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事：

１．開会
２．東京電力株式会社か ら の電力小売自由化に 向け た新たな電気料金プ ラン 等についてのヒアリン
グ
３．KDDI株式会社か らの 電力小売自由化に向 けた 新たな電気料金プラ ン等 についてのヒアリン グ
４．閉会

≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、定刻となりました ので 、会議を始めさせて いた だきたいと思います 。

本日は、皆様お忙しいと ころをお集まりいた だい て、ありがとうございます 。ただいまから「消
費者委員会第17回公 共料 金等専門調査会」を 開催 いたします。
本日は所用により まし て、松村委員、山内 委員 、消費者委員会担当 委員の蟹瀬委員、長田委 員
が御欠席ということ で連 絡をいただいており ます。それから、矢野委 員が遅れて参加というこ と
で連絡を受けており ます 。
それでは、議事に 入り ます前に、配付資料 の確 認をさせていただきます 。
お配りさせていた だい ております資料につ きま して、配付資料の一 覧の とおりとなっており ま
す。不足の資料がご ざい ましたら事務局へお 申し 出をよろしくお願い しま す。
なお、本日の会議 につ きましては公開で行 いま す。議事録について は後 日公開することとい た
します。
それでは、古城座 長、 議事進行をよろしくお願 いいたします。

≪２．東京電力株式会社からの電力小売自由化に向けた新たな電気料金プラン等につ
いてのヒアリング≫
○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「東 京電 力株式会社からの電 力小 売自由化に向けた新 たな 電気料金プラン等に つ
いてのヒアリング」 です 。
本日は、東京電力 株式 会社執行役員カスタ マー サービス・カンパニ ーの 佐藤梨江子バイスプ レ
ジデント、眞田秀雄アラ イアンス推進室長に お越 しいただいておりま す。
それでは、御説明 を大 体30分程度でお願い いた します。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

かしこまりま し

た。東京電力の佐藤 でご ざいます。
私のほうから、最 初に お手元にお配りさせ てい ただいております資 料に 基づきまして、弊社 の
取り組みについて御 紹介 したいと思います。よろ しくお願いいたしま す。
まず、スライドの １ペ ージ目ですけれども 、御 案内のとおり、明後 日、 ４月１日から電力の 小
売全面自由化を迎え ます 。そういう中で、私 ども がどういうふうにこ れか らやっていくのかと い
うことで、まず４月 １日 にホールディングカ ンパ ニー制へ移行をいた しま す。今は社内カンパ ニ
ーで、小売は私どもカス タマーサービス・カ ンパ ニーが担っておりま すが、４月１日からは、 こ
の１枚目のスライド にご ざいますように、東 京電 力ホールディングス の下 に燃料・火力発電事 業
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会社である東京電力 フュ エル＆パワーと一般 送配 電事業会社である東 京電 力パワーグリッド、 そ
して小売電気事業会 社で ある東京電力エナジ ーパ ートナーの３社が完 全に 分社化されまして、 そ
れぞれ分社化のメリ ットを活かしたビジネス を展 開していくことにな りま す。
おめくりいただき まし て、私ども東京電力エナ ジーパートナーがど んな 企業を目指していく の
かということについ て御 紹介させていただき ます と、３ページ目にあ りま すように、私どもは福
島第一原子力発電所 の事 故によりまして、お客様か らの信頼を著しく逸 失し てしまいましたので、
基本に立ち返り、お 客様 に信頼され、お客様 にと っての新しい価値の 創造 に挑戦し続ける企業 に
なることを目指して まい ります。具体的に、 お客 様にとっての新しい 価値 とは何か、そちらを ４
ページ目から御紹介 いた しております。
私どもは、お客様 にと っての価値として、 経済 的な価値はもちろん 、安 心・便利といった付 加
価値と、省エネルギ ーや 快適といったエネル ギー の利用価値、この３ つの 価値を御提供できる 会
社になりたいと考え てご ざいます。
１点目の経済的な 価値 （おトク）という軸 は、 消費者の皆様にとり まし て大事な軸でござい ま
すので、電気料金の 競争 力の強化をすること はも とより、今、力を入 れている他社様とのアラ イ
アンスを通じた割引 サー ビスの多様化にも引 き続 き取り組んでまいり ます 。
競争力のある電気 料金 を実現するために大 事な ことといたしまして は、 当社が持っている火 力
発電所等々の発電部 門の徹底的なコストダウ ンを 図るとともに、中部 電力 様と共同で設立いた し
ましたJERAを通じた 燃料 の調達にも力を入れ まし て、燃料調達及び安 価な 電源調達に挑戦して ま
いります。
また、異業種様と の提 携による「セットプ ラン 」や「ポイントサー ビス 」でお客様のメリッ ト
を創出することにも 引き 続き取り組んでまい りま す。
おめくりいただき まし て、次に 、安心・便利とい った付加価値につき まして御説明いたします 。
これから自由化にな る低 圧分野では、2,000万軒を 超えるお客様と提携 先様 とのサービス開発の ノ
ウハウを組み合わせ まし て、お客様に喜んで いた だける新たな付加価 値も 創造したいと思って お
ります。海外で先に 自由化 をされました事例を 見て おりましても、行き 過ぎた 値引き合戦に走り、
発電設備や送配電設 備の 保守やメンテナンス が立 ち行かなくなり、電 力の 供給自体が不安定に な
ったケースもござい ます ので、私どもは値引 き合 戦に陥ることなく、 この 付加価値や利用価値 の
御提供を評価いただ き、お客様から選ばれる ようになりたいと考え、これ らの価値を感じてい た
だけるような新たな サー ビスの創造に力を入 れた いと思っております 。こ れは当然、私どもだ け
では実現できるもの では ございませんので、 異業 種様との提携を通じ て、 新しいサービスの開 発
に努めてまいります 。
例えば、お客さま のニ ーズや生活パターン など のビッグデータと、 異業 種様とのコラボレー シ
ョンによる提携先様のサ ービスとのマッチン グで、付加価値の高いサ ービ スを御提供できない か
力を入れて、検討を 進め ております。
７ページ目に「利 用価 値」をお示ししてお りま す。私どもが後ほど 御説 明する新しい料金プ ラ
ンを発表しましたと きに 、今まで進めてきた 省エ ネルギーの推進に逆 行す ることにならないかと
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のお問い合わせをい ただきました。省エネル ギー は日本にとりまして も非 常に重要なことだと認
識しておりますので 、私 どもは今まで培って まい りました省エネルギ ーに 関する知見をフルに活
かした御提案を、法 人の お客様のみならず御 家庭にまで行ってまいり ます 。来年の４月にはガ ス
の自由化も予定され てお りますので、エネル ギー のトータルソリュー ショ ン提案を積極的に行う
ことで、お客様の省 エネ ルギーの一層の推進 及び 日本全体の省エネル ギー にぜひ貢献していき た
いと考えております 。
IoTという言葉がこ こ数 年聞かれるようにな りま した。このお部屋にもある 照明など、それぞれ
の機器にセンサーが 組み 込まれておりまして 、そ ういったものからあがっ てくるデータをうま く
活用できれば、一層 のエ ネルギーのトータル ソリ ューションが可能に なり ますので、そういっ た
ことにも積極的に挑 戦し てまいりたいと思っ てお ります。
８ページ目は、魅 力的 なサービスを開発い たし ましたら、それをぜ ひ全 国のお客様にもお選 び
いただけるよう、全 国へ のサービスの拡大に も力 を入れてまいります 。
その第一弾として 、こ の４月からは、まず 中部 電力、関西電力の各 サー ビスエリアのお客様 向
けに御提供を開始い たし ます。
では、次のスライ ドか ら、具体的な当社の 新し いサービスメニュー につ いての御紹介をした い
と思います。
10枚目のスライド でご ざいます。先ほど申 し上 げましたとおり、私 ども は、単なる料金プラ ン
だけでなく、お客様 にと ってのお得なサービ スと 暮らしまわりのサー ビス を組み合わせまして、
お客様のライフスタ イルや多様なニーズに応 じた プランを御用意し、御選 択を可能にしており ま
す。この４月からは「く らしTEPCO」というwebサ ービスに加え、一部 のプ ランへの付帯サービ ス
で「電気の駆けつけ サー ビス」、「住宅設備 の故 障修理サービス」を 御提 供いたします。これ ら
につきましては、早 期に いろいろなプランの オプ ションとして選んで いた だけるように整えて ま
いります。
では、私どもの具 体的な 料金プランとして、どんな ものを今回４月１日 向け に御用意したのか、
そちらにつきまして 、12枚目のスライドを用 いま して御紹介いたしま す。
私どもが４月向け に御 用意した新しい料金 プラ ンは、12枚目のスラ イドにありますスタンダ ー
ドプランのＳ・Ｌ・ Ｘと プレミアムプラン、 スマ ートライフプラン、夜ト クプランの夜トク８・
夜トク12、大別するとこ ちらの４種類になり ます 。さらに、スタンダ ード Ｓ・Ｌ・Ｘとプレミ ア
ムをお選びいただき まし たお客様には、提 携先との セットプランも御選 択可 能となっております。
それぞれのプラン につ きまして、具体的に13枚 目のスライドから御 紹介いたしております。
まず、スタンダードプラ ンですけれども、これは現 在約2,000万軒のお客 様に 御加入いただいて
いる標準的な電気料 金プ ランである従量電灯 Ｂ・ Ｃにならったベーシ ック な料金設定になって お
り、単身世帯からフ ァミ リーまで幅広いお客 様に時間帯等も気にせず 御利 用いただけるプランで
す。
14枚目のスライド には 、スタンダードＳ・Ｌ・ Ｘ、それぞれの料金 単価 を、15枚目のスライ ド
に、このスタンダー ドＳ・Ｌ・Ｘの違いを参 考で 載せておりますので 、こ ちらを御覧ください 。
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スタンダードＳは、今ま でと同様に10Ａ、15Ａ、20Ａ、30Ａ〜60Ａ、 いわゆ るアンペアブレー
カーというものを取 り付け、こちらの範囲で 契約 電流を御選択可能な 基本 料金が固定型のプラ ン
になります。
スタンダードＬは、同様 のタイプで、もっと契約容 量の大きい６kVA以上 のお 客様向けのプラン
です。
それと比較いたし まし て、スタンダードＸ につ きましては、契約容 量を予めブレーカー等で 制
限するのではなく、 スマ ートメーターにより計測 された30分ごとの実 際の御使用量を使って、 過
去１年間の御使用実 績か ら基本料金が決まり ます 。これを私どもは「 スマ ート契約」と名付け ま
した。
16枚目のスライド には「スマート契約」と はど んなものなのか、どのよ うに契約電力、基本 料
金が決まるのかとい うこ とを絵で表わしてお りま す。例えば４月から、こ のプランに御加入い た
だきましたお客様の ４月 の御使用実績が出る と、それで基本料金が一 旦決 まります。そして５ 月
にそれを上回る御使 用実 績だったということ にな りますと、５月の御 使用実績をベースに基本 料
金が決まります。で すの で、当然、御使用量 がふ える時期のものがベ ース になりますので、例 え
ばエアコンを一番使 う７ 、８、９月の夏の時 期と か冬の時期の、御自 分の 家ではこの時期に一 番
電気を使いそうだ、 一遍 にいろいろな電気の 機器 を使いそうだという とき の使い方を工夫して い
た だ き ま す と 、 基 本 料 金 を 安 く 抑 え る こ と が で き る 可 能 性 が あ る と い う こ と で す 。 私 ど も の web
サービス等をうまく御利 用いただきながら、御自 分の電気の利用形態等を よく振り返っていた だ
き、工夫をしていただく ことで、基本料金を年間 を通じて安く抑える こと ができる可能性があ る
プランとして、発表 以降 、マスコミの方々や お客 様からも多くの反響 をい ただきました。こう い
った基本料金の決め 方も 、私どもの新たな挑 戦と いうことになります 。
17枚目のスライド がプ レミアムプランです 。こ ちらは御使用量が多 いお 客様向けのプランで ご
ざいます。電気代がおおよ そ月平均１万7,000円 以上 のお客様にお勧めの プラ ンで、一定の御使用
量（400kWh）までを 定額 料金、400kWhを超え る部 分の料金単価を割安 にし ているというもので 、
御使用量の多いお客 様に とりましては、現在 の従 量電灯Ｂ・Ｃと比べ てお 得になっております 。
こちらのプランに つい ては２年という御契 約期 間もお選びいただけ るよ うになっておりまし て、
この３月31日までは御加 入の先行受付キャン ペー ンというものも実施 して おります。３月31日 ま
でであれば、共通ポ イン トサービス、Ｔポイ ントかPontaポイント１ 万2,000ポイント、あるい は
１万円の商品券をプ レゼ ントさせていただい てお ります。
こちらのプランにお付 けしている「電気の 駆け つけサービス」につ いて 、19枚目のスライド に
載せています。通常 は有 料で御対応させてい ただ いているお客様の電 気設 備に関するトラブル 時
の点検や調査、応急 措置 の出張サービスを無 料で 実施するものです。お客 様にとりまして一番 の
御心配ごとは、何か あっ たときに電気が使え なく なることで、安全・安心 についてのお客様の ニ
ーズが高いことから、プ レミアムプランには この サービスを無料でお 付けさせていただいてお り
ます。
次にスマートライ フプ ランの御説明をさせ てい ただきます。20枚目を御 覧ください。
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これはオール電化 住宅 のお客様に最適なプ ランでして、エコキュー トな どの夜間蓄熱式機器 を
１kVA以上お使いにな って いらっしゃるお客様 が御 加入可能なプランで す。現在、オール電化住宅
向けには「電化上手 」と いう料金プランを私 ども 御提供いたしており ます けれども、そちらが ３
月31日までで新規の 御加 入を停止させていた だき ますので、それにか わる プランがこちらのス マ
ートライフプランとなり ます。
昼間の料金は、ス タン ダードプラン相当で 、夜 間の料金単価を昼間 より も安く設定させてい た
だいておりますので 、夜 間に電化機器を上手 に御使用されることで、 お得 で快適なオール電化 ラ
イフを御享受いただ けま す。これは、従来の「電 化上手」の料金単価 が夏 場の昼間のピーク時 間
帯は30円を超える高 い設 定のため、「安心し て使 えない」という声も ござ いましたので、昼間 の
料金単価はスタンダ ード プラン相当に抑え、さら に夜間の料金との二 部料 金のみにしてわかり や
すくシンプルにさせ てい ただきました。
こちらには、「住 宅設 備の故障修理サービ ス」をお付けしておりま して 、例えばエコキュー ト
やIHクッキングヒー ター などが故障した際の 修理 サービスが無料とな りま す。
おめくりいただき まし て、夜トクプランの 御説 明が22枚目、23枚目 でご ざいます。
夜トクプラン（夜 トク８（エイト）、夜ト ク12（ジュウニ））と申 しま すのは、昼間は御不 在
がちで夜間に電気をお使 いになることが多い とい うお客様向けのプラ ンで 、特に共働きの御家 庭
など、昼間はあまりお使 いにならず、主に、 夜間 にお使いになるとい うお 客様がいらっしゃい ま
すので、夜トク８で は夜11時〜朝７時、夜ト ク12で は夜９時〜朝９時と いう 夜間の時間帯を２つ
設定しており、それ ぞれ 御自分のライフスタ イルに応じてお選びいた だけ るプランとなってお り
ます。
こういう料金プラ ンを通じまして、さきに 申し ましたように、御自 分の ライフスタイルはど う
いうライフスタイル なの だろう、何を大切に 生活 したいのだろうかと いっ たことをお客様には 御
自身でよく振り返り いた だいた上で、御自分 のラ イフスタイルや価値 観に合う電気料金プランを
お選びいただくとい うこ とをやっていただけ たら と思いまして、私ど もも そのお手伝いをさせ て
いただく所存です。
24枚目のスライド には 、ポイントサービス の御 説明を載せておりま す。 ４月１日から、私ど も
の新料金プランの電 気料 金のお支払いやwebサービ スの御利用時に、1,000円 に付き５ポイントの
御提供を開始いたし ます。まずはＴポイントかPontaポイントという共通 のポ イントサービスを御
利用いただくのです が、ポイントサービスをお使 いになっていないと いっ たお客様には「くら し
TEPCO」のマイページの中 にポイントを貯めて おい ていただけます。貯めてお いたポイントを電気
料金などに充当でき るサ ービスも、2017年 春を目途 にリリースすべく準 備を 進めておりますので、
共通ポイントサービ スをお使いにならないお 客様にも御安心いただき たいと思います。
25ページ目からが 提携 先様とのセットプラ ンの 御紹介でございます 。
26ページ目に、私 ども が現在、契約が整っ てい る提携先様とのセッ トプ ランの一覧を載せて お
ります。１月７日に 発表 いたしましたときに は21社だったのですが、 ３月14日現在では30社と 順
次提携先様を拡大し てお りまして、それぞれ この 絵にございますよう に、 通信・インターネッ ト
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サービス、暮らし・ 住ま いサービス、さらに生活 サービス、家電やガ ス・ エネルギーといった 観
点でもさまざまな提 携先様との交渉を進めて おり ます。
27ページ目からは 各提 携先様とのセットプ ラン というものをどのよ うに整えているのかとい う
ものを載せておりま すの で、後ほど御参照い ただければと思います。私ど もが、４月１日向けに
準備いたしましたサ ービ スは、いずれも私ど もの 電気料金プランであ るプ レミアムプラン、ま た
はスタンダードプラ ンと提携先様のプランと のセ ット契約による割引 を御 用意しているという 状
況でございます。単 なる セット割引ではお客 様に とって新しい価値と いう ものを御提供するの に
は限界があると認識 して おりますので、ぜひ提携 先様との新しい商品 、サ ービスを生み出して 、
それをお客様に御提 供す ることで、先ほど御 説明 いたしました付加価 値と か、利用価値、そち ら
を高めるようなサー ビス の御提供を実現した いと考え、提携先様との 検討 を鋭意進めていると こ
ろでございます。
31ページ目からが 、webサービスの御紹介で ござ います。
32枚目のスライド にご ざいますように、現 在、 既に御家庭向けには 「で んき家計簿」という も
のを３年前から御提 供し ておりまして、２ 月末現在 で400万を超えるお客 様に 御加入いただいてお
ります。この中にも お使 いいただいている方 もい らっしゃるのではな いかと思いますが、過去 ２
年間の各月の御使用 量と 電気料金が一目でグ ラフ になっていてわかる とか 、御自分の御使用量 だ
けでは上手に使えて いる のかどうかわからな いということで、似たよ うな 家族構成やライフス タ
イルの方々と御使用 量を 比べて、どういうポ ジシ ョンに御自分がある のか 、まだまだ頑張る余 地
があるのか、それとも御自 分はトップランナー の方なのか等を確認して いた だける「ご近所比較」
サービスや、確認し た結 果に応じて、御自分 の家 に合った節約のテク ニッ クを御紹介するサー ビ
スとか、あるいは御自分 の家にぴったりな電 気料 金、メニューをシミ ュレ ーションできるサー ビ
スとか、あるいは家 電の 情報をいつでもどこ でも 簡単にチェックをし てい ただけて、リコール が
出たときにはリコー ルの アラートが出る「家 電ア シスト」機能ですと か、 住まいのお役立ち情 報
を御提供するサービ スな どを展開しておりま す。
特に、「家電アシスト」につきましては、弊社との 御契約がないお客様 も御 利用可能ですので、
北海道から沖縄まで 全都 道府県にお住まいの 方々 に会員になっていた だい ております。一昨年 の
７月上旬からサービ スを 開始したのですけれ ども 、７月下旬に残念な こと にパナソニック様の エ
コキュートのリコー ルが わかりまして、サー ビス インしたばかりでし たの で、御登録いただい て
いるお客様は少なか った のですけれども、少なくと も御登録いただいて いる お客様のところには、
こちらからメールで リコ ール情報が出ている こと をお知らせいたしま して 、メーカー様や経済 産
業省、消費者庁の皆 様か らも興味深い取り組 みだ ということで一定の 評価 をいただいたと認識 し
ております。
この「でんき家計 簿」のサービスを、33枚 目の スライドにあります よう に、４月から「くら し
TEPCO」に順次切りかえ て まいります。既に新しい 料 金プランの御紹介や御試 算、お申し込みとい
う機能は１月にリリース 済みですが、４月か らは 広く、新しい料金プ ラン に御契約をいただい た
お客様の会員サイト とし て便利に使っていた だけ るよう、従来の「で んき 家計簿」で実現して い
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た機能はもちろん、さら にサービスを拡充し てい きたいと考え、鋭意 検討 し、開発に努めてお り
ます。
34ページ目からは「く ら しTEPCO」のサイトのイ メ ージを何ページか載 せて おりますので、後ほ
ど御参照いただきた いと 思います。
39ページ目を御覧 くだ さい。私どもが懸念 して おりますのが、新し いこ とが始まりますと、 そ
れに便乗した詐欺行 為と いうものが必ず出て まい ります。電力の自由 化が 始まるということを 契
機に、電力の自由化 詐欺 といったものが起き てはならないと思ってお りま す。お客様に正しい 情
報を御提供するために、 弊社ホームページで の情 報提供に力を入れて おり ます。
40枚目のスライド には 、電力自由化につい て、 なるべく一般の方々 にも わかりやすくお伝え し
たいと考え、弊社の ホー ムページ上で、でん こち ゃんのキャラクター を使 ったサイトを設けて お
ります。
41ページ目のスライ ドに は、新しい料金プラ ンを 各社がいろいろ発表 して おりまして、わかり
にくいというお声もいた だいておりますので 、料金 プランに対するお問 い合 わせの専用のwebサイ
トとともに、電話の専用 ダイヤルも設け、お 客様 からのお問い合わせ に誠 心誠意お応えしてお り
ます。
42枚目のスライド には 、弊社webサイトに おける FAQの御紹介です。 従来の 料金プランから新し
いサービスメニュー に関 することまで、弊社 にお 寄せいただいており ます お客様のお問い合わ せ
とそれに対する回答をわ かりやすく整理して掲載 し、順次追加してお りま すので、お客様にはわ
ざわざお問い合わせ いた だかなくても、webの環境 がおありの方にはこ ちら で確認いただけると い
うことに努めてまい って おります。
43枚目のスライド から は、具体的にそこ に掲載し ております代表的なFAQを 載せておりますので、
御参照いただければ と存 じます。
これとあわせまし て、45枚目にありますよう に、私 どもはお客様への情 報提 供といたしまして、
月々行っております 検針 時に、全戸のお客 様にチラ シをお配りするとい うこ とをしておりまして、
たとえば２月の検針 時に は、新しい料金プラ ンや自由化に向けてよく いた だく御質問などにつ い
て載せております。 これ を２月だけではなく11月 から計４回、実施し てま いりました。加えて検
針票の裏面も活用し てお ります。
先ほど申しました 電力 自由化に便乗した詐 欺の 防止についての注意 喚起を47枚目のスライド か
ら御紹介しておりま す。弊社のwebサイトや検針 票を 活用いたしまして、こうい った詐欺などのト
ラブルにお客様が巻 き込 まれないようPRを実 施し ております。従来か ら、 弊社の社員を装った 詐
欺とか窃盗の情報が お客 様から寄せられてお りま したので、そういっ たこ とについての注意喚 起
を従来からずっとや って おりました。そこに 、こ の赤字で目立つよう に「 電力自由化に便乗し た
悪質な勧誘や詐欺に もご注意ください」という文 言を追加することで改め て注意喚起をしていま
す。
48ページ目には、私ども のwebサイトでの注意 喚起 の実例を御紹介して いま す。トップページに
「電力自由化に便乗 した 悪質な勧誘詐欺にご 注意 ください」、「見か けた 場合や何かアプロー チ
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があった場合には、 こち らにいつでもお問い 合わ せください」と目立 つよ うに掲載いたしてお り
ますし、４月の検針 時に は、検針票の裏面を 活用 いたしました注意喚 起も 行う予定です。
最後に、４月から、私 どもは分社化をして 新し い形で事業に取り組 んで まいりますが、福島 へ
の責任を果たすとい うこ とは私どもの心に刻 みま して、自由化の中で 、安 値合戦を少なくとも 私
どもは主導すること はせ ず、お客様に新しい 価値 を感じていただけて 、そ れを契機に電力の契 約
先を選んでいただくこと を進めていくことに より まして、常にお客 様お一人 お一人の暮らしとか、
仕事のニーズにきめ 細や かにお応えしていけ る会 社になってまいりた いと 思っておりますので 、
今後ともどうぞよろ しく お願いいたします。
私からの御説明は 以上 でございます。
○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。
いつものように御 発言 のある方は、前の名 札を 立ててください。
陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

