
COPYRIGHT © Enechange  Co., Ltd.  ALL RIGHT RESERVED.COPYRIGHT © Enechange Co., Ltd.  ALL RIGHT RESERVED.

confidential

      株式会社
巻口守男

2016年5月19日

電力比較           
〜電力小売 自由化 伴 生活 変化〜
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        紹介

       株式会社  2015年4月  消費者 電力会社選  
公平 中立       電力比較            運営      

       前身   電力      解析 研究機関
英国法人                   社 設立

日本 電力比較                公開

日本法人       株式会社 (東京都墨田区)   独立

電力自由化後     対応  
電力比較                    公開

提携企業 大学

欧州最大手 
電気料金比較    会社

2013年6月

2014年6月
2013年6月

2015年4月
2013年6月

2016年1月
2013年6月
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 電源構成      体制            合      検索 

   割     特典 対応  複雑化     選択         

電力比較            特徴
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 電源構成      体制            合      検索 

   割     特典 対応  複雑化     選択         

電力比較            特徴
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国内     市場

日本    協会
資料  抜粋
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自由化市場 参入  電力事業者

     需要 
減少  中 総合
     会社 
目指 

本体事業     販売 顧客囲 込 

81社
都市  6社

      72社
大手石油系3社

一般電気事業者9社 加  登録小売業者119社+未認定○○社 参入(2016年1月時点)
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電力小売事業者 求    高     

販売

電源調達
受給管理
顧客対応

制度対応
IT    

        

1)充分 営業力
総括原価  事業報酬 3 未満
(諸外国 7 程度)
薄利多売    商売

2)安定供給体制
24時間体制 電力安定供給
需給  同時同量  実現  技術
利用者 苦情 適切 対処  義務
 怠          

3)確  事業基盤
    事業 継続       確  経営基盤

電力自由化 7.5兆円 市場 開放      小売事業  参入  
高           諸外国 事業報酬  %程度     対  総括
原価  事業報酬 3 未満 薄利多売             
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電力会社      

規制料金 段階制料金制度 取       電力小売事業単体 見  月
350kWh以上 使用量 顧客 主             生活分野   参入
者 電力 付帯       顧客 囲 込  図      
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東急       講演会資料  抜粋
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海外 自由化後 動向

原子力 安 電気    
規制料金 自由料金  安 自由化 進      
前…EDF1社寡占→後…EDF 9割

2007年自由化

2002年自由化

日本 同 島国        
前…電力14社,  1社→後…6社

自由化  複雑   電力市場   
前…E.ON等4社 8割→後…4社 4割+地方1100社

1998年自由化

元国営 ENEL 自由化後 一人勝  
自由化     進      
 前…ENEL1社寡占→後…ENEL 8割

2007年自由化
一部自由化 大規模停電 起     後停滞 
24州+D.C.→現在 13州+D.C.

1998年部分自由化
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 背景 1: ‘   6’ 寡占談合問題

‘   6’  2013年末 時点 95% 市場    寡占     各社 利益額 
過去10年間 増加            右図   通  各社 値上 発表時
期 規模   同様  談合 疑  各種      激  批判 浴  Ofgem
 調査 乗 出     



COPYRIGHT © Enechange  Co., Ltd.  ALL RIGHT RESERVED. 12

電力自由化 電気料金

経済産業省 諸外国    電気料金 実態調査   抜粋

各国 小売料金水準 比較(2010年)

電気料金水準  電源構成 燃料調達費 大  左右     自由化  相関  独
占傾向 高 国  小売価格指標 低 傾向           小売価格 低  
  競争 働    自由化     可能性 指摘       
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電力中央研究所資料
  抜粋

   
家庭用電気料金 
内訳 推移

参考 電力自由化 電気料金

三井物産戦略研究所      抜粋

    
電気料金 上昇率
(2001vs2013)
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11           存在 
100       中  公正 選    出来   

          展望

 万以上     存在  100以上     乱立 最大手 
VERIVOX.de   利益 大  会社  優先  提案     
批判 受    状況   45EURO(約5,800円) 公正 診断
   有料    登場 Hauspilot.de 

      公正性 保     一部 州政府
(            ,    等) 運営      存在 
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 背景 1: 300 超  複雑 電気料金    乱立   消費者 混
乱 招  

電力会社 自由化後 電気料金   数 大幅 増加   2011年 1社30   
以上提供      消費者 混乱 招       過度          新

規勧誘       保険商品             販売       異  

利用規約   登場       結果消費者 混乱 招 信頼 低下     

Ofgem 電気料金    規制 動 出     

電力会社 対  消費者 信頼 失墜
      Ofgem CEO)



COPYRIGHT © Enechange  Co., Ltd.  ALL RIGHT RESERVED.

confidential

 背景 1: 電力比較    公平性 中立性 問題

2013年 制度改革時   電力比較    公平性 中立性 問題    他 
問題 急増  電気料金   数 複雑   電気料金       同様  重要
問題 指摘      電力比較    手数料 契約形態 不透明性  消費者
 新規事業者     不信感 招       
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 背景 2: 電気料金   制限 不在         消費者 混乱
 招 可能性

    電気料金    3  主要問題点

1. 前払 制 電力会社        倒産 
 未回収    事例    (TelDaFax 
Flexstrom 合計100万人以上  前払 顧客 抱     
2011年 2013年 倒産 社会問題      

2. 現金                    
新規顧客獲得      実際 支払 条件
 厳  実際 支払       多  

3. 割高 長期契約  自動更新
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 効果 1 消費者 公平 中立 電力比較    安心  利用  
              
現在 12 電力比較               認定 
受                消費者 公平中立 
条件  電力会社 電気料金    比較        
   提携 有無 明示   提携会社     上 切替可能 
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 背景 2:     電力比較     公平 中立性 欠     消費
者 不信 招     

    電力比較     消費者 公平 中立 電力会社 電気料金    提示
       度 消費者団体  改善 求                   
電力比較    得   収入 多 電力会社 優先的 表示       消費
者 開示          問題        

19

    消費者団体   調査
     主要電力比較   
    Web         
     設定      各社
最低    評価      
               
中立性 公平性 評価 最低 
        意味   
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複数 電力比較    登場 予見   今 日本  認証制度 導入  消費者 
   安心安全 環境    積極的 整備 検討         

 電力比較    認証制度
             導入   

参考事例 Ofgem                認定基準[14]

●             認証     以下    消費者 保証 

1. 小売電気事業者   独立

2.     提供可能 電気料金    表示

3. 高 基準 電気料金診断精度

●             認証    以下 義務 負  

1. 電力会社  紹介料提携 有無 開示

2.       表記 禁止

3.      画面  部分表示 禁止
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 電気料金   制限 実施

日本   英国同様  電気料金   制限  実施     不透明性 排除  

一定 枠組 内  健全 競争 喚起 検討          但  自由 競

争 阻害         一定期間様子 見 上  後述     問題 生 

 場合 対処法      後撤廃     可能 
参考事例 英国 電気料金   制限  原則[12]

1. 簡素化 Simpler 

4   制限    電気各  

段階別料金 禁止

2種類                  限定           許
可

2. 透明化 Clearer 

最適 電気料金      電気料金表 記載義務

3. 公平化 Fairer 

長期契約  自動更新 禁止

kWh単価変更 事前通知 義務
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比較    重要性


