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【エネルギー】エネルギー政策 電 力 ガ ス 

 
欧州のエネルギー市場自由化に関する Q&A 

 
欧州委員会の「電力及びガスに関する指令」(2003/54/EC 及び 2003/55/EC)に基づ
き、欧州では 2007 年 7 月 1 日より、原則として電力・ガス市場が自由化されること
になった。これに伴い、欧州委員会は消費者保護のための「憲章」制定に動き出した。

この問題に関する欧州委員会の見解が Q&Aの形で示されたので全文を紹介する。 
 
エネルギー市場の自由化と憲章に関する質問 
 
1. EUのエネルギー市場が個々の消費者に開放されるまでのスケジュールは？ 

2003 年に制定された域内エネルギー市場に関する法律は、2007 年 7 月 1 日を全て
の消費者への市場開放の期限としている。すでに 13ヵ国がこの期限に先だって電力お
よび（または）ガスの市場を開放している。その他の国々は 7 月 1 日に市場を開放す
る。さらに、特別な事情を持つ数ヵ国は欧州委員会の特例を受けて今後数年間で市場

を自由化する予定である。次の表はエネルギー市場の自由化の概要を示している。 
 

Ⅰ．電気とガスの市場が 2007年 7月 1日以前に自由化された国（13ヵ国） 

① 電気、ガス双方 
オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、スペイン、オランダ、ア

イルランド、英国（注：北アイルランドのガス市場は 2007 年 1 月 1 日に自由化、電気市
場は 2007年 11月 1日に自由化) 

② 電気のみ：フィンランド、ポルトガル、スウェーデン 

③ガスのみ：イタリア 

Ⅱ．電気とガスの市場が 2007年 7月 1日に自由化された国（9ヵ国） 

フランス、ブルガリア、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、 
スロベニア、リトアニア、ルクセンブルグ 

Ⅲ．電気市場が 2007年 7月 1日に 
自由化された国 

Ⅳ．ガス市場が 2007年 7月 1日に 
自由化された国 

イタリア（ガスと合わせて双方自由化） スウェーデン（電気と合わせて双方自由化）

ラトビア（電気のみ） エストニア（ガスのみ） 

ギリシャ（電気のみ）  

Ⅴ．電気市場の自由化で特例を受けている国 Ⅵ．ガス市場の自由化で特例を受けている国 

マルタ フィンランド 

キプロス（2013年まで） ラトビア（2010年まで） 

エストニア（2013年まで） ギリシャ 

注：キプロスとマルタは 
当面ガス市場を持たない。 

ポルトガル（2010年まで） 
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2. エネルギー市場の自由化には何が含まれるのか？ 
エネルギー市場の自由化は、法律または行政上の障壁を減らすことによって、企業

が市場に参入して電力やガスを人々に供給できるようにするものである。2007年 7月
以降は、競合する幾つかの企業が市場に参入して消費者に売り込みをする機会を持て

る見通しである。消費者は最も有利な条件を提示する企業を自由に選ぶことができる。

しかし、EUの電力消費市場の 27%を占める個人の消費者 1 はエネルギー市場に対し
て大きな影響力を持たないため、電力とガスに関する指令は政府機関に消費者の権利

を守るよう求めている。特に求められているのは、手頃な価格で電力を得られること、

価格の仕組みが透明で容易かつ明確に比較できること、そして消費者が自信を持って

市場で最も良い条件を提示する企業を選ぶことのできる環境を整えることである。ま

た、エネルギー市場の自由化は企業利益の保護も必要とする。企業の利益は、EUの域
内市場を適切に機能させ、競争、革新および経済発展に弾みをつけるために極めて重

要である。 
 
また、7 月 1 日以降は地域の電力・ガス販売会社も法的な分社化（いわゆる法的ア

ンバンドリング 2）が義務づけられる。この措置は、販売会社の親会社からの独立性を

高め、全ての供給業者が配電網に公平にアクセスできるようにすることを目的として

いる。送電部門に関しては、2003年に企業の法的分離が義務化されている。 
 

3. エネルギー市場自由化の特徴は？ 
エネルギー市場の自由化は、欧州に真の競争力を持った電力とガスの市場を構築す

ることに貢献する。価格は供給業者間の真の競争によって決定され、消費者が供給業

者を選ぶ権利（変更を含む）が保護される。また、エネルギー市場の自由化は、エネ

ルギーの安定供給を促進する。さらに、企業は環境に優しい再生可能エネルギー分野

での技術革新を求められるため、環境保護にもつながる。 
 

4. なぜエネルギー市場の自由化に保護措置が必要なのか？ 
電気とガスの供給は、欧州の住民が誰でも利用することのできる公共サービスであ

ると認識されている。全ての住民は、代金を支払って定期的に安全で安定した電気と

ガスの供給を受ける権利を持っている。各加盟国は、全ての消費者（特に弱い立場の

人々）がこれらのサービスを手頃で簡単に比較できる透明性のある価格で利用できる

よう適切な措置をとる。 
 

                                                  
1 IEA – Energy statistics – Electricity consumption in EU 25 (2003)のデータに基づく。全体
の電力需要/消費に占める家庭の比率は 2005年には平均 27%で、市場全体の 4分の 1を僅か
に上回っている。この比率は安定して推移しているが、2010年以降は若干低下する可能性
がある。 

2 電力事業で言えば、発電、送電、配電（販売）の各部門を法的に分離・独立した事業体とす
ること。 
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5. 社会的に弱い立場にある消費者はどのようにして自由化の恩恵を享受できるか？ 
EC法は、社会的に弱い立場にある住民を特定するよう求めている。各加盟国で経済

