どの ぐ
らいの規模の組織体 を社 内に設置しているの かと か、そういうデータ をお 持ちであればお伺い し
たいのです。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

まず１点 目の 需要集約制度からお 話さ せていただきますと 、

これはアメリカで自 由化 している州で数州程 度、 数は正確に今、思い 出せ ないのですけれども 、
７〜９州程度で導入 され ている制度がござい まし て、その州の中でも多数 の地方自治体があり ま
すので、需要集約制 度を 実際に導入している 地方 自治体があったり、 なか ったりと様々でござ い
ます。具体的にどう いう ことかというと、基 本的 には地方自治体が住 民に 対して、既存の電力 会
社から違う電力会社 に切 りかえるプログラムを構 築して、このプログ ラム に対して参加拒否の 意
思を表示しない限り、自 動的に切り替えてい く流 れです。参加の意思 を示 さなかった人を除い て
は基本的には自動的 に切 り替わるという制度 でご ざいまして、これは ２点 目とも絡むのですけ れ
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ども、どのような理 由な のかというと、やは り需 要家がなかなかスイ ッチ ングをしないという 事
態なので、地方自治 体が イニシアチブをとっ て、このようなプログラ ムを 組んで住民全員で一 緒
に切り替えようとい う感 じで導入されており ます 。
ただ、これは弊害 もあ って、実際にみんな で移 ったといっても契約 期間 がございますので、 契
約期間内に何らかの 理由 で解約する場合は解 約金 が取られるというこ とが １つと、みんなで移 っ
たのはいいけれども 、契 約期間中に他の小売 事業 者がもしかしたら割 安な 料金を提示するかも し
れないといった場合 、こ のプログラムに乗っ かっ てしまった人は切り 替えられないので、もし か
したら切り替えなか ったら自分で安い小売事 業者を選べたのに選べら れな くなったという弊害 も
ありますので、ア メリカの 中では一概に賛同を 得て いるわけではないと いう ところがございます。
ただ、もう一つお もし ろいのは、地方自治 体に よっては需要集約制 度の プログラムに供給し て
いる電力会社を選択 する時に、例えば再エ ネ100％ で供給してくれる小 売事 業者だけが候補になる
とか、条件をつけて地方 自治体が選ぶという やり 方もありまして、そ うい う意味では地方自治 体
が再エネをどんどん 入れ たいというところに も一 役買っている。そう いう おもしろい制度であ り
ます。ただ、いきな りシ カゴで数十万軒が一 気に がさっと変わること にな ります。この辺の地 域
はPGMという独立系統 運用 者がプール市場で卸 市場 を運営しているので 、小売事業者はぱっとスポ
ット市場から電力調 達で きる環境があります ので 、欧州や日本のよう に相 対契約、内部取引が 中
心の事業体制の中で は、 そんな急に多くのお 客さ んがいきなり変わる とい うことは、物理的に 難
しいのではないかと 個人 的には考えておりま す。
苦情処理機関につ いて は、社内オンブズマ ンの話 は私は今、データを 持ち合 わせておりません。
申しわけありません 。
○古城座長

矢野委 員、 どうぞ。

○矢野委員

大変貴 重な 報告ありがとうござ いま した。諸外国それぞ れの お国柄を反映した対 応

がとられているなと いう 違いもいろいろな報 告の 中でわかりました。１つ 、小売事業者の変更 理
由の11ページの、こ こだ けは変更理由にとど まっ ていますから、価格 自体 がそれぞれどう違っ た
のかというのが見え てこ ないので、１つの 側面を見 るという点で捉えさ せて いただきましたので、
ひょっとしたらグリ ーン 料金はかなり高かっ たの ではないかと考えら れま す。特に参考にした い
のは苦情処理手続の こと や、実際にどのよう な苦 情がたくさん寄せら れて いるかという点は、 今
後の日本での自由化 の中 でいろいろなところ で参 考にしていかなけれ ばい けないかなと思いま す。
冒頭、松村委員から 言わ れましたけれども、 ９つ の電力会社が調査会 を構 成していらっしゃる と
思いますけれども、これ らのせっかくいい研 究調 査をされていること が国 内の電力会社にも十 分
活用されているとい うか 、そういった苦情処 理の 実情などが報告され てい ると思うのですけれ ど
も、その辺の活用の 度合 いというのはどうな ので しょうか。
○海外電力調査会大 西主 任研究員

正確に申 し上 げますと、一般社団 法人 海外電力調査会は、日

本の一般電気事業者10社 、電源開発、日本原 電が 会員となって運営さ れて いる非営利団体でご ざ
いまして、調査活動だけ でなく途上国に対す る協 力業務もやってござ いま す。
私はそういう意味 で身 分を明かしますとプ ロパ ーでございます。我 々調 査部内、確かにプロ パ
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ー職員と電力会社さ んか ら派遣で来られてい る若 手の社員さんがいま して、その方々と協力し 合
いながら海外の調査 を調 べて、基本的にはメ ンバ ーカンパニーに海外 事例 を紹介すると同時に、
経済産業省等の役所 にも 情報提供している。 一般 的にもこのような場 であ るとか、できる限り 情
報提供させていただ いて おります。
個人的には組織自 体、 中立的な観点から調 査を 行うということで、 別に 悪い面、いい面、両 方
とも紹介していこう とい うスタンスでやって おり まして、個人的にも そこ まで偏っているとは 思
ってはいないのですけれ ども、そういう意味 では 今後ともこのような 情報 提供というのはさせ て
いただきたいと考え てお ります。
○古城座長

いろい ろ皆 さんまだ質問したい こと があると思うのです けれ ども、時間が超過い た

しましたので、残念 です けれども、これで終 了さ せていただきたいと 思い ます。
大西主任研究員に おか れましては、お忙 しい中御 出席いただきまして あり がとうございました。

≪４．閉会≫
○古城座長
○丸山参事官

あと事 務局 から連絡事項はござ いま すか。
本日 も熱 心な御議論ありがと うご ざいました。

今後の専門調査会 につ いてですけれども、 座長 からお話がありまし たよ うに、電力の小売料 金
全面自由化に関しま して 関係者、団体等から ヒア リングを続けていき たい と考えております。 日
程につきましては確 定次 第、追って御連絡を させ ていただきます。
○古城座長

それで は、 本日はこれにて閉会 とさ せていただきます。 お忙 しいところお集まり い

ただきまして、あり がと うございました。
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