非常に 流暢なお話と丁寧な御説 明あ りがとうございまし た。

新しい価値をつく って いくということで、 最初 のほうの利用価値と いう ところで省エネのこ と
に触れられた、その 点に ついて少し御質問さ せて いただきたいと思い ます。
今回の料金の変更 、提 案されているメニュ ーと いうのは、電気を多 く利 用する人ほど値下げ 幅
が大きいというか、 これ まで非常に節電に一 生懸 命取り組んできた方 たち にとっては余り自由 化
によるメリットが感 じら れない状況ではある と思います。
これまでの料金制 度で すと、使えば単価が 高く なるということで、 一定 の電力の省エネ効果 を
引き出していたと思 って いますが、トータル ソリュ ーションで社会貢献 して いく、省エネの役割 、
使命を果たしていく とい う御説明だったので すが 、一消費者、個々の 消費 者にとって、一緒に 省
エネに取り組んでい る利 用者にとっては、な かな かわかりづらいとこ ろが あると思うのですね 。
そういう利用者に対 して 、どのような対応を これ からも考えていかれ るの か。また、値引き幅 が
大きくなった利用者 で、 どんどん使ってくだ さい よということにはな らな いように、東京電力 と
してはどのようなア ナウ ンスをされていくの か、対応とメッセージと いう ところを具体的にお 聞
かせいただければと 思い ます。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

御質問ありが と

うございます。
私どもが今回発表 した、特にプレミアムプ ラン は、このプランによ って 電気を多くお使いい た
だいているお客様を 優遇 していくように見え ると いうことだと思うの です けれども、先ほど御 説
明いたしませんでし たが 、皆様御案内のとお り、 日本の電気料金は三段階 料金制度になってお り
まして、特に私ども のエ リアでは、300kWhを 超え て毎月お使いいただく部 分を特に第３段階料 金
として高めの単価に 設定 させていただいてお りま す。私どもが値上げ させ ていただきましたと き
に、家計におけるイ ンパ クトを考慮し、第１ 段階 料金及び第２段階料 金の値上げ幅を第３段階 料
金に比べて低くとど めま したため、御使用量 の多 いお客様の御負担が 相対 的に高い状況になっ て
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おります。こうした 状況 を踏まえまして、ま ずは この御使用量の多い お客 様向けに少しでも電 気
料金のお支払いの御 負担 が軽減できるものをお出 ししたということで す。では、どんどん使っ て
くださいということ なの か、と問われれば決 して そうではありません 。
既に日本の電気機 器自 体の省エネは大変進 んで おりますし、先ほど御説明 した「でんき家計簿」
の家電アシストでも 省エ ネ機器の選び方から 使い 方まで、私どもから 最新 の情報をお届けして お
ります。上手に機器をお 選びいただくと、例 えば10年前の冷蔵庫を買 い替え ると、それだけで冷
蔵庫にかかる電気の御使 用量は約７割減りま す。照 明をLEDに替えると３ 割程 度まで省エネになり、
エアコンも古いもの から 買い替えるだけで省 エネ になります。これら を含 め、電気の上手な使 い
方をお客様に積極的にお 知らせすることで、 省エ ネの呼びかけを今後 も推 進してまいります。
webサイトを御覧 になれないお客様にはどう する のか、私どもも約2,000万 軒のお客様にフェイ
ス・トゥ・フェイス でで きればお声がけした いの ですけれども、それ はな かなか難しいことです
ので、例えば自治体 の皆 様と御一緒に取り組み、 それぞれの地域で御 提案する等、私どもの企 業
姿勢として省エネ推 進行 動をいろいろな場で 訴え ながら、行ってまい る所 存でございます。
○陶山委員

という こと は、トータルでやっ てい きますというところで、 利用の少ない方たち に

とって何らか個別に 対応 ということは考えて おら れないということで すね。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

そういうこと で

はなくて、まず、私 ども は今の段階で考えた プラ ンはこの４つですと いう ことでありまして、陶
山委員がおっしゃい ます ように、今まで頑張 って 省エネをしてきてこ のプ レミアムプランに加 入
するまでには至らな い御使用量に抑えていら っし ゃる方々にとりまし ても 、今は、スタンダー ド
プランでは提携先と のセ ット割という形でし かメ リットを創出できていま せんので、もっと魅 力
のあるサービスの開発や メリットを御享受い ただ ける料金プランを引 き続 き検討、展開してま い
りたいと思っており ます 。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

丁寧な 御説 明ありがとうござい まし た。

今の陶山委員の話 にち ょっと関連したこと と、 もう一つ別のことを お伺 いしたいのですが、 こ
れまで三段階料金だ った ものの、いわゆる３ 段階 目の大量の消費者の 方に ついてのメリットと い
うことで新しいプラ ンが このプレミアムプラ ンの ような形と捉えてよ ろし いのかということ。
それから、今後も 経過措 置料金というのが続 くの ですが、それはスタ ンダー ドプランそのまま、
あるいはほかのプラ ンを 選ばない方というの は４ 月１日以降もスタン ダー ドＳプランにとどま る
形になるのかという こと 。
それから、スタン ダー ドＳというものは結 局二 段階料金のような形 にな ったと捉えていいの で
しょうか。これが１ つ目 です。まず、１つ目 をお 願いします。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

プレミアムプ ラ

ンにつきましては、 おっ しゃいましたとおり 、400kWhまでが定額で、 それ以上が従来の料金単価
よりも安くというこ とで すので、毎月400kWhを超 えてコンスタントにお使 いになるお客様にメ リ
ットがある料金プラ ンで ございます。
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あと、経過措置料 金の お客様につきまして は、従来の電気料金プラ ンの ままでよいというお 客
様は、特別にアクシ ョン を起こされなければ 、引 き続き経過措置終了期間 までは御契約を継続 し
ていただけます。御 自身 の御意思でスタンダ ード プランを選びますと おっ しゃってくださった お
客様に適用になるの がス タンダードプランで ござ いますので、何もお 選び にならないお客様は従
量電灯ＢとかＣの従 来の プランのままでござ いま す。
○古城座長

古賀委 員、どうぞ。

○古賀委員

スイッ チン グの関連でお聞きし たい のですが、一度ほか の小 売りの方のお勧めで ほ

かに移った場合にい ろい ろな縛りがあるとは 思う のですが、１年以内 にス イッチングを繰り返 し
たような場合には、 臨時 電灯とか臨時電力と か、 そういう扱いになる ので しょうか。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

今の御質問は 、

１回４月１日に他社 様を お選びになられた方 が、 １年以内にそちらを 解約 して、また東京電力 と
御契約されたいとお っし ゃる場合ということ でし ょうか。
その場合は、弊社 の何 らかの料金プランを お選 びいただくことになりま すので、先ほど御紹 介
いたしました４つの プラ ンの中からお選びい ただ くか、経過措置料金 の従 量電灯からお選びい た
だけます。特に臨時 電灯や臨時電力の扱いに はな りません。
○古賀委員

自由に 選べ るのですね。

○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カンパニ ー佐藤バイスプレジ デン ト

自由に選べます。

○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

一部、プレ ミ

アムプランのように契約 期間中に解約した場 合に は、期中解約金をい ただくプランもあります け
れども、他の 事業者様へ 移られる（解 約される ）場 合には、解約 事務手数料 として、540円 いただ
きます。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

それは、私た ち

のプランにお入りで 、他 に移られる場合です 。
○古賀委員

東京電 力内 でのプランの変更の 場合 には、一切そういう 事務 手数料は発生しない の

でしょうか。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

解約事務手数 料

は発生しません。
○古城座長

ほかに いか がでしょうか。

矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

御説明 どう もありがとうござい まし た。

ちょっと遅れて来 たの で、ひょっとしたら 御説 明されているかもし れま せんけれども、４点 ほ
どありますが、最初 の質 問は７ページの利用 価値 のところなのですが 、説 明の文章の２つ目の と
ころに「お客さまの 生活 や社会におけるエネ ルギ ー利用のあり方を大 きく 変革する魅力あるサ ー
ビス」ということで 、さ まざま消費者が省エ ネ志 向や、持続可能な社 会を 目指しているという 声
も幾つかありますけ れど も、そういったこと と関 連して、ここをもう 少し 御説明いただきたい の
が１点目です。
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２点目は、サービ スに 関してですが、19ペ ージ はプレミアムで、こ れは 非常に魅力的なサー ビ
スというか、点検や 調査 、応急措置の出張サ ービ スが無料ということ で、 従来は有料で受けて い
ると思いますが、こ の辺 のお得感というのは どの 程度のものなのか、その 辺のお得感を教えて い
ただきたいのとあわ せて 、25ページにポイン トサ ービスのことがあり ます が、これはいわゆる 新
メニューを選んだ方 全てが対象になるという こと なのでしょうか。そ うい った意味でも、やは り
従量電灯のＢ・Ｃ契 約の これまでの方にはこ うい ったポイントサービ スは ないということなの か
どうかをお聞きした い、 これが２点目です。
３点目は解約関係 で、43ページですが、言 葉の確 認をさせていただき たい のが、下のＱのアン
サーのところで 、最初の アンダーラインのと ころ は「解約事務 手数料」、下 は「事務解約 手数料」
となっていますけれ ども 、これは内容的には ちょ っと違うように思え ます けれども、そのまま そ
こに説明があるよう に、解 約事務手数料はまさ にほ かの電力会社等への 切り かえで解約した場合、
下は一度引っ越して 、で も同じプランの場合 は事 務解約ということで 文言 が違うのかどうか。こ
れは単純な説明なの です けれども、具体的に 解約 金や手数料は契約条 項に は明記されることと 思
いますけれども、も しこの場で少し具体的に どの ぐらいかかるのかわ かる ようでしたら、教え て
いただきたいと思い ます 。それが３点目です 。
４点目は、電気が 自由 に選べるのが４月１ 日か らなのですけれども 、非 常に選びにくい人た ち
もいらっしゃいます 。１ つは、一括受電のマ ンシ ョン等です。それは 消費 者にとっても、他の 事
業者にとっても、非 常に ハードルが高い。消 費者 にとっては一括受電 のメ リットというのが何 か
あるのかどうか、そ の辺 を改めてお聞きした いと 思いますし、きょう の御 説明の資料の中にも 、
従量電灯のところも 今後 魅力的なサービスや プラ ンを提案されていき たい ということなので、 一
括受電に関してはハ ード ルが高い分、何かそ うい った現況でも少しお 得な 部分があるのか、そ れ
から今後も何かそう いっ たことがあるのか、 その 辺を４点目でお聞き した いと思います。
ちょっと質問が多 くな りましたけれども、 よろ しくお願いいたしま す。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