的な流動性やその他の基準が設けられる見通しである。低い流動性、低収入、農村地

域での居住といった固有の特徴により、社会的弱者は自由競争に基づくエネルギー市

場の影響に晒されやすく、誤解を招くような強引な勧誘の被害者になりやすいと考え

られている。これらの人々の保護は、社会的な枠組みを特別に構築することで行うこ

とができる。例えば、社会的な支援や料金の割引により、これらの人々が常に電気と

ガスを利用できるようにし、健康と快適さの確保に十分な暖かさを提供することがで

きる。 
 

6. エネルギー市場自由化の恩恵を受けるにはどうすれば良いか？ 
市場の中から最も適切で条件の良いサービスを積極的に探すことは、全ての消費者

の利益に適うことである。消費者は、費用をかけずに電気またはガスの供給業者を変

える権利を持つ。消費者が供給業者を選択する権利を行使することにより、競争が促

進され、新たな再生可能エネルギーが開発されるだろう。その結果、消費者は市場の

自由化の恩恵を最大限に享受し、エネルギー消費者としての権利を自由に行使できる

ようになるだろう。欧州委員会は、EU 全域で啓蒙活動と情報提供を行うことでこれ

を支援する。 
 

7. どうすれば自分の権利を確保することができるか？ 
EU は各国がエネルギー市場を自由化する際の規則・基準を定めている。これは、

国内法と共に、契約前に適切な情報提供が確実になされることを保証するものである。

提供されるべき情報には、契約書の署名後に生じた新たな条件を消費者が受け入れな

い場合には、契約を取り下げることができる権利等が含まれる。また、消費者は誤解

を招くような強引な販売活動からも保護される。2007年 12月 12日には不公正な商慣
習に関する指令が全加盟国に適用される予定である。これ以降、契約変更に際して過

剰な事務手続きや待機を強いられるなど、契約でカバーされない障壁が禁止されるこ

とになる。 
 
欧州委員会は、欧州エネルギー消費者憲章（European Energy Consumers' Charter）

の原理の提案を通じて消費者の権利強化に取り組んでいく。この憲章は、消費者権利

の効果的な行使と実効性の強化に取り組むものであり、行政機関、エネルギー産業、

消費者団体およびその他の利害関係者による同憲章の採択・承認を目指している。欧

州委員会は、エネルギー消費者が効果的に権利を行使できるようガイドラインを作成

する予定である。また、エネルギー市場における消費者の状況を監視し、必要に応じ

て調停を行う考えである。 
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8. 欧州エネルギー消費者憲章とは何か？ 
消費者権利の保護に関する情報を提供するため、欧州委員会は将来の欧州エネルギ

ー消費者憲章の原理を提唱した。欧州委員会は、エネルギー消費者の権利を明確にし、

それらを一つの文書に取り纏める予定である。こうした憲章の原理に関する協議が

2007年 7月 5日に開始されており、欧州全域のエネルギー関係者が将来の憲章の内容
について意見交換を行っている。 

 
この協議は、合意された最終的な文書が利害関係者によって署名・承認されること

を目指している。 
 

9. 供給業者を選ぶ際にどのような情報が必要か？ 
欧州の法律は、電気またはガスの供給業者は契約書に次の情報を盛り込まなければ

ならないとしている。 
・ 供給業者の身元と住所 
・ 提供されるサービスの内容と質、最初の取引に要する時間 
・ 料金とそれに付随する条件。例えば料金を算出するためのパラメーター（媒介変数）

や指数メカニズム（インフレスライド制など）等 3 
・ 利用可能な支払い方法と決済機関 
・ 提供される保守サービスの種類 
・ 適用される料金と維持費に関する最新情報を入手する方法 
・ 契約期間、サービスと契約の更新および終了の条件、解約の条件 
・ 契約で決められたサービスの質が提供されない場合の補償と払い戻しに関する取

り決め、和解の手続きを開始する方法 
 
10. どうすれば消費者としての利益を示すことができるか？ 
欧州の住民として、また消費者として、全ての住民は自分の権利を守る権利を持っ

ている。自国の管轄機関（多くの場合、行政当局）は、消費者の居住国での利益を代

表する責任を負っている。また、各加盟国の消費者団体や欧州消費者センターに問い

合わせて、エネルギー消費者の権利に関する情報を得られる他、権利が侵害された場

合には提訴を申し込むこともできる。 
 
11. より詳しい情報はどこで得られるか？ 
エネルギー消費者の権利とエネルギー市場の自由化に関するより詳しい情報は、次

に示す欧州委員会のウェブサイトを参照されたい。 
www.agathepower.eu 
 

                                                  
3 石油や天然ガスの価格変化の何%かを料金に反映させるとか、物価や賃金水準によって価格
を変動させる、などはよくある契約の形態。 
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エネルギー消費者の権利に関する欧州憲章（European Charter on the Rights of 
Energy Consumers ） に 取 り 組 む 欧 州 委 員 会 の エ ネ ル ギ ー ・ 運 輸 総 局
（Directorate-General for Energy and Transport）のウェブサイト。 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm 
 
消費者の権利に関する詳細は次のウェブサイトを参照されたい。 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/qa_en.htm 
 
次のウェブサイトから“Europe Direct”への照会が可能である。 

http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm 
 
出典：Questions on the opening of the energy markets and the Charter 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/279&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

翻訳：山本 かおり 

http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm

