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１．まえがき 

 

 １９９０年の英国国営電力公社の分割・民営化を皮

切りに、世界的に電力市場への競争政策の導入が進み

つつある。 

英国の政策に触発された形で、ＥＵにおいても卸電

力・小売りの自由化と送配電網の開放を巡って議論が

行われ、１９９７年に電力市場自由化のＥＵ指令が発

効された。 

また、米国カリフォルニア州でも、１９９６年に電

気事業再編法が成立し、英国のプールモデルと小売り

託送モデルを併用した大幅な電気事業の再編を実施し

ている。 

当地、スイスにおいても、電気事業の再編と電力市

場への競争政策の導入は、大きな課題となっている。

特に、スイスは、伝統的に国民投票で国策を決めてい

く国であり、なかなか変化を求めない国民に対し、説

得をしつつ政策決定をしていかなければならないとい

う政治形態の違いもあり、なかなか大幅な経済社会構

造改革を伴う政策は取りにくい国となっている。この

ような、自分たちのことは自分で決めるという歴史的

な背景もあって、スイスはＥＵには加盟しておらず、

従って、上記の電力市場自由化に関するＥＵ指令によ

る法的拘束は受けないが、一方で、後述するようにス

イスの電気事業はＥＵ各国と密接に関連しており、ス

イスは周辺諸国の政策と整合性をとりつつ独自に政策

を企画し実行しなければならないという立場にある。

これは、電気事業に限らず、あらゆる経済活動におい

て生じている問題であり、スイス国内でも問題になっ

ている課題である。 

このようなスイスの状況を踏まえつつ、スイスの電

力自由化政策についてのレポートをまとめる。 

 

2．スイスの電気事業の現状 

 

2.1 スイスの電気事業の規模 

２０００年に、スイスで消費したエネルギーの総量
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は、855,290 テラジュールである。内訳は、 

・石油         59.7％ 

・電気         22.0％ 

・ガス         11.1％ 

・木材          2.3％ 

・熱供給         1.6％ 

・産業廃棄物       1.9％ 

・石炭          0.7％ 

となっている〈図  1〉。スイスはエネルギー全消費量

のうち８４％を海外からの輸入に依存している。主に、

石油、石油製品、ガスなどがそれに該当する。残りの

１６％が国産エネルギーであるが、そのほとんどが電

気として供給、消費されているものである。 

２０００年のスイスの総消費電力量（ネット）は、

524 億 kWh である。消費の分野別内訳は、 

・産業用電力量   34.5％ 

・家庭用電力量   30.0％ 

・サービス産業用  25.6％ 

・輸送用電力量    8.0％ 

・農業用電力量    1.9％ 

となっている〈図  2〉。 

一方、２０００年のスイスの総発電電力量（グロス）

は、653 億 kWh となっている。総消費量との差は約 129

億 kWh と大きくなっているが、これには送変電ロスと、

スイスと周辺諸国との電力輸出入の差分でスイスから

の出超となった量約 71 億 kWh が含まれる。後ほど詳細

に説明するが、スイスの電気事業は、一つの国として

ではなく欧州の中の一地域として見なした方が良いほ

ど、周辺諸国と密接に連携している。総発電電力量の

内訳は、 

・原子力発電     38.2％ 

・ダム式水力発電   31.0％ 

・流れ込み式水力発電 26.9％ 

・火力発電       3.9％ 

となっている〈図  3〉。注目すべきは、原子力と水力

の比率の高さである。この二つで約９６％をカバーし、

石油、ガス、石炭といった化石燃料を用いた火力発電

はわずか４％となっており、発電電力のほとんどを国

産エネルギーでまかなっていることとなる。特に、氷

河からの融水を利用した水力発電が５７．９％と高く、

これが気象条件等に絡んで発電量が変動することが、

スイスと周辺諸国との電力融通の規模に拍車をかける

こととなっている。一方で、このような電力構成を有

していることは、資源をほとんど有さないスイスとし

てエネルギー安全保障を確保する上で重要なポイント

となっている。 

 

〈図 １〉 エネルギー消費 

 
出所：スイス電力会社協会（AES：Association of Swiss Electric Companies） 

Energy consumption in 2000 

 

Oil products 59.7% 

Electricity  22.0% 

Gas  11.1% 

Wood    2.3% 

Heat supply   1.6% 

Industrial waste   1.9% 

Coal    0.7% 
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〈図 ２〉 電力消費 

 
出所：スイス電力会社協会（AES：Association of Swiss Electric Companies） 

 

 

〈図 ３〉 発電電力 

 

出所：スイス電力会社協会（AES：Association of Swiss Electric Companies）

Electricity consumption by sector in 2000 

 

Industry and craft industry      34.5% 

Households                   30.0% 

Services                      25.6% 

Transports                     8.0% 

Farming                       1.9% 

Electricity in the Swiss energetic 
landscape 
 
Electricity production: 
 
Nuclear power stations         38.2 % 
Storage stations               31.0 % 
Run-off-river stations           26.9 % 
Thermic stations                3.9 % 
 
Electricity Distribution: 
 
Households                    30.0 %
Industry, Craft industry, Services  60.1 %
Transports                       8.0 %
Farming                        1.9 % 
 
+ abroad electricity trades 
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2.2 スイスの電気事業の形態 

 スイスは、発送配電を受け持つ大規模な電気事業者

と、小規模の発電事業者、州レベルまたは地域レベル

の送配電会社、小規模の地方配電会社が混在する形態

となっている。すなわち、電気事業発祥の時代から、

各州の政策や住民の意見等の影響を受けつつも、基本

的には、個別に発祥した電気事業者がそのまま成長し

た形態になっているものと思われる。そういった意味

では、スイスの電気事業の形態は、ドイツのそれに近

いものと考えられる。 

具体的には、 

・発送配電の一貫会社  ：    ６社 

・独立系発電会社    ：  約８０社 

・州営広域送配電会社  ：  約３０社 

・小規模地域配電会社  ： 約９００社 

となっている。 

 簡単に、その構成を図示化すると、〈図 ４〉のよう

になる。 

 主要な電力会社である、６社の発送配電会社は以下

の通りである。 

・ Atel Aare-Tessin AG 

・ BKW FMB Energy Ltd 

・ Nordoestschweizerische Kraftwerke NOK 

・ Elektrizitats-Gesellschaft Laufenburg 

EGL AG 

・ Energie Ouest Suisse EOS 

・ Centralschweizerische Kraftwwerke 

 このように、スイスの電気事業は我が国や、往年の

英国、現在のフランスと比較し、複雑な形態をとって

いる。一方で、これらの事業者の大多数は、州政府の

管理下にある公的独占企業の形態をとっており、そう

いった意味では、自由化の前の欧州各国や米国、我が

国と同じ地域独占の形態が今でも継続している状況に

ある。 

 

３．欧州の中のスイスの電気事業 

 

3.1 スイスの電力輸出入の状況 

スイスは、ＵＣＴＥ（Union for the Co-ordination 

of Transmission of Electricity）に加盟しており、

欧州大での電力融通に参加してきている。 

ちなみに、ＵＣＴＥとは、欧州２０ヶ国からなる電

力融通のための調整機関である。２０ヶ国というのは、

ベルギー、ボスニアーヘルツェゴビナ、ドイツ、ルク

センブルグ、スペイン、オランダ、フランス、オース

トリア、ギリシャ、ポルトガル、イタリア、スイス、

スロベニア、チェコ、クロアチア、ハンガリー、ユー

ゴスラビア、ポーランド、マケドニア、スロバキアで

あり、これらの国々の間では、かなりの量の電力融通

が実際に行われている。ＵＣＴＥは電力融通組織だけ 

 

