
【政策】2020 エネルギー政策   

 
欧州理事会が重視するエネルギー政策の分野 

 
エネルギー政策は、欧州連合（European Union: EU）の安全保証と経済成長にとって極

めて重要である。経済成長と雇用の確保は、エネルギーを安全、確実、持続的に、かつ手

頃な価格で供給できるか否かにかかっている。将来に向けて、より確実で持続可能なエネ

ルギーを確保する道筋を付けるために、EU のリーダーたちは、速やかに数多くの重要な

決定を下さなければならない。 
 

2011 年 2 月 4 日に開催された欧州理事会は、非常にタイミングが良かったといえる。

欧州委員会は、過去 1 年に渡り、市民および企業に対して発表する未来の EU エネルギー

政策の準備を進めてきた。この政策は、2010 年 11 月に相次いで発表された「2020 エネ

ルギー戦略（IP/10/1492 注1）」とインフラに関する提案（IP/10/1512 注2およびMEMO/10/582
注3）に沿うものである。これらの文書に記載されている考え方を踏まえて、欧州理事会で

議論が行われた。EU は、2007 年に明確なビジョンを備えたエネルギーおよび気候変動に

関する目標を採択した。安全、確実、持続的に手頃な価格のエネルギーを確保するという

目標を達成するために、今はさらに議論を掘り下げるべき時なのである。 
 
 特に重要なのは、次の 3 分野である。 
 
1. 欧州エネルギー市場の完成 
 欧州委員会は、欧州エネルギー政策を機能させる基礎となる真に統合された欧州エネル

ギー市場の実現を確実にするために、積極的に取り組んでいる。加盟国間の目に見える結

束とエネルギーの安定供給を実現し、消費者と企業が選択肢を多数持つことや競争から利

益を得られるようにするためには、市場が分断されている現在の状況は是正されなければ

ならない。たとえば、2009 年のガス危機注4当時に、適切なインフラと上手く機能する域内

                                                 
注1 “Energy: Commission presents its new strategy towards 2020”、2010 年 11 月 10 日 

（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1492&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en） 

注2 “Energy infrastructure: Commission proposes EU priority corridors for power grids and gas pipelines” 、
2010 年 11 月 17 日 
（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1512&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en） 

注3 “Questions & Answers: Energy infrastructure” 、2010 年 11 月 17 日 
（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/582&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en） 

注4 欧州は、天然ガスの 4 分の 1 をロシアから輸入しているが、そのうちの 80％は、ウクライナ経
由でガスパイプラインによって運ばれてくる（ロシアは、同じパイプラインでウクライナにも欧
州にもガスを輸出している）。ロシアは、2004 年にウクライナで親米政権が発足して以来、天然
ガス供給交渉でウクライナと対立していたが、交渉決裂を受けて 2006 年 1 月にウクライナ向け
のガス供給を停止した。しかし、ウクライナが、欧州向けガスの一部を自国用に確保した結果、
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エネルギー市場が存在していたら、その影響はより軽微なもので済んだであろう。さらに、

再生可能エネルギー開発の費用対効果を向上させ、電力網に連系するためには、欧州大陸

市場を機能させる必要がある。 
 
 欧州委員会は、特に以下の実現を強く求める予定である。 
①域内ガス電気市場の 2014 年までの完成：各国の規制当局、欧州エネルギー規制機関

（European Agency for the Cooperation of Energy Regulators: ACER）、欧州系統運

用者ネットワーク（European Networks of Transmission System Operators: 
ENTSO-E）は、特に以下の点を速やかに実施しなければならないだろう。 

1) 送電のためのグリッドコード注5およびガスに関する決定 
2) 国ごとの技術的障壁の撤去 
3) 財政的な要請と矛盾しないレベルでの関税の設定 

②インフラ整備の優先順位についての合意：2015 年までに、電気・ガスネットワークか

ら孤立した加盟国をなくするようにしなければならない。また、加盟国は、エネルギ

ー市場が非常事態に陥った時に備え、欧州の利益に適うインフラの建設許可やインフ

ラ整備のための公的資金の助成に関する手続きを簡素化しなければならない。欧州委

員会は、夏までに、インフラ整備のための資金調達に関する見解（新株発行を伴う資

金調達や、負債返済のための資金調達が不調に終わった場合の対処方法など、革新的

解決法を含む）を提出する予定である。 
 
2. 効率的かつ持続可能なエネルギー使用のための革新的な解決策 
 エネルギー効率向上のための措置は、安定供給および持続可能性の面で成功する公算が

大きい。しかし、対策に関する加盟国の進捗状況は不十分である。このまま何の対策も取

らなければ、20％という省エネ目標を達成することはできないだろう。また、競争力強化

や排出量削減から受けられるはずの恩恵も、受けられなくなるだろう。 
 
 エネルギー効率向上に関する取り組みを活性化させるために、欧州委員会は今後数週間

のうちに、2020 年までにエネルギー効率を 20%向上させるという目標を達成する方法に

関して、行動計画を提出する予定である。この行動計画には、革新的な財政インセンティ

ブを導入することのみならず、規制改革を実施するという考えも含まれるだろう。建物と

                                                                                                                                                 
欧州諸国はガスの供給不足に直面するとともにガスの安定確保という問題に直面することにな
った。その後も両国は問題を完全に解決するに至らず、ロシアが 2009 年 1 月に再びウクライナ
へのガス供給を停止したため、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スロベニア、ポーラン
ドなどがガス不足により深刻な打撃を受けた。 