まず、最初の 御

質問の７ページ目の 利用 価値の２つ目につき まし て、IoTなどのデ ジタル技 術を使ってお客様の 生
活や社会におけるエ ネル ギー利用のあり方を 大き く変革する魅力ある サー ビスとは具体的にど う
いうものかという御 質問 だったと認識してお りま す。こちらは、私ど もは 今、通信事業者様あ る
いはメーカー様と御 一緒 に、それぞれの会社 様が 持っていらっしゃる もの と、私どものデータ を
組み合わせたサービ スの 検討を行っています 。例 えば、大きく変化す るか どうかは別ですが、今
は皆でエアコンをこ まめ に消そうとか、御自 分が 帰ってくる時間に合 わせ て設定をするなど、 そ
ういうレベルで省エ ネの 工夫を行っていますが、 一部の家電メーカー 様は 自社製品であれば、 遠
隔でスマホによりオ ン・ オフできるとか、設 定温 度を変更できるとい った サービスを実現され て
います。私どもはメ ーカ ー様に縛られること なく、例えばスマホで確 認をして、消したつもり の
エアコンが消えてい ない と気付いたら消せる、あ るいは、電気の御使 用量 を見ながら、お客様 が
通常と違う行動パタ ーンを取られていないか を確 認することで、遠方 で離 れて住んでいる親御 さ
んをお子様の世帯が 見守 れないかとかなど、 検討 いたしております。電気 は制御性が高いとい う
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点がほかのエネルギ ー源 と違うと思います。それ ぞれ電気機器にいろ いろ なセンサーが組み込 ま
れているという事実があ り、今はそれを利用 する 言語が違うので利用 しづらいというところが ご
ざいますので、そう いっ たものを通信事業者 様や 家電メーカー様とタ イア ップをすることで、 家
の中にある家電の電 気の 御使用量と家電からあが ってくる個々の家電 が発 している情報を組み合
わせて、お客様のエ ネル ギーをもっと上手に 使っ ていただける、ある いは 安心して生活ができ る
お手伝いができない かと いうような検討をし てお ります。これが１点 目で す。
２点目のプレミア ムサ ービスについている「電 気の駆けつけサービ ス」のお得感というとこ ろ
でよろしかったでし ょう か。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

通常、停電 が

起きたときに御連絡 いた だくと、駆けつけて 停電 の原因を探るという こと は、これはいわゆる 公
益事業として通常普 通に やっていることです 。そ れについてお金をい ただ くということはない の
ですけれども、停電 の原 因が屋内の電気設備 にあ った場合は、有料で 対応 させていただく形に な
っておりまして、基 本的に 現状、簡易なもので あれば現在3,000円いただく よう になっております。
それ以上は、もう少 し手 間のかかる工事とか 、そ ういったものになる と、 プラスの実費をいた だ
くことになるのです けれ ども、それぐらいの 費用 をいただいていると いう 現状があって、この 部
分についてはプレミ アム プランの場合は無料 にさ せていただくという ふう に考えています。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

あと、業務の時

間帯以外、夜間とか土日 は 、5,000円頂戴しており ま すので、現在の3,000円 ま たは5,000円という
料金の発生がなく、無料 でいつでも駆けつけ ると いうものです。
○古城座長

停電に なり ましたといったとき に、 駆けつけてくるのは 御社 、小売事業会社が来 る

のですか。それとも送配 電事業会社が来るの ですか。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

今は送配電のパ

ワーグリッド・カン パニ ーが対応しておりま す。４月以降は、送配電 事業 会社が対応させてい た
だきます。
○古城座長

作業員 の方 が来て、それで送配電系 の問題だったら自分 のと ころの責任ですから た

だでやってくれるし 、電 気機器の問題だとい うと 、話はお客さんの責 任で すねということで有 料
になるのですね。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カンパニ ー佐藤バイスプレジ デン ト

その通りですが、

内線についても簡易 なも のであれば、行った 人間がそこで対応します 。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

簡易な内容 で

あれば、そこでわざ わざ帰ってくることはせ ずに 、送配電事業会社の 人間 が実際に対応はいたし
ます。そのときの費 用の 扱いについては、個 別に ご相談させていただ きま す。
○古城座長

そうす ると、パワーグリッドのほ うが全部やるわけですか。それが3,000円というこ

とですか。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント
そういう形でやって きて おります。
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従来、今まで も

○古城座長

従来で すけれども、御社も普通 のお 客さんには今後費用はと るわけですよね。そ の

ときの単価は幾らで しょ うかということなの です。お得感というのは そう いうことだと思うの で
す。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

あくまで今の 段

階では、通常の場合 は3,000円、夜間・休日な どは5,000円ということで す。
○古城座長

そこは はっ きりさせておかない と、 お客さんはどれだけ 得な のかというのはわか ら

ないので。これに入 ると3,000円お得だという こと ですね。わかりまし た。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

次はポイント サ

ービスですね。これ は新 料金メニューのみに お付 けするサービスにな りま すので、従来の従量 電
灯のプランの御契約 を継 続される方はお付け しな いということになり ます 。ですから、従量電 灯
Ｂ・Ｃからこのスタ ンダ ードプランは、電気 料金 の単価的には同じ水 準で すので、全然得では な
いとおっしゃるお客 様も いらっしゃるのです けれ ども、少額でもポイ ント が付くのだったらと い
うことでスタンダー ドプ ランをお選びいただ いて いる方もいらっしゃいま す。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

一括受電の と

ころの御質問ですけ れど も、確かにやや懸念 をし ているところはあり まし て、一括受電という の
は、通常私どもが各 戸に お送りしていたマン ショ ンを建物一括で高圧 受電 をして、低圧と高圧 の
価格差というものが 出ま すから、そのメリッ トを お客様、住民の方に御享 受していただくとい う
形です。
ただ、今まで建物 に入 っていた変圧器とか 受電 設備というのは私ど もの 資産だったのですけ れ
ども、それを一旦撤 去し て、一括受電業者側が、 御自分の設備をそこ に入 れるのです。そうい う
形でやりますから、 結局 そういった長期契約 にな っているのです。工 事代 金を長期契約で薄く 回
収するような契約に なっ ていますので、一旦 契約 してしまうと10年と か15年とかは解約できな い
ような形になってい て、 これは一括受電に切 りか えるときに全戸の住 民の 方から御同意をいた だ
いた上で変えるとい う形 になってきて、ここ ５年 、10年でそういった もの が出てきているとい う
ことです。これから 自由 化が始まる中で、例 えば 私はソフトバンクの プラ ンを選びたい、私は東
急のプランを選びた いと いった場合に、選択 がで きないのです。それ はど うなっているのだと い
う形でお問い合わせ をい ただくようなケース が出 てくるのではないか なと いうことを心配はし て
います。
ただ、私ども東京 電力 自身も今、一括受電のサ ービスをやっていて 、こ れは新しい電気料金 の
メニューは各社出し てい ますけれども、大体５％ とか、10％いくとこ ろは なかなかないと思う の
ですが、一括受電の ほう がかなりメリットが 出る ケースもございます 。
また、メリットの還元 の仕方として各戸、 それ ぞれの専有部の電気 料金 を下げるというやり 方
と、全体のメリット を共 用の電気料金に充て ると いうやり方をしてい て、 そうすると、場合に よ
っては共用部分の電 気料 金が半額ぐらいにな るケ ースもあって、そう する と、マンションの管 理
費等の問題でお困り のと ころについては非常 にメ リットがあるという こと でお選びいただくケ ー
スもあるので、これ は事 前によくよくメリッ トも デメリットも御説明 して 選んでいただくとい う
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ことをやらないと、 一旦 これを選んでしまう と、本当に10年、15年は 変え られないという形に な
りますから、一括受 電と いうスタイルについ ては 、ますます丁寧な御説明 をしないと後々問題 に
なることがあるので はな いかと思っておりま す。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

私どもの会社も

一括受電のサービスをお ととしの10月から始 めて まして、そのときに 、や はり矢野委員がおっ し
ゃいますように、こ こで 契約をされると、せ っか く電力の自由化が2016年 ４月１日から始まる の
ですが、お選びいた だけ なくなりますという こと を私どもはあえて御 説明 して、だから、今、 一
括受電をお選びいた だく か、それとも自由化 が始 まってから、様子を 見な がら御契約をされる か
ということを御判断 いた だくように促してお りま す。そういたします と、では今の段階では一 旦
導入を見送るという 御判 断をされるマンショ ンも 多数いらっしゃいま すの で、そういった意味 で
も丁寧な御説明に寄 与で きているのではない かと 思っております。
43ページ目の２つ 目の Ｑの「解約事務手数 料」と「事務解約手数料」、 申し訳ございません 、
この文言は誤植でご ざい まして、両方同じで ござ います。「解約事務 手数 料」です。
金額は、500円プラ ス消 費税ということで、現在 は540円になります。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

消費者 とい うか需要家保護とい う観 点からお尋ねしたい ので すけれども、御説明 い

ただいた中ではどれ が関 係するかわからない ので すけれども、詐欺防 止の 注意喚起とかクーリ ン
グオフの御説明をい ただ いたと思うのですけ れど も、今回、小売電気会社 として東京電力さん と
は一応別の会社とし て営 業活動されると思う ので すが、営業の勧誘の 形態 とか、他のセット販 売
のところとの関係に つい てお伺いしたいので すが 、例えば、勧誘する に当 たって、いろいろな と
ころと取り次ぎです とか 、媒介ですとか、代 理と か、いろいろな形態 があ ると思うのですけれ ど
も、御社の中では、今後 販売戦略に当たって はど のような形で勧誘の 形態 をとっていかれるか と
いうことと、絶対的 なも ともとの安定供給の 責任 を果たしてこられた とい うことと、先ほどの 保
安に関してもですけ れど も、絶対的な優位な 立場 にあるところでいい と思 うのですけれども、 や
はりセット販売だと 、い ろいろな会社があり ます ので、本当にお行儀 の悪 い会社もあって消費 者
被害が多発すること もあ るわけですが、クー リン グオフというのが契 約書 面を受領した日から ８
日経過というのが、 どち らかというと、そう いう 取り次ぎ、媒介、代 理な どいろいろな形態で や
られた場合には、消 費者 が気がつかない間に 解約できないという自体 がか なり多数発生して、 し
かもそれが生活必需 品で ある電気であるとい うこ とは重要な問題だと 思い ますので、もし可能 で
あれば、このクーリ ング オフの対象期間とい うのを、例えば訪問販売 など でも30日にしている 会
社もありますけれど も、 この期間を長くする よう な取り組みというの は検 討はされないのでし ょ
うか。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