〈図 ４〉 スイスの電気事業構成図 
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でなく、電力自由化のＥＣ指令を円滑に実施するため

の機能も担ってきている。 

欧州には、この他に、北欧諸国で構成されるNORDEL、

英国の UKTSOA、アイルランドのATSOI といった電力融

通のための組織があり、さらに、欧州内の電力取引を

円滑化し、欧州電力市場を形成するための組織として、

ＥＴＳＯ(European Transmission System Operator)

が１９９９年６月に組織されている。ＥＴＳＯは上記

の４つの電力融通組織から構成されている〈図 ５〉。 

上記のように、スイスは、ＵＣＴＥに加盟している

が、その中でもスイスの存在は極めて特異である。 

スイスの電力輸出入量は以下の通りである。 

・2000 年の電力輸出量 ： ４７０億 kWh 

・2000 年の電力輸入量 ： ３９９億 kWh 

 

スイスの 2000 年の総発電電力量が６５３億 kWh、総

消費電力量が５２４億 kWh であるので、実に発電電力

量の約７２．０％を国外に輸出し、消費電力量の７６．

１％を輸入していることになる。この中には、スイス

を通過しているだけの電力量が含まれており、それを

除くと、輸出量が 314 億 kWh、輸入量が243 億 kWh と

なるが、それでも発電量の約４８％を輸出し、消費量

の約４６％を輸入している。 

このように、スイスは国外との電力輸出入、電力融

通に積極的に取り組んできており、その量はＵＣＴＥ

メンバーの中でも際だっている。 

スイスと隣接国（フランス、ドイツ、イタリア、

オーストリア）との間の接続線の容量は、約２５００

万 kW であり、ＵＣＴＥメンバー全体の接続容量の約 

２５％を占める。また、電力輸出量はＵＣＴＥ全体の

約１７％をスイスが占めている。一方で、ＵＣＴＥ全

体のエネルギー消費量約２．１兆 kWh のうちスイスが

占める割合は約２．５％となっており、電力市場の規

模の割には、電力の国外取引が大きいことが分かる。

 

 

〈図 ５〉ＥＴＳＯメンバー 
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〈図 ６〉に、ＵＣＴＥ全体の電力の流れを示すが、

スイスと隣接国との間の矢印が太く、集中しているの

分かる。 

このようになっている理由としては、 

① スイス国内での電力需給の季節的アンバランス 

② 経済効率性の重視 

があげられる。 

スイスでは、気候が冷涼であることもあり、電力需

要は夏は低く、冬は高い傾向にある。一方、スイスの

発電電力量の約６０％が水力発電であるが、スイスの

水力発電は、氷河の融水を利用しており、夏は氷河か

らの融水量が増大することから、夏の発電量が多く、

冬は逆に河川の水量が減少することから、季節的なエ

ネルギー需給アンバランスが生じる。日本であれば、

海外とのエネルギー融通はないことから、ピーク需要

に合わせて発電設備を有さなければならないが、スイ

スは、隣接国との間で大容量の接続送電線を有してい

ることから、需要の変動に併せて、隣接国から電力を

輸出入している。従って、総量で見れば、夏は電力を

輸出し、冬は電力を輸入しているのである。 

一方、ＵＣＴＥに加盟し、大容量送電線で隣接国と接

続し、自由に電力を取り引きできるという環境を背景

に、スイスの電力会社が経済効率的な取引を行ってい

ることも理由の一つである。これにより、安いベース

ロード電力を隣接国から購入し、隣接国のピークロー

ド電力需要に電力を高く販売するのである。従って、

夏は需要を上回って発電しているにもかかわらず、や

はり電力を輸入しており、冬は需要が発電を上回って

いるにもかかわらず、やはり電力を輸出しているので

ある。 

 

 

 

〈図 ６〉 ＵＣＴＥ内での電力融通 
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具体的には、夏は、イタリア、ドイツ、オーストリ

アに電力を輸出し、フランスから輸入し、冬は、フラ

ンス、ドイツ、オーストリアから電力を輸入し、イタ

リアに電力を輸出している。フランスからは、量は変

動するものの常時電力を輸入しているが、これは、フ

ランスの電力が原子力が主体であり、ベースロード電

源として割安なためである。一方、イタリアには常に

電力を輸出しているが、これは、イタリアの設備容量

が常にピークに対応しきれないためであろう。 

〈図７〉に、スイスと周辺諸国との電力輸出入の概要

図を示す。 以上のように、スイスの電気事業は、欧

州全体の電力供給体制に密接に組み込まれている。 

 

3.2 スイスの電気事業政策の基本的考え方 

このような状況の中、ＵＣＴＥの多くの加盟国は、

ＥＵ指令に基づき電力市場の自由化を進めている。ス

イスは、上記のように、周辺諸国との電力取引により

多大なメリットを受けているが、将来的にＥＵ諸国が

相互主義を主張してくるおそれが出てきている。すな

わち、ＥＵの電気事業者がスイスの電力市場にアクセ

スすることは認められないと、スイスの電気事業者も

ＥＵ諸国の電力市場にアクセスできないこととなりか

ねない。実際には、スイスとＥＵ諸国との電力取引は

極めて密接に関連しており、スイスからの電力供給が

途絶えると、他国においてすぐに電力がショートする

可能性が高く、スイスとの電力取引をストップすると

いうのは非現実的であるが、スイス政府としては、Ｅ

Ｕ諸国との整合性を確保するため、電力市場の自由化

に踏み切ったものである。 

 

 

〈図７〉季節別スイスと周辺諸国との電力取引 
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４．スイス電力市場法の概要 

 

4.1 スイス電力市場法の基本的概念 

今まで述べたように、スイス政府はスイスの電力市

場の自由化に着手している。 

スイス政府は、電力市場の自由化を導入するために、

「電力市場法」（ＬＭＥ：Loi sur le Marche de 

l'Electricite (Electricity Market Law)）を準備し、

1999 年６月にスイス連邦議会に提出した。長い議論の

末、2000 年１２月に議会の承認を得たが、２００人の

議員のうち１０４人しか賛成しておらず、全ての議員

が賛成というものではなかった。 

さらに、本法案は、その重要性から国民投票にかけ

るべしとの国民運動が起こり、結局５万人以上の署名

が集まり、国民投票にかけられることとなった。スイ

ス政府は、昨年５月に国民投票にかけることを発表し、

2002 年 9 月に国民投票が実施された。結果は後ほど述

べることとし、ここでは本法案の概要を説明する。 

その、主な考え方は、Regulated Third Party Access

（rTPA ： 規制的第三者アクセス）と呼ばれるもの

である。すなわち、送配電の電力ネットワークの所有

者または管理者は、全ての発電事業者から全ての需要

家に、公平な条件で電力を配送する義務を負うという

ものである。（需要家へのアクセスを規制するという意

味ではない。） 

さらに、効率的、かつ、円滑な送電を可能とするた

め、スイス全土をカバーする送電網会社（National 

Grid Company）を創設することとしている。 

配電事業は、現在の電気事業者、または、地域配電

会社がそのまま引き継ぐこととなる。 

電力市場法導入後の電気事業構成を図示化すると

〈図８〉のようになる。 

 

4.2 スイス電力市場法のポイント 

スイス電力市場法のポイントを以下に示す。詳細は、

参考資料電力市場法の和訳を参照されたい。 

 

ネットワークへのアクセス 

・ 利用可能な容量がある場合のネットワークへ

のアクセスの義務 

・ rTPA の導入 

・ 会計分離 

 

送配電ネットワークの運営 

・ 民 間 所 有 の ス イ ス 送 電 会 社 （ Swiss 

grid-company）の創設 

・ ネットワーク事業と組織の独立 

・ グリッドオペレーターによる運営 

 

〈図８〉rTPA の概念図 

 

 

発 電 

 

 

送 電 

 

配 電 

 

 

取引・サービス 
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                         （競争環境）
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発電会社 発電会社 発電会社 

(National Grid Company) 

配電会社 配電会社 配電会社 配電会社 

取 引 会 社

 

取引会社 取引会社 取引会社

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 



jetro technology bulletin – 2003/2No.443 

23 

公的サービスの責務 

・ 州当局による配電事業者の区域割当 

・ 全消費者への接続義務 

 

国際関係 

・ 相互主義の採用 

・ 本法律の範囲内による国際条約の締結 

 

スイス連邦調停委員会 

・ 委員会の独立 

・ 送電アクセスと料金に関する紛争の裁断の権

限 

・ 公正取引委員会と価格監督機関への報告 

 

価格の監査と法的手続き 

・ 価格監査の法的な変更 

・ 裁判手続き等の法的手続き 

 

情報提供の義務、個人情報保護、手数料 

 

暫定措置 

・ 段階的な市場の開放 

・ 小規模再生可能エネルギーへの迅速なアクセ

ス 

・ national grid company の設立 

・ 暫定期間中の自由化対象外の消費者(captive 

client)への供給義務 

・ 既存の供給契約の適用 

 

4.3 スイス電力市場法のポイントの説明 

スイス電力市場法のポイントを上述したが、いくつ

かの点につき、より詳細に説明する。 

 

(1) 接続義務の考え方 

電力市場法における接続義務は基本的に次のよう

に整理できる。 

・ 送配電事業者は、末端消費者、発電事業者、電

気事業者（送配電事業をも営んでいる者）、電

気取引事業者への送電義務を負う。 

・ 電気事業者は、特段の事情を証明できる場合を

除き、送電、配電の義務を負う。 

・ 電気事業者は、割り当てられた事業区域内の全

ての末端消費者及び発電事業者に接続する義

務を負う。（適用除外あり。） 

すなわち、送電事業者は、発電事業者から送電要請

があった場合に送電する義務負うとともに、配電事業

者から送電要請があった場合にも送電する義務を負う。 

一方、配電事業者は、その割り当てられた事業区域

内の消費者に接続する義務を負うとともに、他の事業

区域の配電事業者または発電事業者から配電要請があ

った場合には、配電する義務を負う。 

送電事業者は、前述の通り、将来的には、national 

grid company を設立して、スイス全体の送電網の運営

を行う予定である。 

一方、配電分野においては、各州が州内において電

気事業者に対し事業区域割当を定めることとなってお

り、これによって接続の保障が担保されている。もち

ろん、事業者には区域内の消費者への接続義務が課さ

れる。区域内での配電設備の整備・接続は、地域独占

が認められている。 

消費者は、電気を購入する相手先を選択することが

できるが、当該消費者への配電線の接続は、当該地域

を業務区分とする配電事業者が行う。配電事業者は、

当該消費者が契約した他の配電事業者、または、発電

事業者からの配電の義務を負う。 

 

(2) 料金規制の考え方 

電力市場法における料金規制は、送配電料金の規制

と、発電、送電、配電の各事業毎の会計分離の義務付

けからなる。 

送配電料金は、必要経費と適正な利益を基準として

計算し算出することが義務付けられている。すなわち、

送配電料金には総括原価主義が採用されている。 

料金への算入が認められる経費は、電線路の管理、

電圧維持のための設備、予備発電設備、送電時の損失、

メンテナンス費用、電線路の拡張、償却費用、資本金

への公正な報酬等である。 

任意の電気事業者の電線路を用いて同じ電圧で送

電する場合には、同じ価格を設定することが義務付け

られている。州の中で、送配電費用に著しい差異が生

じる場合（遠隔地などの場合）は、州がそれを補償す

るための措置を講ずることとなっている。 

送配電料金は、新たに設立されるスイス連邦調停委

員会によって監査されることとなる。 

一方、電気事業者は、発電、送電、配電の事業毎に

帳簿を作成し、会計を分離することが義務付けられて

いる。送電と配電に関する会計は公表することが義務
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付けられる。これにより、内部補助による競争者の排

除が回避されるようになっている。 

電気料金そのものにかかる規制はなく、英国のよう

なプライスキャップ規制や加州のような料金認可制も

ない。発電料金は完全に自由化される。 

 

(3) スイス送電会社の設立 

スイス国内における送電の一体的かつ円滑な運用

を可能とするため、私法により設立される国営公社が

送電線路の運営を行うこととなっている。 

現時点では、スイスの送電線網は、私企業か、州に

より設立、運営されている州営企業が所有、運営して

いる。電力市場法の成立により、これら送電事業を行

っている者が、３年以内に当該公社を設立することと

なっている。期限内に設立されなかった場合は、政府

が設立することとなる。 

当該公社は、スイスに本店を置く株式会社の形態が

取られることとなっている。当該公社は、電力市場法

により収用権が与えられるなどの権限を有することと

なるが、一方、発電、配電事業に関する事業が制限さ

れ、送電事業のみに携わることが義務付けられる。た

だし、予備の発電設備を有することはできる。 

当該公社は、あくまで、送電網の運営のための会社

であり、送電線の設備の所有権は既存の電気事業者が

引き続き有することとなる。 

 

(4) 環境配慮 

電力市場法には、環境への配慮のためのいくつかの

制度が組み込まれている。 

その一つが、水力発電への低利貸付である。自由化

により、競争力の低い小規模水力発電所は新たな設備

投資ができなくなる可能性があるため、このような水

力発電所に対し政府が低利融資を行うというものであ

る。これは、スイスには、町営、村営の水力発電所が

多数あり、これらが自由化の影響を被り、事業廃止に

追い込まれる可能性があることから設けた措置である。

ただし、融資条件として、採算性が確保されることが

条件となる。 

また、再生利用可能な資源により生産される小規模

の発電所に対しては、送電料金が１０年間免除される

こととなる。これには、出力１０００kW 未満の風力や

太陽光発電が適用されることとなるが、出力５００kW

未満の小水力も適用される。送電料金については、上

記のスイス送電会社が補償することとなる。 

ユニークな取り組みとしては、発電のタイプと原産

地を表示するための規則を連邦政府が策定することが

できるというものがある。消費者は、自分が使用して

いる電気がどのような発電形式により構成、供給され

ているかを知ることが可能である。これは、消費者へ

の情報開示の意味合いとともに、高くても良いから再

生利用可能なエネルギーを購入したいという消費者が

契約相手を選択する際のメルクマールになるという目

的も有するものである。 

この他、連邦政府はスイス送電会社が利用しなけれ

ばならない再生利用可能資源による電気の割合を定め

ることができることとなっているが、連邦政府として

は、これを定める予定はないとしている。 

 

(5) 外資規制の考え方 

 国外の企業によるスイス国内の電気事業への資本参

入に関しては、何ら規制は行っていない。 

 

4.4 段階的な市場の自由化 

電力市場法においては、その発効とともに、全ての

電力市場の自由化が行われるのではなく、段階的な自

由化が進められる予定となっている〈図 ９〉（次ペー

ジに表示）。 

すなわち、 

・ 最初の３年間で、年間 2000 万 kWh 以上の消費

者の市場を開放。約１１０企業が対象。 

・ 次の３年間で、年間 1000 万 kWh 以上の消費者

の市場を開放。 

・ その後、全ての消費者の市場を開放。 

といった、ステップを踏むこととしている。 

 ここで、特筆すべきことは、欧州の電力市場自由化

が、２００３年に 900 万 kWh 以上の消費者（全体の約

３５％）を対象とするところまでは決まっているもの

の、それ以上の自由化は未だ決定していない状態であ

るのに対し、スイスはそれを先取りした形で自由化を

進めることとしている点である。 

 

4.5 原子力との関係 

電力市場法は当然原子力発電にも適用されるが、当

該法には原子力の支援のための制度は組み込まれてい

ない。 

現在、スイスには、原子力発電所は全国４ヶ所に５

基が稼働中（合計出力約３００万 kW）で、総発電量の

約４割を占めている。 
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スイスでは、チェルノブイル事故の後、1990 年の国

民投票の結果、新規発電所の建設を１０年間凍結する

というモラトリアム政策が決定された。本モラトリア

ムの期限が 2000 年９月であったことから、1999 年９

月に原子力に関する２つのイニシャティブ－モラトリ

アムプリュス（モラトリアムの１０年間延長）、及び、

モラトリアムソルティ（原子力発電によらない発電）

－が成立した。また、原子力に関する法律としては、

1959年の原子力法と1978年の関連政令が存在するが、

この政令は 2000 年末で失効している。 

このような状況の中、スイス連邦政府は、2000 年３

月に上記の２つのイニシャティブのカウンタープロポ

ーザルとして、新規原子力発電所建設への可能性も含

めた「原子力エネルギー法案」(LEN:Loi sur l'Energie 

Nucleaire)を決定し、全州、全政党、重要な経済団体、

環境団体へのコンサルテーションを行った。その結果、

原子力の寿命を定める条項の削除と、再処理委託の新

規契約を禁止する条項が削除され、議会に提出されて

いる。 

本法案は、未だ議会での最終的承認を得られておら

ず、また、その後、電力市場法と同様に国民投票にか

けられる予定となっており、まだまだ時間がかかるこ

とが予想される。 

スイスでは、原子力発電の割合が約４割に達してい

ることから、スイス連邦政府としては、原子力発電の

維持・推進を目論んでいるところである。従って、電

力市場法の中でも何らかの手当が行われていてもおか

しくはないのだが、電力市場法と原子力エネルギー法

案との間は何らリンケージが取られていない。 

そのことに関し、スイス連邦政府のエネルギー政策

当局は、原子力発電のコストが他の発電よりも２５％

程度低いため、特に手当を行っていない旨説明してい

る。 

 

 

 

〈図 ９〉スイス電力市場の段階的開放 
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５．スイスの電力会社の動向 

 

以上のように、スイスの電力自由化に関するスイス

連邦政府の政策が明らかにされたものの、最終的には

国民投票にかけられることとなっており、未だ実現は

されていない。 

一方で、各州や電力会社自身において、自由化を先

取りするようなアプローチが取られつつある。 

 

5.1 州所有の電力会社の民営化の動向 

例えば、ジュネーブ州の東隣のフリブール

（Fribourg）州においては、州営の電力会社(EEF)の民

営化政策が州政府と州議会において決定された。しか

しながら、民営化の後、カリフォルニア電力危機の二

の舞の可能性をおそれた左翼勢力が州民投票にかける

ことを主張し、2001 年６月１０日に投票が行われた。

結果は、59.5％が賛成であり、EEF は 2002 年１月１日

に民営化されるとともに、将来の自由化に備え、既に

民営化されている ENSA（ヌーシャテル電力会社）と協

力関係を築くこととなった。 

一方で、同様に電力会社の民営化を巡り州民投票が

チューリッヒ州でも行われたが、こちらは 51.4％の反

対投票により見送られている。チューリッヒの電力会

社自体は、民営化されることにより、経営上の裁量を

確保し、隣接のドイツの電力会社との関係強化を望ん

でいたが、その目論見は延期されることとなった。 

スイスは、伝統的に直接投票の国なので、このよう

な状況も発生するが、スイスの電気事業者へのアンケ

ート調査の結果では、州または町が所有する電気事業

者のうち、2004～2005 年までにそのままの状態で残る

のは２０％程度であるという予測もあり、今後、公営

の電力会社は民営化されていくこととなる可能性が高

い。 

 

5.2 スイスの電気事業者へのアンケート結果 

スイス国内で、１３４の事業者から回答を得たアン

ケート結果のまとめがある。その概要につき、説明す

る。 

電力市場の自由化により、寡占化が進むかとの問い

に対しては、約半分が回答しなかった。また、約３分

の一の企業が、そのまま生き残れると考えているとの

回答であった。 

企業の規模が競争に影響を与えるかとの問いに対

しては、ほとんど事業者がそのように認識していると

答え、小規模の事業者ほど、ダウンサイズ化して、例

えば、配電事業のみに特化すると答えている。一方で、

家庭用電力を主に供給している小企業は、家庭用はそ

う簡単に供給先を変えないだろうから、将来も生き残

れるという意見もあった。 

ビジネスに成功する要因についての問いに対して

は、ほとんどが調達電源コストと答えている。特に、

初期の自由化対象割合によって調達コストが変動し、

消費者は現在の電気料金で供給先を選択することから、

自由化の速度が重要であるとの回答が来ている。 

企業同士の協力や合併などの可能性の質問に対し

ては、一般的な回答として、現状維持は不可能であろ

うとのことであった。従って、協力関係の締結や合併

を模索する必要があるが、スイス国内の約１０００者

の電気事業者のうち、州営、町営の会社が約４分の３

を占めることから、政治的にも合併は難しく、また、

企業自身としても独立性の確保を望んでいることから、

協力関係の締結が主な解決策になるとの回答が一番多

かったようである。協力関係の主なものは、電力の共

同購入による価格交渉力の強化、サービスの分担、資

材の在庫の共通化などである。 

自社が競争力を有する消費者のセグメントに関し

ての質問については、電気事業者の規模により違いが

生じると思われたものの、規模の大きな会社でも１０

００万 kWh 以上の大口需要家に対しては競争力を有し

ていないという回答であった。反対に、ほとんどの会

社が家庭用需要に対し競争力を有しているとの回答で

あった。これは、大口需要家に対しては厳しい競争が

発生することを想定し、保守的な家庭用需要を将来の

事業のベースとしようという考えから来ているもので

あろう。 

最後に、会計分離に対しての準備度については、１

８％が既に対応済み、５９％が準備中、２３％が２０

０２年末までかかるという回答であった。民営化され

ている企業ほど対応が早く、公営企業ほど対応が遅い

という結果が明らかになっている。 

 

６．スイス国内の反応 

 

今回の電力市場法の国民投票を控えて、スイス電力

会社協会 (AES : Association of Swiss Electric 

Companies)が、ルツエルンでシンポジウムを開催し、
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様々な政党、企業、消費者等が参加し、それぞれの意

見を主張する機会が設けられた。 

以下、賛成派、反対派の意見をまとめてどのような

意見がスイス内で出ているかを概括する。 

 

（１） 賛成派 

AES、消費者保護基金、スイス経団連は賛成の立場

をとっている。 

その主な論拠は以下の通りである。 

① 本法により、民間による優れた運用管理制度を

保障 

・  LMEによって、全ての消費者を全土にま

たがる供給ネットワークにより結ぶ義

務、送配電費用を固定するための過剰

な差額への補償、信頼性があり強力な

ネットワーク運営の保証、必要とされ

る「備蓄エネルギー」の提供、水力発

電やその他の再生可能なエネルギーの

促進、ネットワーク利用を担当する国

営企業の創設が約束される。 

・  スイスの発電所の４分の３以上が公共

機関に属しているが、これらの資産関

係を変えることは想定しておらず、官

民の発電所が効率的に業務を行うため

の条件的枠組を指定するものである。 

②  LMEは 電 力 業 界 を 強 化 し 電 力 業 界 の 雇

用を守る。 

・  ６年間かけた段階的な市場開放により、

電力業界は、必要とされる技術的、組

織的変更を実施する時間が与えられる。 

・  スイス経済にとって、電力の輸出は重

要であるが、LMEは、欧州での互恵性の

原則を保障する。 

・  再生可能エネルギーを選択する消費者

に直接供給するなど、消費者のニーズ、

特に価格と生産方法の面でのニーズに

より良く答えることで、電力業界の競

争力は高まる。 

・  LMEは電力業界の再編を促すとともに、

販売・サービスの分野で新たな雇用を

創出する。 

③ LME は消費者を保護する。 

 電力市場の開放により、消費者は自由

に電力会社を選択し、より有利な電力供

給からの恩恵を受ける。さらに消費者は、

LMEが狙っている明確なマーケティング

により、供給される電力の種類やその発

電 源 等 に 関 す る 正 確 な 情 報 を 入 手 す る

ことができる。またLMEは消費者に公平

な条件を保証するため、消費者は有利な

価格という恩恵を受ける。 

④ LME は水力発電とその他のクリーン・エネルギ

ーを奨励する。 

⑤ LME がスイス企業の競争力を高める。 

・ 競争による電力価格の低下 

・ 特に、化学、プラスチック、紙、木製パネル、

繊維、ガラス、鉄、アルミニウム、金属処理、

電気鋳造、食品といった電力使用量の大きい産

業はメリットをうける。 

 

（２） 反対派 

一方、スイス社会党、スイス労働組合、反核団体等

は反対意見を述べている。 

その主な論拠は以下の通りである。 

① 電力市場自由化は環境に有害である。 

・ スウェーデンは褐炭で生産される電力をポー

ランドから購入している。 

・ ドイツ政府は、環境税を導入した反面、石炭へ

の課税を免除し、ドイツ電力会社の競争力を高

めようとしている。 

② 弱小消費者に不利な自由化 

・ 大口消費者には最大に減価償却された設備で

の価格が提示され、小口消費者には新しい設備

の建設費による価格が提示される。 

 ③ 市場の集中 

・ 石油価格が低下し、極端に電気料金が下がった

場合は、中小の新しい水力発電設備は、生存で

きない。 

・ 一方、カリフォルニア州のように需要が供給を

極端に上回る場合も、電力卸価格の上昇により、

中小の配電会社が統廃合され、寡占的な市場が

発生する。 

 ④ スイスが近隣大国より速いペースで自由化を行

うことは自滅である。 

・ スイスが周辺諸国より早く自由化を進めるこ

とにより、周辺諸国の電力会社は、ダンピング

的な価格操作で、スイスの市場を占領し、その

後、価格を上げてコストを回収することが可能
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となる。 

・ 同じペースで自由化することで、このリスクは

回避される。 

 

７．スイス国民投票の結果 

 

9 月 22 日、スイスで電力市場の自由化を目的とする

「電力市場法」案に対する国民投票が行なわれ、52.6％

の拒否率で、残念ながら同法案は見送りとなっている。 

 

（１）国民の自由化への不安 

「電力市場法」案に対する国民投票は、スイス労働

組合連合が中心となって実施の発案をしたもので、法

案に対するポジションは州により微妙に異なるものの、

フランス語圏を中心とする左派連合（社会党、エコロ

ジスト）が反対派に回っていた。投票では、フランス

語圏およびイタリア語圏の全ての州が法案に反対を唱

え、公共サービスと独占市場の存続を支持した。ドイ

ツ語圏州では賛否分割したものの、反ベルン連邦政府

といわれるスイス東部地域で反対票が集まった。 

同法案が拒否された大きな理由のひとつは、法案提

出者である連邦政府が市場運営での公共性（国家によ

る監督/スイス全域均等なサービスの確保）を強調した

にもかかわらず、自由化による企業合併、外国資本に

よる買取などを国民が心配したことであると考えられ

る。 

また、他国における電力市場自由化の失敗（カリフ

ォルニア州）、スイス国内および外国における競争政策

に対する不信感（スイス航空の崩壊、フランス・テレ

コムの数十億におよぶ損失）など、自由化に不利な材

料が揃っていたこともあり、経済状況不安定な現在、

電力供給という身近な分野において、国民が危ない橋

を避けたとも言える。 

 

（２）今後の対応 

今回の投票結果について、スイス連邦政府は、この

先、郵便局、ガス等の市場自由化も予定していたこと

から、出鼻をくじかれた形となった。 

連邦エネルギー･運輸・通信大臣ローエンベルガーは、

スイスの電力市場はすでに一部が開放されているにも

かかわらず（公正取引委員会の決定により、ここ数年

来、大企業については電力市場がすでに開放されてお

り--連邦エネルギー局によると、市場開放率は 25%--、

これら企業はより安い電力を購入することが可能とな

っている）、これまでより安価な電力が購入できず海外

の同業者に比べ不利な立場にあった中小企業が、法案

の否決により、その可能性を閉ざされたことを指摘し

ている。連邦政府としては、中小企業を援護する義務

があるとするものの、今後は既存の法を適用しながら

いかに対応していくかという難しい問題に対処してい

かなくてはならない。 

いずれにせよ、欧州との相互関係もあり、電力市場

が徐々に開放されていくことは避けられない事態であ

り、自由化が法的な枠組がないままに進んでいく前に

新たな法案を提案していくことが連邦政府に求められ

ていくこととなると思われる。 

 

 

 

（ジェトロ・ジュネーブ事務所 野田耕一） 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電力市場法(LME) 