注5 グリッドコード（grid codes）とは、高電圧送電線およびその付帯設備を安全、かつ信頼のおけ
る形で運営するための法規制で、系統連系規定ともいう。これに対して、配電会社が配電線およ
びその付帯設備を安全、かつ信頼のおける形で運営するための法規制を、配電コードという。（参
照：「電力セクター改革下における発展途上国の電力規制機関の持つべき機能を考慮した電力規
制機関の適正規模の計測」
（http://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/archives/jica/kyakuin/pdf/200612_ene_02.pdf）） 
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移動手段のエネルギー効率には、特に焦点が当てられる。とりわけ、欧州委員会は加盟国

に対して、EU の GDP の 16％を占め、年間 1 兆 5000 億ユーロに達する公的調達を活用

するよう、提案する予定である。 
 
 さらに、我々は、欧州理事会が、エネルギー分野、特に欧州委員会の戦略的エネルギー

技術（strategic energy technology: SET）計画で特定した優先分野（スマートグリッド、

エネルギー貯蔵のための新技術、持続可能なバイオ燃料、省エネ対策およびスマートシテ

ィの開発）の研究強化を要請することを、期待している。 
 
3. 域内市場の外的側面の整備 
 EU は、エネルギー供給の半分以上を輸入に依存しており、その輸入額は EU の GDP
の 2.5％に達する。したがって、エネルギーの供給源、供給者および輸送ルートの多様化、

域外からのエネルギーに対する依存度の全体的な軽減、さらに世界規模でのエネルギー関

連ルールの強化が、極めて重要なのである。 
 
 過去数年にわたり、欧州委員会は、東欧や南欧の域外近隣諸国が参加するエネルギー市

場の統合および規制枠組み（エネルギー共同体協定注6を含む）に特別な関心を示してきた。 
 
 さらに、主要な炭化水素供給者との強力なパートナーシップ構築や、新たな戦略的供給

ルート（特に、ガス用の南部ルート、太陽エネルギーおよびガス用の南部地中海ルート注7）

のための法的・政治的枠組みの構築に取り組んでいる。こうした取り組みにより、単一欧

州インターフェース（a single European interface；欧州との接点の単一化）が立ち上げ

られ、生産国との購入協定のための交渉が開始された。我々は、国際合意と域内市場のル

ールを同列に扱い、主要なパートナーと世界レベルでエネルギー関連の討論を強化してい

る。我々は、欧州理事会が、エネルギー政策の外的側面の整備が滞っている現状を打破す

                                                 
注6 欧州エネルギー共同体（Energy Community）は、ガスネットワークや発電・送電ネットワーク

への投資を呼び込むため、また、ガスおよび電気の取引のための安定した単一規制メカニズムを
構築することにより、すべての欧州エネルギー共同体協定（Energy Community Treaty）の締
約国が安定的かつ持続的にガス、電気の供給にアクセスできるようにすること等を目的としてい
る。同協定の締約国は、欧州共同体、アルバニア共和国、ブルガリア共和国、ボスニア・ヘルツ
ェゴビナ、クロアチア共和国、旧ユーゴスラビア・マケドニア共和国、モンテネグロ共和国、ル
ーマニア、セルビア共和国、および国連コソボ暫定行政ミッションである。（参照：TREATY 
ESTABLISHING THE ENERGY COMMUNITY 
（ http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNI
TY/Legal/Treaty#Preamble）） 
また、以下も参照されたい。 

“COUNCIL DECISION of 29 May 2006 on the conclusion by the European Community of 
the Energy Community Treaty” 
（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:198:0015:0017:EN:PD
F） 

注7 戦略的ルートにつていては、「電力網とガスパイプラインの優先ルートを欧州委員会が提案」、
NEDO 海外レポート、1070 号、p.19～24、2011 年 1 月 31 日
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1070/1070-5.pdf）を参照されたい。 
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ることを期待している（新規および既存のすべての二国間エネルギー協定を 2012 年 1 月

までに欧州委員会へ報告するという加盟国の約束を含む）。 
 
 欧州委員会は、欧州理事会の終了後に、EU 域外の諸国が関与するエネルギー政策に関

する提案を提出する。 
 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：本資料は欧州委員会の以下の記事を翻訳したものである。 

Energy policy - key issues for the European Council 
（ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/58&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 
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