前段の部分 、

まず販売チャネルと して どうやっていくのか とい う御質問なのですけ れど も、正直今、模索を し
ております。エリア内の約 2,000万軒のお客様で すけ れども、今、既に私どもは契約をしていただ
いているとはいって も、実際、直接営業活動 をす るといっても、物理 的に 制約があり、なかな か
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難しいところがあり まし て、一部代理販売の よう な形で取り組んでい ます 。
これはwebでの販売 とい うものもありますし 、私ど も自身が足を運んだ り、カ スタマーセンター、
電話でのコミュニケ ーシ ョンというものも続 けて いくつもりですけれ ども 、いわゆる代理店販 売
のような形は模索し てい くことと思っていま す。私ども、関東はそう いう わけで、今、少なく と
も契約はありますか ら、 何らかの形でお電話 なり お手紙なりご訪問でとい うことはできるので す
が、例えば中部電力エリ ア、関西電力エリア とい うと、全くお取引が 今ま でない訳ですから、 そ
こは地元で既に契約 を持 っておられるような 方に 販売代理をお願いす ると いったスタイルは取 り
組んでいかざるを得 ない と思っております。
そういう中で、今 、お 行儀が悪いというよ うな お話がありましたけ れど も、それは販売代理の
契約を結ぶ中でも、 業務 の品質というのはき ちん と担保させていただ いた り、あるいは仕事の 中
身というものも私ど もで 拝見させていただい たり 、あるいは実際に何 かト ラブルが起きた場合 と
いうのはきちんと責 任を 持っていただく。あ るい は、それが改められ ない 場合は、契約そのも の
の継続も難しいとい う条 項を契約上担保させ てい ただいたりといった とこ ろで、そこは十分注 意
してまいりたいと思 って おります。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

では、２点目 の

クーリングオフの件 なの ですけれども、８日 とい うのは短いのではな いか 、30日とかに延長す る
検討はしていないの かと いう御質問だったと思い ますが、今のところ 、こ の期間を延ばすとい う
ことは私どもは検討 して おりません。私ども の料 金プランの場合は、 途中 で絶対解約できない と
いう縛りがあるものでは ございませんし、先ほど申 し上げました解約事 務手 数料の500円プラス消
費税というものをお 支払 いいただければ、い つで も御解約いただける プラ ンでございます。プ レ
ミアムプランだけは １年 または２年という契 約期 間で御契約をいただ いて おりまして、それに つ
いては期中に解約さ れる 場合には、期中解約 金と して申し受けるスキ ーム にはしておりますけ れ
ども、ほかのプラン につ きましては解約事務 手数 料だけでございます ので 、特に縛りはないと い
う考え方です。
○古城座長

よろし いで しょうか。

井手委員、どうぞ 。
○井手座長代理

最 初に 、スライドの８ペー ジで すけれども、関東と 中部 と関西でエリアを拡 大

していくということ で、 料金のプランで関西 にお いては関東のエリア より も安い料金を提供し て
いるという、これは なぜ こんなに安い料金を 提供 できるのに、関東で はそ れをやらないのかと い
った消費者の疑問が 当然 あるのですけれども 、関 西よりも関東のほう が高 いということについ て
の説明をお願いしま す。
２点目は、12ページです が、家庭向けの料金プラン というのがあります けれ ども、従量電灯Ｂ・
Ｃが大体2,000万軒と いう ことでしたけれども、ス タ ンダード、プレミアム、ス マートライフ等々
ですけれども、これ はレ ートメークするとき に、 どのくらい世帯数が つく かというのを予測し て
料金プランというも のを つくるのでしょうけ れど も、大体どのぐらい なの かというのを教えて く
ださい。
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３つ目は、セット プラ ンで、27ページです けれ ども、ソフトバンク は東 京電力の代理店とし て
電気を売っているの です よね。それがなぜ「ソフ トバンクでんき」と いっ て、いわゆるホワイ ト
ラベルみたいな形で 売れ るのか。例えば隣に あるTOKAIとかで「TOKAIで んき 」とかという売り方
はしていないので、 どう して「ソフトバンクでん き」として売ること がで きるのか。
そのときに、代理 店だ とすると、これは携 帯電 話でよくやっている キャ ッシュバックという こ
とが当然起こる可能 性が ある。そのときに、 電気 も一緒に売るわけで 、東 京電力の電気を買っ て
くれると、携帯と合 わせ てキャッシュバック をこ れだけしますよとや ると、これは東京電力に と
っては、やっている こと ではないという形に なる かもしれませんけれ ども 、ソフトバンクが代 理
店営業でそういうこ とを やると、これは電気 を売 る際の商慣行として 余り よくない。それにつ い
て、東京電力はどう いう ふうにソフトバンク に関 与していくのか。そ の３ つを教えてください 。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

では、まず最 初

の御質問の中部電力様、 関西電力様のエリア が弊 社の従来のエリアよ り安 いのはなぜかという 御
質問だと思うのです けれ ども、これは私ども 今、 エリア外で販売する とき には、当該エリア向 け
の電力をそれぞれの エリ アで調達するように して おります。東日本は50ヘ ルツで西日本は60ヘ ル
ツで周波数が違いま すの で、周波数変換上の容量 に制限があるもので すか ら、東側の電気を無 尽
蔵に西側にというこ とは できないのです。私ども の考えとしては、周 波数 が違う西側のエリア で
売る電気は、西側で 余っ ている電気を相対契 約で すとか、市場から調 達さ せていただきます。
関西電力様や中部電力 様のエリアでは、私 ども は名前は聞いたこと があ っても、お客様にと っ
ては全くなじみのな い新 規参入者でございま すの で、そこはやはりあ る程 度の価格競争力は必 要
だろうと考えて、中 部電力 様のプランからどの ぐら い割引になるプラン なの か、関西電力様でも 、
原子力が再稼働され ると関西電力様は値上げ 前の 水準に戻されるとい うこ とも想定して、それ で
も競争力のある価格 をと いうことで、それぞ れの 電力会社様よりも５ ％ぐ らい安くなるような 料
金設定、思い切った 値づ けをさせていただき まし た。そこは使う電源 を明 確に、向こうで売る も
のは向こうで調達い たし ます。赤字販売など をや る余力は私どもにはござ いませんので、そこ は
ちゃんと価格に見合 う電 源を調達して売ると いう ことをやっておりま す。１点目の御回答はそ の
ようになります。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

２点目の加 入

の目標値があるのか どう かという話ですけれ ども 、加入想定値みたい なも のはありません。
また、これは実際に、特 に私どものエリア内 であ れば、約2,000万軒のお 客 様が経過措置料金か
ら新しい料金プランに移 るだけなので、私ど もと しての供給計画とい うの でしょうか、供給量 と
しては変わらないと いう こともあって、今、 特に 例えば夜トクプランであ ったり、スマートラ イ
フプランの加入想定 値み たいなものを立てて 、そ れを公表していると いう ことはないというこ と
でございます。
ソフトバンクプラ ンの ブランディングです けれ ども、これについて は、 いわゆるサービスブ ラ
ンドだと御理解くだ さい。「ソフトバンクで んき 」というサービスブ ラン ドのもと、東京電力 の
電気の販売代理をや って いただいているとい う認 識で私どもはおりま す。 基本的には今、国で 定
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められているガイド ライ ン上も、お客様への御説 明、これはいわゆる 東京 電力の電気の販売代 理
ということを書面で もっ てきちんと御説明す るこ とは担保していただ いて おりますし、店頭の 表
示等についても、「ソフト バンクでんき Powered by TEPCO」と表記していただ いております。今、
国の方でガイドライ ンを作っていただいてお りま すけれども、この内 容を見させていただき、 ソ
フトバンク様がやっ てい ることも私どもも拝 見し て、ここはガイドラ イン には抵触していないの
で 、 こ の 形 態 で 販 売 を し て い た だ い て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 ち な み に TOKAI様 も 地 元 で は
「TOKAIでんき Powered by TEPCO」という形で の宣 伝はされているとい うこ とでございます。
○井手座長代理

先 ほど 言った携帯電話とか でキ ャッシュバックとか が、 今は沈静化していま す

けれども、電気を売 るた めにセットでキャッ シュ バック等をやるとい うこ とについて、東京電 力
は関係ないというふ うに されるのですか。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

いわゆるス イ

ッチング時におけるかな り高額のキャッシュ バッ クといったところで はな いのですけれども、
「お
うち割」として、ソ フト バンク様の店頭で電 気と 携帯と、例えばソフ トバ ンク光というインタ ー
ネット回線を契約し てい ただいた場合には、 いわ ゆるソフトバンク側 の料 金から月に何百円引 き
ますといったような 形、 あるいはガスの場合 でも そうです。例えば、 ガス 会社様の方が私ども の
電気の販売代理をし てい ただいて、東京電力 の電 気を合わせて契約し てい ただけると、先方の ガ
ス料金から月々数百 円引 きますといった形で の割 引メニューといったもの は御用意していただ い
ておりまして、こち らに ついては提携先様と のお 話の中でやっていた だい ているということで ご
ざいまして、ここは特に 問題はないのではな いか と思っております。
○古城座長

白山委 員、 どうぞ。

○白山委員

今のさ まざ まな御質問に関連す るよ うなところがあると 思う のですが、６ページ の

付加価値ということ です が、異業種の提携を 通じ たサービスの開発、 それ から販売網の拡大を 積
極的に推進するとい うこ とで、今の話ですと 、代 理店の販売のようなもの もこれからどんどん ふ
えていくだろうとい うこ とだと思いますが、 その 代理店の販売行為と いう ものに対して、さま ざ
まなガイドラインの 定めという問題はあるの です が、代理店契約時に おけ るチェック、その後 の
モニタリングといい ます か、それは東京電力 さん のほうとしてどうい う形 でお考えになられて い
るのかということを お聞 きします。
それから、消費者 の方 々から見て、この代 理店 さんは大丈夫だとい う信 頼感が重要になるの だ
と思うのですが、そ の辺 はどういう形で消費 者の ほうに安心感を与え る情 報の開示をお考えに な
られているのかとい う点 をお聞きしたいので すが 。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー眞田アライアン ス推 進室長

まず、代理 店

契約を結ぶに当たり まし ては、お客様対応 上の品質 の担保というのは当 然先 方に求めていきます。
それを契約の中にも 明記 するといったことを して おりますので、ま た随時い ろいろお問い合わせ、
あるいはトラブル、苦情等 々が起きた場合には 、改善 を求めていくという こと をしておりますし、
当然それが改められ ない 場合は、契約の解除 条項 の中にも入れてござ いま す。代理店の方のい わ
ゆるお客様対応上の 品質 の担保というのは委 託す る元として、これは 責任 を持ってやりたいと 思
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っておりますし、ど こが 実際私どもの代理店 にな っているのかといっ たと ころについても、こ れ
は私どものホームペ ージ で東京電力の代理店 一覧 といった形で情報発 信を して、実際にこれが 本
当に東京電力の正規 代理 店なのかどうなのか とい ったところはお客様 の方からもわかるような形
にしたいと思ってい ます 。
○陶山委員