2000 年 12 月 15 日付け 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

スイス連邦議会は、憲法1の第 76 条第 1項及び第 2項、第 89 条、第 90 条、第 91 条第 1項及び第 97 条第 1項、並

びに連邦政府からの 1999 年 6 月 7 日付け通達2を鑑み、電力市場法を交付する。 

 

第 1 章： 総則 

 

第1条 目的 

1. この法律は、電力市場の自由化にあたりその条件の策定を狙いとする。 

2. 更に、次に掲げる内容を確保するための総則を定めなければならない： 

a. 国内の全地域にわたり信頼でき、且つ割安な電気の供給 

b. スイスの電気事業における国際的な競合性の現状維持と強化 

 

第2条 適用範囲 

1. この法律は、50 ヘルツ交流の電線路に適用される。 

2. 鉄道の電線路(16,7 ヘルツの交流又は直流)並びに関連設備を使って末端消費者や電力供給業者、もしくは

電気販売業者の用に電気を供することができるが、鉄道運営が先ず優先されるものとする。かかる場合に

はこの法律の規定が適用される。 

 

第3条 関連団体との協力 

1. スイス連邦並びにその管轄権が存する枠内において州は、特に経済団体などの関連団体と協力してこの法

律の実施にあたる。 

2. 執行規定を交付する前に、スイス連邦並びに州はかかる団体の取った任意の措置について検査を行なう。

必要且つ可能な限りにおいて、スイス連邦並びに州はかかる団体の締結した契約の一部又は全体を執行規

定の中で援用する。 

 

第4条 定義 

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

a. 電気事業者：発電又は送電分野のみの事業に留まらない私法もしくは公法により設立された電気事業を行

う企業。 

b. 発電事業者：送電用の電線、又は電気供給の用に電線路を所有せずして発電を行なう法人もしくは自然人。 

c. 末端消費者：自己消費のために電流を購入する自然人もしくは法人。 

d. 電気取引事業者：自らは発電、送電、又は配電を行なわず、電気の売買を行なう自然人又は法人。 

e. キャプティヴ・クライアント：電気供給への選択権を持たない、即ち電気供給者の選択肢を持たない末端

消費者。 

f. 電線路：送電並びに配電に必要な大量の電線と附属設備からなる設備。 

g. 送電線路：長距離送電のための高電圧電線路。 

h. 配電線路：末端消費者もしくは電力事業者の用に供するための低電圧又は中電圧電線路。 

i. 電線路運用者：電線路の運用に必要な業務を提供する私法又は民法により設立された企業(第 10 条 1 項)。 

                                                 
1 RS (Recueil systématique：テーマ別法律集)101 
2 FF (Feuille Fédérale:スイス官報) 1999 6646 



jetro technology bulletin – 2003/2No.443 

30 

j. 再生エネルギー：水力、太陽エネルギー、地熱、周囲の熱、風力エネルギー及びバイオマス(生体廃物)。 

 

第 2 章： 送配電義務、料金、会計 

 

第５条 送配電の義務 

1． 送配電事業に従事する者は、次の各号に掲げる使用者のために差別無く送配電する義務を負う。 

A. 末端消費者 

B. 発電事業者 

C. 電気事業者 

D. 電気取引事業者。 

 

2. 送電者は、国内における電線路と電気供給の安全が脅かされていることを証明できる場合、送電線路への

送電の義務を負わない。 

 

3. 配電者は、クライアントへの供給能力しかないことを証明できる場合、配電線路への配電の義務を負わな

い。 

 

4. 施行方法については政府がこれを規定する。とりわけ差別無く送配電を行う規準を定める。 

 

第６条 送配電にかかわる料金 

1. 送配電にかかわる料金は、電線路を効率良く経営するための必要経費と適正な利益を基準として計算され

る。すなわち、電線路の管理、電圧と予備設備の維持、送電時の損失、メンテナンス、送配電料金、電線

路の更新と拡張、資本金への公正な報酬、償却を考慮する。 

2. 独占定期金は認めない。 

3. 政府は、透明で費用に即した料金を設定するための原則を交付する。その際に、低電圧でのエネルギー供

給を重要視することが望ましい。 

4. 任意の電気事業者の電線路において同じ電圧で送配電する際には同じ価格でなければならない。電線路運

営公社が合併する場合、合併日から５年間を過渡期間とする。 

5. 州は、州内における送配電費用に著しい差異がある場合、それを補償するための必要な措置を講じる。こ

の措置で十分ではない場合、連邦政府は地域の枠を超えて運営を行う公社の創設を命じるか、もしくは目

的にかなったその他の措置を補足的に講じる。連邦政府は補償基金を設立することができ、その場合電線

路に加わっている全ての会社がこれに加入しなければならない。効果的な送配電が保証されなければなら

ない。 

6. 電線路運営者は、この条項の原則に応じて、費用を計算するための統制の取れた明確な方式を決定する。

事業主の間に合意が成立しなかった場合、あるいは合意がこの条項の原則を遵守しない場合、政府は規定

を交付することができる。 

 

第７条 会計と専門教育 

1. 発電、送電、あるいは配電に従事する企業は、それぞれの事業別及びその他の活動別に帳簿をつける。年

度会計では、貸借対照表と成果勘定を別個に作成し、送電と配電に関する年度会計は公表する。 

2. 第１項に掲げる企業は、国際会計基準と認定された専門機関の勧告に応じて、経理及び年次会計の書式と
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内容に関する規則について合意する。関連所轄省庁3は、必要に応じて規定を公布することができる。 

3. 政府は、第１項に掲げる企業に対し、リストラに備え、且つサービスの品質を維持するため、再教育と専

門教育(実地訓練の場の提供)を行うよう必要な措置を講じる。 

 

第３章 電線路の運営 

 

第８条 送電線路を運営するスイスの公社 

1. スイス国内における送電線路の運営は、私法により設立された国営公社が行う。 

2. 連邦政府は、当該公社に対し収用権を与えることができる。 

3. 当該公社は発電又は配電に関連した活動を行ったり、発電あるいは配電に携わる企業の株を所有すること

はならず、送電のみに従事するものとする。事業経営、特に電線路の運営と管理に必要な電気の購入と供

給は認められている。 

4. 連邦政府は、第１０条に規定の義務を満たすために当該公社が利用しなければならない再生資源による電

気の割合を定めることができる。 

 

第９条 公社の組織 

1． 公社は、スイスに本店を置く株式会社の形態をとることとする。 

2． 公社の定款により、国と州とが各々公社の取締役会に代表を派遣する権利を有する。 

3． 株式の過半数は記名式株券とする。 

4． 公社は国の監視下に置かれるものとする。 

5． 定款及びその変更については、政府の承認を受ける。 

 

第１０条 電線路の運営 

1． 電線路運営者は、特に次の各号について保証する。 

a. 安全で信頼性があり、性能の優れた経済的な電線路の存在。 

b. 相互接続された他の電線路との交流を考慮した送電と電線路の管理。 

c. 備蓄エネルギーの準備と利用、及びその使用に必要な救急用電線の準備と利用 

d. 送電料金の計算と徴収 

e. 発電設備、配電線路、あるいは特に直通電線の接続のための技術的な最低要求規準を準備すること。こ

れらの要求では、広く認められている専門機関の国際規格と勧告を考慮しなければならない。 

 

