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来年４月１日から電力の小売自由化が始まります！ 
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家庭や中小企業でも電力会社を選べるようになります。 
 「東北出身だから東北の電力会社から買いたい」「今より安い電力会社に乗り換えたい」 
 全国レベルで自由に電気を売れるようにすることで、そんな声に応えます。 

電気代を少しでも安く。 
 電力会社がもっと競争することで、電気代を最大限抑制します。 
 （過去の自由化では、５兆円以上の効果があったと試算されています。） 

我慢の節電から、ライフスタイルに合わせた節電へ。 
 夏のお昼など、電気の使用のピークのときだけ料金が高くなり、他の時間帯は安くなる料金メニューが  
 選べるように。無理なく省エネができて、お財布にもやさしい節電へ。 

企業経営にとっても、電気の選択肢が増えます。 
 「乗り換えようと思っても他に電力会社が無い」  
 全面自由化で本気の競争を進め、そんな現状を変えていきます。 
 自社の工場・店舗で使う電気を全国一括調達することも容易になります。 



１．電力システム改革について 



これまでの我が国の電気事業制度改革の歩み 

 我が国の電気事業制度は、1995年以降、発電部門における競争原理の導入や小売
部門の自由化対象の順次拡大など、累次の改革を実施。 
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第一次制度改革（1995年） 

 電力の卸供給を行う独立発電事業者（IPP）制度の導入と電源入札制度の創設 
 電力会社の料金メニュー多様化（選択約款の導入） 等 

第二次制度改革（1999年） 

 特別高圧需要家（大規模工場、デパート等）を対象に自由化実施 
 電力会社の料金引下げに係る規制緩和（許可制⇒届出制） 等 

第四次制度改革（2008年） 

 卸電力取引活性化のための「時間前市場」の創設 
 託送料金における「ストック管理制度」の導入 等 

第三次制度改革（2003年） 

 高圧需要家（中規模、スーパー等）を自由化対象に拡大 
 卸電力取引市場の整備  等 



第５次改革の全体スケジュール 
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第１段階 
（広域的運営 

 推進機関設立） 

【電力】 

【都市ガス】 

【市場監視委員会】 

平成27年 
（2015年） 

4月1日 

平成28年 
（2016年） 

4月1日 

平成29年 
（2017年） 

平成32年 
（2020年） 

4月1日 

平成34年 
（2022年） 

4月1日 

第２段階 
（電気の小売 
全面自由化） 

第３段階 
（送配電部門 
の法的分離） 

導管部門 
の法的分離 
（大手３社） 

ガスの小売 
全面自由化 

電力取引監視等 
委員会の設立 

（料金の経過措置期間） 

料金規制 
の撤廃 

事業者ごとに競争状
態を見極め解除 

ガスについても 
業務開始 

競争状態が不十分な事業者
においては料金規制を残す 



我が国における電力小売の自由化について 

 2000年以降、電力の小売について段階的に自由化（新規参入）を実施。 

 2016年４月からは、一般家庭・コンビニ等向けへの新規参入が可能。一般家庭を含
む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択可能。 
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注
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電力量  ４０％ 
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（注）需要家保護のため、経過措置として料金規制を残す。（当面、規制料金も選択できる。） 
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再エネ賦課金 
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燃料費・再エネ賦課金以外 

我が国におけるこれまでの電力システム改革の成果（コストの低減） 

電気料金（電灯・電力）の推移（円/kWh） 

•第一次電気事業制度改革 
– 卸売参入の自由化 

•第二次電気事業制度改革 
– 小売部分自由化（特別高圧のみ） 

•第三次電気事業制度改革 
– 小売自由化範囲の拡大（高圧まで） 

〔燃料費/再エネ賦課金以外〕 

▲5.39円/kWh 
（▲32%） 
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（参考）主な費用項目別の寄与 
減価償却費：▲1.33円/kWh 
修繕費   ：▲0.98円/kWh 
人件費   ：▲0.80円/kWh 

0.6 

 これまでの制度改革により、電力会社のコストは着実に低減。 

 震災以降の燃料費増で料金は上昇したが、燃料費・再エネ賦課金以外は32%低下。 
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電力システム改革によって期待される効果（８兆円の市場の開放） 

 小売全面自由化によって、これまで一般電気事業者が独占供給していた約８兆円の
電力市場が新規参入者に開放される（需要家数約8,500万）。 

 既に自由化されている大口部門においても、これまで以上に競争が促進される。 

 合計18兆円の電力市場に、他業種・他地域から参入が相次ぎ、需要家の電力選択
のニーズに応じて多様なメニューやサービスが生まれ、イノベーションを誘発。 
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 震災後、新電力の販売力量シェア及び供給実績のある新電力の数は急増。 