最後の スラ イドに関連して御質 問さ せていただきます。

４月１日に、東京 電力 が大きく４社に分社 化をしてということで最 初に お話がありましたが 、
「私たちは福島を忘 れな い」ということで、 ホー ムページ等を見ます と、 福島復興推進室とい う
お名前で各分社のと ころ にも設置されるよう に書 かれてありますが、 ここがどのような形で体 制
なり、構えでもって どう いうことを具体的に 進め ていこうとされてお られ るのか。
また、その次の「廃炉 という前例のない」 とい うラインがあります が、 廃炉や賠償を含めて何
兆という規模でのこ れか らの支出というもの が予 測されているわけで すけ れども、それぞれ分 社
化して自立採算しな がら 、この経営の成果を ホー ルディングスとして ここ へ投入していくとい う
ことであろうと思い ます が、少し長期的にな りま すが、「この福島を 忘れ ない」という１行を ど
のように東京電力グ ルー プとして実現してい こう とされているのかを お聞 きしたいと思います 。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

ありがとうご ざ

います。御案内のと おり 、私どもは震災で多 大な る御迷惑を福島の皆 様におかけしております の
で、従来から福島の復興 推進活動として、私 ども 社員が自ら現地に赴 いて 、まずは10万人活動 と
いうものを展開いた しま した。町に戻ってい ただ くためのさまざまな 、例 えば家屋の片づけも そ
うですし、近年になりま すと、農業を営んで いら した方のところでは 、イ ノシシですとか野生動
物が立ち入らないよ うに 柵を設けるとか、そ うい った地道な取り組み を続 けております。これ は
引き続き、分社化し た後 もきちんと継続して まい ります。陶山委員が 御紹 介くださいましたよ う
に、分社化する各事 業会 社の中に復興推進室 を作り、３事業会社も自 分た ちの取り組みとして き
ちんと計画を立てな がら、福島の復興推進活 動を 推進してまいります。各 復興推進室には、室 長
を置き、メンバーを 配置 して組織として取り 組ん でまいります。
御指摘のとおり、 廃炉作業にはこれからど れだ けの時間がかかるか 正直 わからないところも ご
ざいますけれども、 それ に伴う賠償に必要な 費用 を私ども小売事業会 社が 事業を継続的に営ん で
いくことにより確保 して いくことが私どもの 一番 のミッションだと思 って います。企業のお客 様
からも、御家庭のお 客様 からも「東京電力と 契約 をしたい」、「東京 電力 と契約をすると、単に
電気とかガスを買う とい うことだけではなく て、 いろいろ役に立つア ドバ イスがもらえたり、 い
ろいろなサービスが 使え て、暮らしが豊かに なっ た」などと思ってい ただ けるようにすること が
私どものこれからの 挑戦 だと考えておりまし て、本当に広く皆様から の御 意見や御要望という も
のを頂戴しながら、 それ を一つ一つ実現すべ く頑 張っていきたいと思 って おります。
○古城座長

いろい ろま だ御議論はあるかと 思い ますけれども、予 定された時間が来ましたので、

そろそろ終わりたい と思 います。
最後に１点だけな ので すけれども、いろい ろ報 道がありますけれど も、供給者の転換のため に
はスマートメーター を設 置しなければいけな いと いうのですが、スマ ートメーターの設置が遅 れ
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ていると報道でござ いま すよね。報道により ます と、スマートメータ ーの 設置が遅れても事業 者
の転換はできる、そ こは プロファイリング等 で対 応すると、それはそ のと おりなのですか。
○東京電力株式会社カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

そのとおりで ご

ざいます。
○古城座長

あと、 よく ありますけれども、 これ は競争ですから、御 社が そういうふうに指示 を

出していても、現場 でメ ーターが変えられま せん よというので、それで事 業者を変えることが で
きないということが 現場 で徹底しないために 、そ ういうことが起きる とい うことがままありま す
けれども、それがな いよ うに気をつけていた だき たいと思います。
以上です。
きょうはお忙しい とこ ろ、ありがとうござ いま した。佐藤バイスプ レジ デント、眞田アライ ア
ンス推進室長におか 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。
○東京電力株式会社 カス タマーサービス・カ ンパ ニー佐藤バイスプレ ジデ ント

これからもよ ろ

しくお願いいたしま す。 ありがとうございま した 。
（東京電力株式会社
（KDDI株式会社

退 席）
着 席）

≪３．KDDI株式会社からの電力小売自由化に向けた新たな電気料金プラン等について
のヒアリング≫
○古城座長

続いて の議 題は「KDDI株式会社 から の電力小売自由化に 向け た新たな料金プラン 等

についてのヒアリン グ」 です。
本日は、KDDI株式 会社 の方にお越しいただ きま したので、御紹介い たし ます。
サービス企画本部 、都築実宏エネルギービジ ネス 部長、渉外・広報本部関 田賢太郎渉外副部長、
渉外・広報本部永谷将渉 外業務グループリー ダー 、サービス企画本部 エネ ルギービジネス部倉 谷
智弘企画グループリ ーダ ーにお越しいただい てお ります。
本日はよろしくお 願い いたします。
それでは、早速御 説明 を30分程度でお願い いた します。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

わか りま した。KDDIの都築で ご

ざいます。このたび はこ ういう場を与えてく ださ いまして、ありがと うご ざいます。
KDDIという会社は 、通 信の会社でございま す。 そういう意味では、 今回 のエネルギー分野へ の
参入というのは本当 に新 参者でございまして 、き ょうはこういった機 会で 皆様方からいろいろ な
御意見も伺いながら 、そ れを今後のビジネス の展 開へ反映できればと いう ところまで考えてお り
ます。よろしくお願 いし ます。
資料の１ページ目に目 次とあります。こち らで 、今回「auでんき」 とい うブランド名で展開 さ
せていただきますけ れど も、その概要、その 料金 、auでんきのセット 割、auでんきのアプリ、 お
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申し込みにあたって と、 御利用までの全体的 な流 れ、我々のほうで進 めて いる電気自由化に向 け
て御理解いただきた いこ と、推進に向けた取 り組 みというところを説 明さ せていただきます。
２ページ目で「auでん き」の概要というこ とで まとめております。 先ほ ど申しましたとおり 、
通信の会社でござい ます ので、やはりICTをどうい うふうに活用してい くか ということを考えな が
ら 、 こ の エ ネ ル ギ ー ビ ジ ネ ス に も 参 入 し た い と い う 思 い で お り ま し た 。 そ う い う 意 味 で は 、 ICT
の利活用によって、より 効率的でより利便性 の高 いエネルギーサービ スを 提供したいという思 い
でございます。
その結果、お客様 の新 しいライフスタイル を創 造に貢献できればな とい うことで、全国統一 的
に「auでんき」の提 供を するということに至 って おります。
概要としては、ま ず「auでんき」について は、auの携帯電話を御利用 いた だいているお客様に
提供する電気サービ スと いう大きな位置づけ 、コ ンセプトでございま す。au携帯電話と「auで ん
き」を合わせて御利 用い ただくことで、毎月 の「auでんき」の利用料 金に応 じて最大５％相当を
キャッシュバックす ると いうことで、「auで んき セット割」というこ とで 提供します。
それと、ちょっと こだ わったのが、電気使 用量 とか電気料金をスマ ート ホンやPCで簡単にご ら
んいただける。その 結果 、いろいろな利得を お客 様に提供したいとい うこ とで、専用アプリ「au
でんきアプリ」とい うも のも同時に提供した いと 考えております。
あと、auの取扱店 、auショップが中心にな りま すけれども、その他 ウエ ブ受付、インターネ ッ
ト、あとお電話い ただいたお客様に対しても御 加入 いただけるという仕 組み を提供しております。
では、細部にわた って 御説明します。
３ページ目で、「auで んき」の料金です。 こち らは、今回２つのプ ラン を準備させていただ き
ました。１つは、で んき Ｍプランというもの です 。こちらは、一般の 御家 庭で広く利用されて い
る従来の従量電灯プ ラン 、東京電力でいいま すと 、従量電灯Ｂという 料金 に相当します。これ と
同等の料金プランで す。
それと、でんきＬ プラ ンです。こちらのほ うは 電気を多く利用され てい る方、特に事務所、 商
店などで広く利用さ れて いる従量電灯プラン 、こ ちらは東京電力でい うと 従量電灯Ｃというプ ラ
ンです。これと同等 の料 金プランを設定させ てい ただいております。もち ろんこれは各電力エ リ
アごとで料金が異なりま すので、それに合わ せる 形で今回は設定をし てお ります。
４ページ目で「auでんき セット割」でご ざいますけ れども、こちら のほうは毎 月の「auでんき」
御利用料に応じて最 大５ ％相当分を請求月に 「au WALLET プリペイカー ド」でチャージ入金する
という仕組みをとら せて いただきました。こ の辺 のお客様へどういう お得 を与えられるかとい う
のは、かなり社内の 中で もありましたけれど も、 単純に値引くという より は、こういった形で チ
ャージ入金ですので 、マ スターカードが下に あり ますけれども、かな り多 くの店で御利用でき ま
す。そういう意味で は、 ためるお得感とか、 そう いったものもお客様 に新 しい価値として提供 で
きるのではないかと いう ことで、今回はプリ ペイ ドカードへのチャー ジ入 金という形にさせて い
ただきました。
レベル感としまし ては、真ん中の表にありま すと おり、電気料金が5,000円 未満で１％のキャッ
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シュバック、5,000円〜8,000円未満が３％、8,000円 以上の場合が５％と いう 率を設定させていた
だいております。こ の母 数になる、※４に書 いて おりますけれども、 毎月 の「auでんき」の御 利
用料金のうち、燃調 費ま たは再エネ賦課金、 消費 税相当額を除いた額 へ対 する率でございます 。
これが「auでんきセ ット 割」でございます。
５ページ目で「auでん きアプリ」について御説 明をします。
例示が２画面ほど 下に ありますけれども、 電気 の使用量の予測機能 、省 エネに役立つ情報等を
提供していきたいと 考え ております。
左側のグラフにな っておりますけれども、 こち らは途中段階で、今 月は 幾らぐらいまでいき そ
うだという予測機能 を入 れた例示でございま す。 その他、同じような 世帯 のお客様が大体どれ ぐ
らい使っていらっし ゃる かという比較も下か ら選 択できるという形だ とか 、あとはあらかじめ お
客様が設定すること で、幾ら以上超えた場合 はア ラームをプッシュ通 知と かで出すといったこ と
も機能としては盛り 込ん でおります。
右側のほうで「省 エネTips」と書いてあり ますけ れども、お客様に合 った 省エネのアドバイス
も適宜お客様のほうへ提 供していきたいと考 えて おります。こちらの ほう は、このアプリの後 ろ
で分析エンジンを駆 使し ておりまして、お客 様一 人一人、世帯世帯の使い 方だとか、そういっ た
ことをデータとして 蓄積 させていただきます 。そ の上で、お客様に対 する 適切なアドバイスを し
ていくといったとこ ろま でしていきたいとい うこ とでございます。
次に６ページ目の ほう で、
「auでんき」の申し込 みに当たってという こと でまとめております 。
お申し込みのほうは 御本 人様、または家族の 中でau携帯をお持ちの方 、御利 用していただいてい
る方が申し込みをい ただ けるということにな りま す。あと、セット割対象の ほうは、「auでんき」
の御契約者御本人、また は家族のauの携帯を 御利 用いただいているこ とが 条件になりますし、 あ
とはau WALLET プリ ペイ ドカードでキャッシ ュバ ックの入金をさせて いた だきますので、これを
御契約いただいてい ると いうことが条件とな りま す。比較的今、auを 使っ てくださっているお 客
様は過半数の人がこ のプ リペイドカードを持 って いただいております ので 、新しく今回新たに と
いう方は少ないです けれ ども、こちらのほう を条 件とさせていただい てお ります。
それと、解約違約 金に ついてですけれども 、今 回最低利用期間１年 間と いうことのみ設定さ せ
ていただきました。１年未 満の解約の場合は2,000円 お支払いいただくと いう ことになります。た
だ、非常変災等やむ を得 ない理由とか、あと はエ リア外の引っ越し、 こう いった場合について は
違約金はいただかな いと いうことでございま す。
７ページ目で、「auで んき」に申し込みを いた だいてからの大きな流れ を書いてございます 。
スマートメーターの 切り かえが必要な場合、 こち らのほうは目安とし て原 則10営業日に２暦日 を
足した日以降の検針 日が 一つの目安で、こち らの ほうをお客様のほう に御 案内をしている状況 で
ございます。多少変 動は ありますけれども、 変動 した場合はお客様の ほう へ通知をするという 形
になります。
お申し込みいただ いてからスマートメータ ーの 切りかえ工事、これ は各 地域の電力会社様に 行
っていただきます。
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その後「ご利用開 始の ご案内」というもの を送 付しております。後 でま た御説明しますけれ ど
も、この中に御利用 ガイ ドとか、そういう詳 細をわかりやすく説明し た冊 子を一緒に封入させ て
いただいて案内をさ せて いただいております 。
あと御利用開始と いう手はずになります。
「auでんき」の御 理解 をより促進させてい ただ くための取り組みと いう ことで、何点かやら せ
ていただいておりま して 、１つは、auのホー ムペ ージに情報発信、あ と電 話の問い合わせ等に つ
いても適宜御案内を行っ ているという状況で ござ います。特に、自由 化に 関する情報サイトも 開
設をもう既にしてお りま して、電力自由化に 向け た全般的な解説、説 明の ほうもこの中でさせ て
いただいております 。
それと、「auでんき 」に 関するQ&A集もお客様から の問い合わせを集約 させ ていただいて、適宜
充実化させていって いる と。代表的なものに つい てはアップさせてい ただ いて、お客様のほう へ
提案できるような形 にし ております。
電話の対応という こと で、これは年中無休 で朝 ９時〜20時で適宜お問い 合わせいただいたお 客
様に対してお答えし てい る状況でございます 。
参考的に、10ペー ジ目 は、総務省統計局の 家計 調査を持ってきてお りま すけれども、年間で 見
ますと、かなり月の 変動 が多いということも いろ いろの調査の中でも 示し ておりますけれども 、
これでいいますと、 最低7,700円から、冬場で すか 、使う月は１万2,000円を 超えるということで
ございます。こうい ったお客様の使い勝手も 想定 して料金のほうも考 えな いといけないかなと い
うことで、今の料金 に対 して、率は違います けれ ども、少しでも全体 的に お得になるような設 定
をさせていただいた とい う背景がこういった とこ ろにあります。
11ページ目は重要 説明 事項であります。契 約締 結前に、サンプルで ちょ っと小さくて申しわ け
ないのですけれども 、こ ちらのほうもガイド ライ ンが経済産業省のほ うか ら出ておりますので、
それに沿った形で一項目 一項目こちらで吟味 しま して、こういった重 要説 明事項を作成させて い
ただいているという状況 でございます。
12ページ目で、先 ほど申しました御利用開 始の 案内とあわせて「ご利用 ガイド」、冊子にな り
ますけれども、こういった ものをお客様にお配 りし て、電気の使い 方、特徴 も そうですけれども、
アプリの使い方も含 め、 電気を安全にお使い いた だくためにとか、あ と停 電時の対応とか、こ の
辺も詳しく列挙しま して 、お客様に「auでん き」 がどういったものか とい う理解を深めていた だ
きたいというのもあ るの ですけれども、使っ てい ただくための冊子等 も準 備をさせていただき ま
した。
あと、「auでんき 」の ホームページのアド レス も書かせていただい てお ります。
御説明は以上でご ざいます。
○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 のある方は発言をお 願い いたします。
陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