2． 電線路事業者は、助言やエネルギー節約対策、間接融資など、エネルギーに関連したその他の業務を供す

ることができる。 

3． 第１項の dと eの対象となる料金と技術的な最低要求を公布する。 

 

第４章 接続の保証と区分表示 

 

第 11 条 接続の保証 

1. 各州は、州内において電気事業者に対し事業区域割当を定める。区域の割当には業務委任を伴う場合があ

る。 

2. 供給事業主はその事業区域において、全ての末端消費者並びに発電事業者に対し電気を接続するよう要請

されているが、国と州のレベルでの適用除外規定が留保されている。 

                                                 
3 スイス連邦環境・運輸・エネルギー・通信省 
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3.   特に州は、都市区域以外の電気の接続とその接続費用に関する規定を公布することができる。 

4． 州は、その区域において活動している電気供給公社に対し、次に掲げるような場合においては、その供給

区域外の場合であっても、末端消費者に対し電気の接続を義務づけることができる。 

A. 自給、又は他の電線路への接続が不可能である場合、あるいはそれによって膨大な出費を招く場合、 

B. 技術的にも運営上も接続が可能であり、且つ接続が供給公社にとって経済的に負担可能な場合。 

 

第 12 条 区分表示 

末端消費者を保護するため、連邦政府は区分表示、特に発電のタイプと電気の原産地を表示するための規定を公

布することができる。国は区分表示を義務化することができる。 

 

第 5 章 国際関係 

 

第 13 条 越境送電 

連邦政府は、互恵待遇が認められていない国の企業からの送電を拒むことができる。 

 

第 14 条 国際条約 

1. 連邦政府は、この法律の適用範囲において国際協定を締結することができる。 

2. 連邦政府は、専門分野と事務関連の国際協定に関し、所轄の機関4に権限を委任することができる。 

 

第 6 章 スイス連邦調停委員会 

 

第 15 条 選択、構成、組織 

1． 連邦政府は５名～７名のメンバーからなるスイス連邦調停委員会(以下「委員会」)を制定し、議長と副議

長を任命する。委員会のメンバーは独立系の専門家でなければならない。 

2． 委員会は行政権力機関から独立した存在とする。行政の面で関係省庁に帰属する。 

3． 委員会には専門の事務局をおく。人事部の報告書は国家公務員法の規制を受ける。 

4． 委員会はその組織と管理のための規則を定め、政府の承認を受ける。 

 

第１６条 任務 

1． 委員会は送電価格を検査し、送電の義務と料金について紛争があった場合、これを裁定する(第５条及び第

６条)。委員会は送電とその料金を暫定的に決めることができる。 

2． 委員会は、決定にあたり政府又は帰属省庁の指令を受けることはない。 

3． 委員会は随時公正取引委員会並びに価格統制機関に現状を報告する。価格の乱用問題について検査を行な

う場合、委員会は価格統制機関に諮問する。 

4． 委員会は毎年活動報告書を作成し、政府に提出する。 

 

第７章 価格の監督と裁判所による救済と訴訟 

 

第 17 条 価格の監督 

価格の監督は、1985 年 12 月 20 日付けの価格の監督5に関するスイス法の規制を受ける。この法律の第 9条～第 11

条の目的とする手順は、電気の価格が任意の権力機関により承認又は決定された場合にも同様に適用される。価

                                                 
4 スイス連邦エネルギー局 
5 RS 942.20 
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格監督機関は、必要に応じ公共の利益も考慮する。 

 

第 18 条 裁判所による救済と訴訟 

1． 委員会の決定に対し、スイス最高裁に行政(法による)不服申し立てを行うことができる。 

2． 州水準での関係省庁及び権力機関による最終決定に対し、省内の不服申し立て委員会に不服申し立てを行

うことができる。 

3． 訴訟手続きは 1968 年 12 月 20 日付けの行政手続き6に関するスイス法、並びにこの法律に別段の定めがない

限り 1943 年 12 月 16 日付け司法機構の法律7の規制を受ける。 

4． 送電契約に関する紛争は民事裁判所の裁決を受ける。 

 

第 8 章  情報提供の義務、データの保護、手数料 

 

第 19 条 情報提供の義務 

1． 発電、送電、あるいは配電に従事する企業は、スイス連邦及び州の権力機関、並びに委員会に対しこの法

律の適用にあたり必要な情報を提供する。 

2． 同様に、権力機関と委員会に対して必要書類を提出し、設備へのアクセスを保証する。 

 

第２０条 個人情報の処理 

1． この法律の目的とする枠内において、当局は個人データ、とりわけ訴追や刑罰に関するデリケートなデー

タを処理する(第２４条)。 

2． 当局はかかるデータを電子ファイルで保管することができる。 

 

第２１条 役務と事業の秘密 

1． この法律の施行に従事する者は、職務の秘密保守義務に拘束される。 

2． 製造の秘密と事業の秘密はあらゆる場合において保証される。 

 

第２２条 手数料 

国の行う監視、監督、特別な業務に対し手数料を支払う。政府は手数料の額を設定する。 

 

第９章 刑事処分 

 

第２３条 罰金 

1． 次の各号に掲げる行為をしたものについては、活動停止又は最高１０万フランまでの罰金が課される。 

A. 権力機関又は所轄の委員会からの要請に対し情報の提供を拒否したり、若しくは虚偽の申請を行ったも

の(第１９条)。 

B. 電気の区分表示に関する規定に違反したもの(第１２条)。 

C. 実行しない場合には法律で厳しく処罰されるような措置に違反する、あるいはこの条項の中で定める処

罰が明記されているような決定に背いた場合。 

2.  懈怠による場合は最高５万フランまでの罰金が課される。 

 

 

                                                 
6 RS 172.021 
7 RS 173.110 
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第２４条 管轄権限 

第２３条に掲げる違反があった場合、刑事行政法に関する 1974 年 3 月 22 日付けの国の法律8の定めるところによ

り、所轄局が訴追並びに裁定を行う。 

 

第 10 章 最終処分 

第 1部 実施 

 

第 25 条 

1． 州は第 6条 5項 1文節、並びに第 11 条と第 32 条を実施する。 

2． 連邦政府はこの法律のその他の規定を実施するが、その他の国の権力機関が担当しない場合は必要な実施

規定を発布する。 

3． 連邦政府と当局は、必要な実施規定を発布する前に州、電気産業、並びに消費者団体の言い分に耳を傾け

る。 

4． 連邦政府は、専門規定と行政命令の公布を当局に課すことができる。 

5． 連邦政府は、実施の際に民間団体の協力を要請することができる。 

 

第 2部 現行の法律の修正 

 

第 26 条  

1． 水力利用に関する 1916 年 12 月 22 日付けの法律(LFH)9は次の通り修正する： 

序文 

憲法の第 23 条並びに第 24 条の 2を鑑み 10； 

．．． 

第 8条 

廃止 

2． 原子力に関する 1959 年 12 月 23 日付けの法律(LEA)11 は次の通り修正する： 

序文 

憲法の第 24 条の 5、第 64 条、第 64 条の 2を鑑み 12； 

 ．．． 

 第 4条第１項の dは廃止 

3． 電気設備に関する 1902 年 6 月 24 日付けの法律(LIE)13 は次の通り修正する： 

序文 

憲法の第 23 条、第 26 条、第 64 条並びに第 64 条の 2を鑑み 14； 

 ．．． 

 第 15 条第 2項第 2文節 

                                                 
8 RS 313.0 
9 RS 721.80 
10 これらの規定は 1999 年 4月 18 日付けの憲法第 76 条と第 81 条に相当する。（RS101） 
11 RS 732.0 
12 これらの規定は 1999 年 4月 18 日付けの憲法第 90 条、第 118 条、第 122 条、及び第 123
条に相当する。（RS101） 
13 RS 734.0 
14 これらの規定は 1999 年 4月 18 日付けの憲法第 81 条、第 87 条、第 92 条、第 122 条及び
第 123 条に相当する。（RS 101） 
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 2． ．．．取るべき措置に関して合意が見られなかった場合、当局が決裁する。 

