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2000年３月、電気事業法の改正によって電力小売

りの自由化がスタートし、電力会社が選べる時代に

入ってから11年が経過しました。電力の自由化に合

わせてNTTファシリティーズ、東京ガス、大阪ガ

スの３社により設立されたのが特定規模電気事業者

（PPS：Power Producer and Supplier）のエネット

です。エネットの社名は「Energy＋Networkでエ

ネルギーの新たな価値を創造する」という想いに由

来するものです。昨今、スマートグリッド時代の到

来、ということでエネルギーとネットワークの融合

の重要性が声高に叫ばれていますが、当社は会社設

立当初からスマートなエネルギー社会を志向して事

業を展開してまいりました。

現在、当社の事業規模は全国で300万kWを突破

し、PPSの中で約50%のシェアを占めるに至って

います。基本的なビジネスモデルは株主である東

京ガスや大阪ガスの発電時に二酸化炭素の排出量

が少ない最新鋭大型天然ガス発電所や自家発電設

備を持つ事業者様の余剰電力、更には日本卸電力

取引所（JEPX）で取引される電力を購入し、電力

会社が保有する送配電網を借りながら、ITを活用

した付加価値サービスと共にお客様に電力をお届

けするというものです。当社のお客様の需要の電

力の供給先はオフィスビル、病院、官公庁施設、

学校など、全国で約7,200件となっています。

電力小売りが自由化を開始して以降、PPSは現在

40社以上に達し、過去１年間でも10社以上が新たに

事業の届け出を行っています。新規参入が活発な電

力小売り事業は競争激化の一途を辿っており、その

中で勝ち抜いていくためには他社との差別化追求が

欠かせません。当社のお客様規模は300万kWを突破

しており、これは原子力発電所約３基分もの規模に

匹敵しますが、これを支えているのは主に株主の大

特別
画企

一般電気事業者 
（地域電力会社） 

新規事業者 
（エネット社） 

自家発電設備 

余剰電力 

電力会社供給時 

新規事業者 

電力会社送電網 

契約発電設備 
（自家発電保有事業者等） 

お客様が選択 

使用量 

特別高圧および高圧受電のお客様 
（デパート、大病院、大規模オフィスビル、大工場など） 

ICTを活用 

需要と供給のマッチング 
（同時同量） 

供給量 

図1 自由化による電力供給のしくみ

Energy Networkでエネルギーの
新たな価値を創造するエネット

大型LNG火力を基盤に
差異化を図るエネットの取組み

ICTを活用し省エネ促進を支援
するエネットのスマートサービス

株式会社エネット

http://www.bcm.co.jp/


87ビジネスコミュニケーション 2011 Vol.48 No.8

型LNG火力であり、この安定した供給基盤が差別化

要素の一つとなっています。また、コスト競争力と

いう点では、徹底した管理費抑制が挙げられます。

ここ数年、当社の売上高は1,000億円を超えています

が、約40名と少数の社員で事業運営を行っています。

これは業務のあらゆる面でIT化を積極活用し、請求

書発行業務から発電所の運用など、徹底したシステ

ム化を実現しているためです。この結果、当社の販

売管理費率は1%程度と、既存電力会社とは１ケタの

差があります。

お客様の利便性向上を目指すた

めにも ITを積極的に活用してい

ます。今夏に実施されている東京

電力エリアでの電力使用15%削減

において、多くの需要家が自社の

電力消費傾向等をリアルタイムで

把握したいとのニーズが急拡大し

ていますが、エネットでは 2006

年から既に「いんふぉ・エネット」

というサービスを当社のお客様に提供しており、30

分毎～の使用電力や使用電力量、更には月々の電気

料金がオンラインで参照できます。

更に、本年７月からNTTファシリティーズと連

携し、一般家庭におけるスマートサービスを開始

しています。NTTファシリティーズが提供する

『マンション向け電力提供サービス』の利用者の一

部である首都圏を中心とした約3000世帯を対象と

して、利用者の省エネ支援や発電所の更なる効率

的運用を目指します。

本サービスの特徴としては、

① 電力需給の情報連携を通じた需給一体の省エ

ネ促進

従来は電力会社の中で閉ざされていた各戸のメー

ター情報や発電所の稼働状況に関する情報等、需給

に関する情報を電力の供給サイドと需要サイドで双

方向融通することで、日本でも類を見ない需給一体

となった、リアルタイムでの電力の効率的活用（ピ

ークカットやピークシフト）を高次元で実現します。

② 需給最適化にご協力頂ける需要家へのインセ

ンティブ提供
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需給ひっ迫時、緊急的に携帯メール等を通じて

需要家に電気の使用抑制をお願いする『デマンド

レスポンスサービス』を通じ、需給一体となった

発電所の効率的運用により達成した、供給サイド

のコスト削減の一部を翌月以降の

電気料金の支払いに充当可能なポ

イントとしてサービス利用者に付

与するなど、お客様の貢献度に応

じたインセンティブの仕組みを導

入します。また、NTTファシリテ

ィーズを通じて、お客様へ新たな

時間帯別の料金メニューの提供も

開始致しました。これにより、一

般的に需給が逼迫する昼間時間帯

の電力消費を、平常時から抑制す

るといったお客様の消費行動を支

援いたします。

③ ICTの活用による需要家利便性の向上

リアルタイム計測が可能な通信機能付き電力メ

ーター、電気の使用状況の見える化システム
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『EnneVision 』、セキュアな通信基盤『NGN』な

ど、多様な ICTインフラ活用により、お客様の利

便性向上を図ります。

などが挙げられます。

今年の夏も昨年並みの猛暑が見込まれておりま

すが、お客様からは、本サービスを利用すること

Ｒ ○ 

で、従来のような非弾力的な節電行

動ではなく、各世帯が事情に応じて

一定の快適性を確保しつつ、必要な

時に効果的な省エネ貢献をするとい

う『スマートな節電』が出来るよう

になったといった評価を頂いており

ます。また、デマンドレスポンスサ

ービスでは一部のお客様グループに

おいて、約40%の節電効果が見られ

る等、既に一定の需要抑制効果を見

せています。今後は需要側と供給側

双方の動きから得られる膨大なデー

タの分析を行い、需要家の利便性を

損なわずに省エネ・省CO2を最大化

する需給一体となった新たなサービ

スの開発を促進して参ります。

東日本大震災を期に、エネルギー需

給や電力システムの在り方が改めて問

われています。省エネや省CO2化に向

け、従来は電力の供給側は発電効率の

良い発電設備の導入、需要側は省エネ

機器の導入や硬直的な消費行動などに

より対応していましたが、今後は供給

側と需要側がいっそう『情報と行動の

連携』を通じて発電設備の高効率運転

に取り組むことで、結果として総合的

な省エネ省CO2に結び付くと考えています。当社はこ

のようなモデルの実現に向け、機動的な事業運営によ

り、スマートグリッドも活用した新たなサービス展開

を図ることにより、新しいサービス産業の創出やエネ

ルギー関連コスト全体を削減し、企業の皆様に選ばれ

るPPSとして更なる発展を目指してまいります。今後のエネルギー／電力供給の在り方
とエネットが目指すもの
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