どうも あり がとうございました 。
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私、申しわけない ので すが、「au WALLET プリ ペイドカード」とい うも のを使ったことがな い
ので、このカードに つい て少し教えていただ きた いと思います。
４のところで、こ れは プリペイドカードと いう ことなので、前払い で料 金を払っておくとい う
ことになりますよね 。ス ライド10で、月々で御利 用料金に応じてチャ ージ いたしますと、これ は
予測できるような電 気料 金に当たるものを入 れて おいてくださいねと いう ことなのか、チャー ジ
というのは後からこ の１ ％から５％の幅で戻 しま すよという意味なの か、 ちょっとわからなか っ
たので、その点。
それと、「au WALLET プリペイドカード」の場 合、最初の前払いの 料金 はどの程度入れてお く
必要があるのか。
それから、キャッ シュ バック率は、2016年 １月19日時点の数字です よとた だし書きが書いてあ
るのですが、ではど んな タイミングでどんな こと を根拠にしながらこ こら 辺が変わっていく可 能
性があるのかもあわ せて 教えていただけたら なと 思います。
今も「au WALLET プリ ペイドカード」とい うも のがあるということ なの ですが、ほかの商品 に
ついてもこういうサ ービ スがあって、キャッ シュ バックとかされてい るの かどうかについても 、
ありましたら教えて くだ さい。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

御質 問あ りがとうございます 。

まず「auでんき」 の支 払いについてはお客 様の自由でございます。 今の 銀行とか郵便局とか 、
お支払いを継続して いた だける場合もありま すし、この電気の支払いとは直 接的には「au WALLET
プリペイドカード」は関係 ございません。た だ、au WALLETはプリペイドカ ード でございますので、
一般的にauのお客様 が使 うときにはチャージ をさ れる方もいらっしゃ いま すし、チャージした も
のでいろいろな買い 物を されているという使 い方 をこのカードについ ては しております。
○古城座長

「au WALLET プリペイドカード」への 加入は自由だという ので すけれども、カード

がないとキャッシュ バッ クは受けられないの でし ょう。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

はい 、そ うです。キャッシュ バ

ックをする仕組みと して 、この「au WALLET プリ ペイドカード」を提 供さ せていただいたお客 様
にキャッシュバック をす るという仕組みでご ざいます。そういう意味 では 、「auでんき」に入 ら
れたお客様について 、「au WALLET プリペイ ドカー ド」をお持ちでない お客様については、もち
ろんこのタイミング で一 緒に入っていただく とい うことをやらせてい ただ いているということ で
ございます。
あと、「auでんき 」の アプリのほうで、予 測機 能については、電気 の利 用料に応じて、この ま
まいくと月末では大 体ど れぐらいのお支払い にな りそうですという予 測機 能でございます。こ ち
らとキャッシュバッ クのところは連動してお りま せんので、ここはあ くま でも使用量について 、
例えばこの例でいき ます と、１万5,000円 という形 が電気の利用料金の予測 値になっております の
で、先ほど申しました8,000円を超えていますの で、５％分がキャッシュ バッ クされるであろうと
いうのはお客様は当 然予 想されますけれども 、こ のアプリとは連動は して いないということで ご
ざいます。
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あとはキャッシュ バッ ク率が１月19日時点とい うことについてでご ざい ますが、こちらのほ う
は、余りパーセント を変 えるとお客様に御迷 惑を かける可能性もあり ます ので、ここを変える と
いうところは今のと ころ 考えていないのです けれ ども、何せ市場環境 の変 化だとか、いろいろ な
ことが起きる可能性 があ るだろうなと思って おり ますので、この辺に つい ては一旦キャッシュ バ
ック率の設定というのは １月19日時点という こと で設定させていただ いて いますけれども、今 の
ところ余り変えてい く予 定はないということ でご ざいます。
ちょっと確認させ てい ただきますけれども、最後 に御質問いただいた「au

WALLET プリペイド

カード」へのキャッ シュ バックのほかの事例 があ るかどうかですね。
○陶山委員

確かめ てお きたいのは、前払い とし て幾らか決まった金 額を 電気料金用に一定期 間

プリペイドカードな ので 入れておかなければ いけ ない金額があるので しょ うかということです。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

お答えい た

します。今の御質問 なの ですが、こちらの「au WALLET プリペイドカ ード」で電気代をお支払い
いただくわけではご ざい ません。あくまでも「auでんき」を使った特 典を 付与するための目的 に
こちらのカードを使 って いただくという形で す。
○古城座長

キャッ シュ バックを入れるため のカ ードですか。

○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

キャッシ ュ

バックをあくまでも 入れ ていただく形です。です ので、電気代のお支 払い は先ほど都築が申し た
とおり、口座振替で あっ たりとか、あるいは 既存 のクレジットカード であ ったりだとか、そう い
ったお客様がお支払 いさ れる、いわゆるポス トペ イド的な形の支払い 方法 で御案内している状 況
でございます。
○古城座長

それは 後払 いですね。

○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

後払いで す。

ですので、御使用量 が確 定した後に御請求書 を発 行させていただいて 、お 客様の御指定されたお
支払方法にて電気代 をお 支払いいただく。そ れと は別な動きとして、 その お支払いいただいた 電
気代から一定の比率 でこ ちらのプリペイドカ ード のほうに電子マネー を入 金させていただくと い
う流れになります。
○古城座長

そのカ ード はプリペイドでもあ るの ですよね。プリペイ ドは 何のために使ってい る

のですか。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

こちらは ど

ちらかというと 、ポストペ イドと違って、日常の決済 、例えばコンビ ニでのお買 い物であるとか、
家電量販店さんでの ちょ っとしたお買い物で ある とか、あとは衣料品 であ るとか、そういう日 常
の少額、中額の決済 にこ ちらを使っていただ くと いう形です。
○古城座長

プリペ イド して。

○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

プリペイ ド

してです。
○古城座長

銀行口 座か ら残額が幾らを切っ たら 自動的に入るように して いるのですか。
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○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

はい。で あ

りますとか、auのお 取扱 店、auショップとか でも チャージいただけま すの で、そちらであらか じ
めチャージいただい て、 日常の生活に御利用 いた だくという役割でご ざい ます。
○古城座長

わかり まし た。

陶山委員、あとは よろ しいですか。
次は、古賀委員で すね 。
○古賀委員

御説明あり がとうございました。プ ランについては、と ても シンプルだなと感じま

した。
細かいことばかり で恐 縮なのですが、６点ほど 質問させてください 。
まず、この「auで んき 」という会社、御社なの ですが、これは小売 電気 事業者の独立した株 式
会社ということでい いの でしょうか。それと も、KDDIが御社の代理店 という 形で今回電力を販売
する形で設立された ので しょうか。
２つ目は、電源表 示は されるのかどうかと いう ことをお尋ねしたい と思 います。
３つ目として、最 大５ ％相当分キャッシュ バッ クとあるのですけれ ども 、このキャッシュバ ッ
クの出捐の主体とい うか 、KDDIと「auでんき 」の 負担割合のようなも のは どうなっているので し
ょうか。
４つ目として、提 供地 域はどのあたりにな るの かということを教え てく ださい。
携帯電話を持って いる 方に限って申し込め るの でしょうか。そこの とこ ろがよくわからなか っ
たのと、それから家 族が 携帯電話を持ってい ても いいということなの です が、これは未成年者 で
もよろしいのでしょ うか 。
解約違約金の関係 なの ですけれども、これ は携 帯の解約との関係は どの ように調整されてい ら
っしゃるのでしょう か。
それから、先ほど 東京 電力の方にもお聞き した ので同じ質問なので すが 、今後販売チャネル と
してはどのような形 態を 考えていらっしゃる ので しょうか。
以上、６点お願い いた します。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