 

第 19 条 

廃止 

 

第 44 条 

送電と配電設備、及び業務上必要な低流設備の建設並びに改造にあたり、収用権を行使できるものとする。 

 

4． エネルギーに関する 1998 年 6 月 26 日付けの法律 15 は次の通り修正する： 

序文 

憲法の第 24 条の 7と 10 を鑑み 16； 

 ．．． 

第 7条第 7項 

7 民間の独立した発電事業者からの電力を供するために配電に携わる企業が追加費用を支払った場

合、国の電気事業公社から高圧線による送電に適用される追加費用が融資される。 

 

第 3部 暫定措置 

 

第 27 条 市場開放に向けての段階 

1． この法律の施行に伴い、直ちに第 5条で意味するところの送電への権利を有するのは、 

a. 自家発電も含めて 1敷地での年間消費量が 20GWh を超える末端消費者 

b. 電気事業者は次に掲げる程度まで： 

1) キャプティフ・クライアントへの年間の直接販売量の 20％ 

2) 電気事業者の選択権を有する、即ち送電の(送電を受ける)権利を有し従って供給元を選択できる

末端消費者若しくは供給業者に直接又は間接的に供する電気の量 

3) エネルギーに関する 1998 年 6 月 26 日の法律 17 の第 7条の定めるところにより引取りを余儀なく

されている独立系発電所の余剰エネルギー引取り分 

c. 電気の供給を行う末端消費者の如何を問わず、再生資源を利用した電流の発電事業者と供給業者、但し

総出力 1MW 以上の水力発電所を除く。 

2. 以下に掲げる者は、この法律の発効から 3年後に第 5条に定めるところの送電への権利を有する。 

A. 自家発電も含めて 1敷地での年間消費量が 10GWh を超える末端消費者 

B. 電気事業者、但しキャプティフ・クライアントへの年間販売量の 40％まで 

3. この法律の発効から 6年を経過後、第 5条による送電への権利に伴う制限は無くなる。 

 

第 28 条 水力発電所への貸付 

1. この法律の発効から 10 年間、スイス連邦は、市場の自由化によって事業の運営に必要な償却が一時的に妨

げられるような発電所に対し、特別な条件と実費(国の支払う金利)で、且つ下位抵当で貸し付けることが

できる。 

2. この法律の発効から 10 年間、スイス連邦は、水力発電所を一新するための資金を特別な条件と実費(国の

支払う金利)で、且つ下位抵当で貸し付けることができるが、一新することにより発電所の採算性と環境へ

                                                 
15 RS 730.0 
16 これらの規定は 1999 年 4月 18 日付けの憲法第 74 条、及び第89条に相当する。（RS101） 
17 RS 730.0 
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の影響が改善されることを前提とする。この猶予は、国会の命令があれば直接又は間接的に最高 10 年まで

延長可能である。 

3. 政府は特別な場合を指定し、その他の貸付条件を設定する。 

4. 受益者から十分な保障があった場合にのみ融資が行われる。 

5. 事業者は、その状況と流動資産が許す限りにおいて可及的早急に貸付と利子の返済を行う。 

 

第 29 条 再生資源により生産された電気に対する送電料金 

この法律の発効から 10 年間、政府は、最高出力 1MW の発電所で再生資源を利用して生産される電気に対し、当該

発電所の商売の採算性が取れない場合において、送電料金を控除することができる。最高出力が 500kW を超えな

い水力発電所の場合、この便宜を享受することができる。電線路の事業主が追加費用を支払った場合、公社(第 8

条)から高圧電線路による送電費用に適用される追加費用の融資を受けることができる。 

 

第 30 条 電線路事業のためのスイス法人の設立 

1. 送電事業に携わる者は、この法律の発効から 3 年以内に第 8 条と第 9 条で意図するところの公社を設立す

る。与えられた期限内に公社が設立されなかった場合、政府が公社の創立を引き受ける。 

2. 公社が設立されるまで、送電事業についても第 5条第 3項が適用される。 

 

第 31 条 不動産への権利を公社に譲渡する 

1. 公社の設立もしくは増資の場合、送電並びに配電の事業者は、契約書に基づいてその所有する不動産の権

利を現物出資という名目で譲渡すことができる。その場合、譲渡者は当該権利を明確に示すものとする。

法律により、譲渡しが商業登録簿に登記されると同時に権利は公社に譲渡される。 

2. 送電と配電の事業者から公社に出資された不動産の非譲渡権についても同様である。 

3. 商業登録簿に譲渡しが登記されてから 3 ヶ月以内に、公社は不動産登記所に不動産所有の移転を申請しな

ければならない(商法 655 条 18)。その場合、譲渡しを証明する公署証書が必要である。 

 

第 32 条 供給の義務とキャプティフ・クライエントへの適用価格 

1. 市場の自由化が完全に進むまで、電気事業者はそのサービス区域内において次に掲げる内容を実施するよ

う要請されている。 

A. 規則的に十分な量の電気をキャプティフ・クライエントに供給する。 

B. 同じカテゴリーに属するキャプティフ・クライエントに対し同一料金を請求する。 

C. 第 27 条第 1項 b号の 1による送電を受ける権利に従って得られた価格の縮小をキャプティフ・ク

ライエントが享受できるようにする。 

2. 州は、特別な場合にキャプティフ・クライエントに対し異なった接続料金を請求できるような条件を定め

る。 

 

第 33 条 契約報告書の適応 

1. 市場の自由化への新しい段階が効力を発するに伴い、電気事業者はその供給元と締結した送電契約につい

て、次に掲げる程度内での適応を要求することができる。 

A. その供給区域内の選択権を有する末端消費者による購入 

B. 事業者自身の有する送電を受ける権利 

2. 中間供給業者が第 1 項に従って契約の適応を求めた場合、電力供給業者はその供給元に対し、自家生産量

を考慮して、同じようにデリバリー契約の適応を要求することができる。 

                                                 
18 RS 210 
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第 4部 国民投票と実施 

 

第 34 条  

1. この法律は任意の国民投票に服する。 

2. 政府は発効日を設定する。 

 

2000 年 12 月 15 日 

コンセイユ・ナショナル   コンセイユ・デ・ゼタ 

議長：ペーター・ヘス   議長：フランソワーズ・ソーダン 

幹事長：ウエリ・アンリカー  幹事長：クリストフ

・ランツ 

 

交付日：2000 年 12 月 28 日 19 

国民投票の期限：2001 年 4 月 7 日(実質的には翌就労

日の 2001 年 4 月 9 日) 

 

                                                 
19 FF 2000 5761 