 大口部門における競争活性化により全面自由化の効果拡大が期待される。 
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（注）H27年度は８月時点の社数 

（出典）電力調査統計 

電力市場における競争の拡大（自由化部門における競争活性化） 



電力システム改革によって期待される効果（新規事業者の参入） 

 小売自由化に向け、本年８月より小売電気事業の登録を開始。 

 既に百数十件の申請があり（審査中）、5６社を小売電気事業者として登録済み。 
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小売への参入が想定される事業者の例 

ソフトバンク 

東京電力とアライアンスに基本合意。 
携帯電話やインターネットと電力の
セット販売を検討。 

昭和シェル石油 

グループ傘下のＬＰガス会社を通じ
て首都圏で電力販売。石油やガスと
電気とのセット販売を検討。 

東京ガス 

東北電力と電力小売会社を共同で
設立。自社も小売事業登録をし、ガ
スと電気のセット販売を検討。 

(一財)泉佐野電力 

再生可能エネルギー等を活用した電
気の地産地消の取組を通じ、地域
経済の活性化を目指す。 

ケイ・オプティコム 

関西電力100％子会社。本業の通
信事業とのサービス融合などを検討。 



２．電力取引監視等委員会の設立  
       （本年９月～） 



電力取引監視等委員会とは 

電力システム改革の実施に当たり、健全な競争が促されるよう、市場の監視機能を強化
するため、経済産業大臣直属の組織として、本年９月に設立。 

①適正な取引が行われているか厳正な「監視」を行うほか、②必要なルール作りなどに関
して経産大臣へ「意見・建議」を行う。 

来年度から、都市ガス、熱供給事業も業務の対象に追加。 
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経済産業大臣 

 
 委員       ５名 
 事務局  約７０名 
   本省   約５０名 
  地方局 約２０名 

電力取引監視等委員会 

電力市場（事業者） 

②意見・建議 

①厳正な監視 

ルール作り（システム改革の具体化）など 

 消費者対応 
 －法外な解約金を請求する、苦情や問合せに応じない
など悪質な行為の監視 

 

 新規参入者対応 
 －大手が新規参入者を排除するため、著しく低い小売
料金を設定するなど市場支配力行使の監視 

 －送配電部門で知った新規参入者の情報を自社の営
業部門に伝えるなど送配電部門の中立性の監視 



委員は、法律、経済、金融又は工学の専門的な知識と経験を有し、その職務に関し、
公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命。 
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八田 達夫 
(委員長) 

稲垣 隆一 林 泰弘 圓尾 雅則 箕輪 恵美子 

【経済】 
大阪大学 招聘教授 
アジア成長研究所 所長 

【法律】 
稲垣隆一法律事務所 

弁護士 

【工学】 
早稲田大学大学院 

教授 

【金融】 
SMBC日興証券 
ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

【会計】 
監査法人トーマツ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ 公認会計士 

委員長及び委員について 



当面の課題 

来年４月の電力の小売全面自由化に向けた準備が当面の最大の課題。 
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来年４月以降電力の小売を行う事業者の登録の適否（電気の使用者の利益の保護のために
適切でないと認められるものか否か）について審査中。 

小売電気事業者が電力を供給する際に支払う、送配電ネットワークの使用料（託送料金）の水
準等について、年内の大臣認可に向け、審査中。 

不当な解約制限の禁止など、小売の営業を行う際のルールについて、年内にガイドライン案をまとめ
る予定。 

来年４月に迫った自由化に向け、説明会の開催、広報ツールの作成・配布、各種広報媒体を通じ
た周知などに取り組む。 

①小売電気事業者の登録の審査 

②小売の営業に関するルールの検討 

③送配電ネットワーク使用料（託送料金）の審査 

④自由化の広報 



３．自由化の周知・広報について 



家庭等でも電気の購入先が自由に選べるようになります 

 従来、各家庭は地域の電力会社（関東地方であれば東京電力）から電気を購入。 

 来年４月から制度が変わり、家庭等でも電気の購入先の選択が可能になる。 
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多様な業種の事業者が電力販売に参入を検討中 

  メーカー 石油会社 再生可能エネルギー発電会社 

通信会社 都市ガス会社・ＬＰガス販売会社 住宅メーカー 鉄道会社 

etc. 