あり がと うございました。

まず１点目の今回 の「auでんき」の提供主 体は、 今回KDDIのほうで電 気の 小売事業者登録をさ
せていただきました 。そ ういう意味では直接 今回 本体でサービス提供 をさ せていただくという こ
とでございます。た だ、 関西エリアと中国エ リア については、代理販 売モ デルという形で、い わ
ゆる電気の小売事業 者に ついては関西電力で あり 、中国電力、そうい う提 携、コラボをもって今
回「auでんき」とい うも のをつくらせていた だい ております。そうい う意 味では、そのエリア に
よって２つの方式で 提供 させていただいてお りま す。
２番目の電源構成 につ きましては、今回電 源の 調達については非常 に我 々複雑になっており ま
す。今、制度上ある 一般 電気事業者からの常 時バ ックアップであると か、相対電源も幾つかの パ
ートナーの方から電 源の 卸しを受け、あと足 りな いものを市場調達と いう 形になります。ただ 、
お客様からの要望も ござ いますので、何とか 電源 構成については考え て、 早い段階で開示して い
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きたいと考えており ます 。
あと、基本は電気 事業 のほうで負担額につ いて は持たせていただく とい うことで考えており ま
すので、携帯のほう から幾ばくかとかは特に なく 、今のところは電気 事業 のほうからの原資と い
うことを基本に考え てお ります。
それと、提供地域 につ いては、こちらのほ うは 一般電気事業者様と 同等 ではあるのですけれ ど
も、離島とか沖縄県 は除くという形で、ほか のエ リアについては全体 に提 供させていただいて お
ります。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

５つ目のau

の携帯電話がないと お申 し込みできないのか とい う御質問でございま すが 、そのとおりでござ い
ます。御加入時にはauの 携帯電話、スマート ホン であろうといわゆる ガラ ケーであろうとどち ら
でも構いませんが、auの 携帯電話の加入が必 要で す。その際、携帯電 話の 保有者が未成年であ っ
たとしても「auでん き」 は申し込めるのかと いう 御質問に関しては、 ちょ っと手元に資料がな い
のであれなのですけ れど も、恐らく申し込め たは ずでございます。
続きまして、携帯 の違 約金と今回の電気の 違約 金の関係はどうなっ てい るのかという点でご ざ
いますが、今回、携 帯の 違約金の関係と電気 の違 約金の関係は連動い たし ません。電気はあく ま
でも「auでんき」の御利用 を開始した時点から １年 以内であれば2,000円 の解 約違約金をいただき
ますが、以降に関し ては 、表現が適切かどう かわ かりませんが、いつ 「auでんき」をやめられ て
も違約金の負担はご ざい ません。
最後に、販売チャ ネル に関する御質問をい ただ きましたが、現在は au取 扱店、auショップを 中
心に、あとインター ネッ ト、それから我々は コー ルセンターを構えて おり ますので、お客様の 入
電時の獲得というと ころ がございますが、そ のほ か一部ではございま すが 、いわゆるアウトテ レ
マからお電話をかけ てお 客様に御案内する、 ある いは訪問販売という のも 一部営業手法として 活
用しております。こ ちら に関しましては、ク ーリ ングオフの対応を含 めて受け付けておるとい う
状況でございます。
以上でございます 。
○古城座長

よろし いで すか。

矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

御説明 どう もありがとうござい まし た。

３点ぐらいになる かな と思いますけれども 、質 問させていただきま す。
１つ目は、プリペ イドカードなのですけれ ども 、これの主に使用先 というのは、どこでも使 え
るのかどうか。先ほ どコ ンビニ等いろいろあ りま したけれども、使用 でき るところについて教 え
てください。
２点目ですが、３ ペー ジにありました電気 料金 のメニューのところ で、 東電の従量電灯のプ ラ
ンを使って説明があ った のですけれども、「auで んき」さんはどこか ら電 気を買われるのか、 購
入先です。自分のと ころで 発電されていなけれ ば当 然買われて、それにプラス 託送料が加わって、
それで東電の従量電 灯プ ランの金額とほぼ同 じな のかどうか。そのあ たり を電気料金について 教
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えてください。
３つ目ですが、今 回、 自由化のところに参 入さ れたということは、 それ なりの利益等も考え ら
れて、十分競争でき ると いうお考えのもとに 参入 されたのだと思いま すけ れども、ここのとこ ろ
を既に契約を済まさ れた お客さんの反応とか 、契 約数の目標とかがあ りま したらお聞かせ願い た
いと思います。
以上です。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

あり がと うございます。

まず、プリペイド カー ドの利用範囲ですけ れど も、先ほどあったよ うに マスターカードが利 用
できるところは全店 使えるという状況になり ます 。したがいまして、 日本 でいうと、ほとんど の
店がそういう対応が でき ておりますので、ち ょっ と数字のほうはあれ ば後 で御説明いたします け
れども、そういうこ とでございます。ほとん どの お店で利用できます 。
電源の調達先の話 は、こ れはなかなか言えな い話 が多いのです。先ほ ど御説 明しましたように、
常時バックアップ利 用と 何社さんから相対電 源、相 対電源というのは直 接契 約させていただいて、
幾ばくかの電源を頂 戴す るという契約のほう も何 社かさんとやらせて いた だいて、それで調達 を
かけていくという構 造に なっております。御 説明 はそういったことに なり ます。
あと、目標数につ いて は開示はしていない です 。今、いろいろと各 会社 さんのほうでどれぐ ら
い行きましたという 数字 を出されております けれ ども、我々は今のと ころ 、数字だとか、そう い
うものは余り開示す る予 定はなく、auを使っ てく ださっているお客様 、KDDIを使ってくださっ て
いるお客様に対して 新し い価値を提供したい とい う思いでやっており ます ので、電気の契約が ど
れだけいったとか、 そう いったところは余り うち のほうの中でアピー ルす るべきではないので は
ないかという考え方 もあ って、数字のほうは 控え させていただいてお りま す。
以上でございます 。
○矢野委員

２つ目 に質 問しました電気料金 の部 分が、ほぼ東京電力 の従 量電灯プランと同じ な

のかどうか、その辺 を。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

ほと んど 一緒でございます。 ほ

とんどと言いますの は、 ちょっとここは立ち 入っ た話になってしまい ます けれども、今、一般 電
気事業者様が設定さ れて いる料金というのが消費 税込みの料金になっ てご ざいまして、通信側 の
ほうはどちらかとい うと 消費税抜きで料金の 設定 をしている関係もあ って 、それに合わせたほ う
がいいということで 、今 回電気の料金は消費 税を 抜いた形で設定させ てい ただきました。逆に申
しますと、消費税を 加え ると、ほとんど今の 東京 エリアでは東京電力のメ ニューとほぼ同じに な
ります。厳密に言う と、１銭だとか、それぐ らい の違いは少しずつあ ると ころもありますけれ ど
も、ほとんど一緒で ござ います。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部エネルギー ビジ ネス部倉谷企画グル ープ リーダー

１点目で 御

質問いただいたプリ ペイ ドカードがどれぐら いの ところで御使用いた だけ るのかというところ で、
手 元 に 国 内 に 限 っ た 店 舗 数 は ご ざ い ま せ ん が 、 全 世 界 で 見 ま す と 、 マ ス タ ー カ ー ド 加 盟 店 3,810
万店舗で御使用いた だけ ます。
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○古城座長

あとは いか がですか。

御社の主な販売チ ャネ ルというのは、どう いう ことになりますか。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

販売 チャ ネルは、やはりauシ ョ

ップが全国でありま すの で、そちらに来てく ださ ったお客様に紹介を して いるというのが一番 主
力の販売チャネルで ござ います。結構な割合 がそ ちらのほうで御加入 いた だいているという状 況
でございます。
○古城座長

白山委 員、 どうぞ。

○白山委員

少しだ け確認なのですが、先ほ どのお話で、au携帯電話 を御 利用の方々にプラス ア

ルファのサービスを とい うことで「auでんき 」の サービスを提供する とい う位置づけだという 御
発言があったのです が、 私もちょっと勉強不 足な のですが、KDDI株式 会社 さんの中の、サービ ス
企画本部エネルギー ビジ ネス部、そちらのほ うで この「auでんき」の さま ざまな経営というか 運
営をやるという理解 でよ ろしいのですよね。 東京 電力さんみたいに別 会社 化するとか、カンパ ニ
ー制をとっていると か、 そういうレベルには まだ 至っていないという 理解 でよろしいのかとい う
ことです。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

はい 。今 、エネルギービジネ ス

部のほうで企画をし て、会社全体で取り組ん でお りますので、お客様 対応 のほうは今、既存で あ
るお客様の対応する 部署 でやってもらってい ます し、営業のほうは営 業の ほうで。
○古城座長

一般的 なこ となのですけれども 、御 社は新電力ですから 、販 売するために電力の 調

達はなかなか工夫の 要る ところだと思います けれ ども、それは余り大 変で もないのですか。そ れ
とも、すごく大変な 思い をしていますか。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネルギー ビジネス部長

すご く大 変な思いをしました。

やはりそういうパイ プも 当然始めたころはな いで すから、本当に草の 根運 動ではないですけれ ど
も、いろいろな方々 とお 会いして見つけてい った という状況でござい ます ので、そこがやはり こ
のビジネスをやる上 で一 番苦労した点の一つ でご ざいます。
○白山委員

ちょっ とそ れに関連して、なか なか 言えないところもあ ると 思うのですけれども 、

多分新しい事業とい うこ とになると、いろい ろな ノウハウとか、ある いは 人材の問題とかいろ い
ろあると思うのです が、 その辺は何か外部か らそ れらのノウハウを執 する人材をとってきてい ろ
いろやっていらっし ゃる のですか。
○KDDI株式会社サー ビス 企画本部都築エネル ギー ビジネス部長

そう です ね。内情を言いま すと、

この部署は昨年４月 に立 ち上がって、１年も たた ずにサービスインと いう ところまででしたけ れ
ども、やはり知見を 持っ ていらっしゃる方、 外に いらっしゃる方に中 途で 入っていただいたり と
かということで、何 人か の方は来ていただい てや りました。
○古城座長

いかが でし ょうか。ほかにない でし ょうか。

それでは、質問も 大体 出たようなので、こ れに てKDDIからのヒアリ ング を終了したいと思い ま
す。
本日はお忙しい中 、御 出席いただきまして あり がとうございました 。
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≪４．閉会≫
○古城座長
○丸山参事官

事務局 から 連絡事項はございま すか 。
本日 は熱 心な御議論をどうもあり がとうございました 。

今後の専門調査会等の 日程につきましては 、確 定次第、御連絡をさ せて いただきます。
以上です。
○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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