電力の特徴（誰から買っても家庭に届く電気の「質」は同じです） 

 ある発電所で発電した電気は送電線の中で他の発電所で発電した電気と混ざる。 

 これは複数の蛇口（＝発電所）からプール（＝送電線）に注がれた水（＝電気）
が、プールの中で混ざり合うことと同様。 

 家庭などで電気を使う際には、プールで混ざり合った水が水道から出てくることと同様に、
どの発電所で発電された電気か区別されずに届けられることになる。 

16 

発電所Ａ 発電所Ｂ 

需要Ａ 需要Ｂ 

（送電線の中で）混ざり合う 

混ざり合った電気が届けられる 

発電 

送配電 

小売 

「電気をつくる」 

「電気を運ぶ」 

「電気を売る」 



国民の皆様から多く寄せられるご質問・お問い合わせ 
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「来年４月までにどこかの小売事業者と契約しないと電気が使えなくなるのではないか？」 

   現在契約している電力会社から引き続き電気が供給されるので大丈夫です。 

「新規参入者から電気を買うと停電しやすくなりはしないか？」  
送配電網の中で電気は混ざり合うので、誰から買っても電気の質は同じです。 
また、万が一、新規参入者の供給力が足りなくなっても、他社の電気を補給す
る制度が整備されています。 

「知らないうちに高額な解約金を設定されるようなことはないか？」  
小売事業者は契約時に消費者に電気料金や解約条件などを書面で説明することが
義務付けられています。 
なお、不当に高額な解約金の設定等は経済産業大臣による是正命令の対象です。 

「たくさんの事業者がいるけど、ちゃんとした事業者は誰か？」  
小売事業者は国の登録を受けなければなりません。 
資源エネルギー庁ＨＰに登録事業者一覧を掲載しているので御確認下さい。 

＊その他御不明な点やお困りの点がございましたら、経済産業省電力取引監視等委員会まで。 



電気の販売契約を結ぶ際の事業者の義務（消費者保護） 

 電気を販売する「小売電気事業者」は、販売契約を結ぶ際に、消費者に対し電気料
金などを書面を用いて説明をすることが法律上義務付けられている。 

 また、契約締結後は、そうした契約内容について記載した書面を消費者に交付すべきこ
とも同じく法律上義務付けられている。 
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小売電気事業者が消費者に説明すべきこと 

 小売電気事業者の社名や連絡先 

 いつから電気を供給するのか？ 

 契約期間はいつからいつまでか？ 

 契約期間満了後の契約更改手続きはどのようになるのか？ 

 毎月の電気料金はいくらか？どうやって算定するのか？ 

 電気を供給するにあたって必要な工事があるか？ある場合は消費者が負担する工事代はいくらか？ 

 電気料金の割引がある場合には、それはいくらか？割引の対象期間はいつまでか？ 

 契約期間内に解約する場合の制約はあるのか？解約手数料などは発生しないのか？  など 



電気の購入先を選ぶときに注意すべきこと 

 各家庭に電気を販売する「小売電気事業者」は、法律により、国の登録を受けなけれ
ば家庭に電気を販売することができない。 

 国の登録受付は既に開始しており、登録を受けた事業者は経済産業省（資源エネル
ギー庁）ホームページにて確認が可能。 
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 国の登録を受けた「小売電気事業者」であるか確認しましょう！ 
  ⇒資源エネルギー庁ホームページにある「登録小売電気事業者一覧」で確認できます 
    http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/ 

 

 契約の内容をきちんと確認しましょう！ 
  …「電気の使用料はいくらか？」「契約期間は？」「解約時に手数料は必要？」 etc. 
  ⇒小売電気事業者は、法律上、消費者に対し説明する義務があります！ 
 

 停電など困ったときの連絡先を確認しましょう！ 
  ⇒小売電気事業者は、法律上、消費者の苦情や問合せに応ずる義務があります！ 
 

注意すべきこと 



万一、悪質な事業者にあった場合 
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例えば・・・ 

「国の登録を受けていないのに『国の登録を受けた』といって営業をしている事業者がいる」 

「『○○電力より５％安く電気を売ります』と言われたのに、それより高い料金を請求された」 

「『今より安く電気を売るから１年分前金を』と言われて支払って以降、連絡が付かない」 

「契約時に説明を受けていない費用について負担を求められた」 

「解約を申し出たところ、法外な解約料を請求された」 

「解約を申し出たところ、嫌がらせや脅しを受けた」 

「“電気と○○のセットにすれば安くなる”と言われ、求めていない商品をセット販売された」 

「苦情や問合せをしてもまともに対応してくれない」  など悪質な事業者がいたら・・・ 

こちらまで 経済産業省電力取引監視等委員会までご相談下さい！ 
 電話：03-3501-5725（直通）（平日 9:30-12:00、13:00-18:30） 

 メール：dentorii@meti.go.jp 


