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　ガスシステム改革について 

平成29年４月 
関東経済産業局　ガス事業課 



システム改革の目的 

安定供給を確保する 
 震災時の経験を踏まえ、地域をつなぐ送電網の増強、需給調整能力の向上等を
通じて、地域を越えた電気のやりとりを促進。また、ガスについても、都市ガス導管網
の整備・相互接続を促進。 

料金を最大限抑制する 
 エネルギー事業者間の競争や、他業種・他地域からの参入を促し、料金を最大限
抑制。 

需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する 
 需要家のニーズに多様な選択肢で応える。また、他業種・他地域からの参入、新技
術等の活用を通じてイノベーションを誘発。 
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エネルギー産業の産業競争力を強化し、 
国際展開を通じて、海外市場の開拓・獲得を実現 

安定供給を確保する 
 震災時の経験を踏まえ、地域をつなぐ送電網の増強、需給調整能力の向上等を
通じて、地域を越えた電気のやりとりを促進。また、ガスについても、都市ガス導管網
の整備・相互接続を促進。 
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需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する 
需要家のニーズに多様な選択肢で応える。また、他業種・他地域からの参入、新技
術等の活用を通じてイノベーションを誘発。 
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総合エネルギー企業の創出 

資源国 

○総合エネルギー企業のあり方は、企業自身の判断により多様な可能性がある。このため、エネルギー企
業のみならず、異分野との連携などにより競争力を強化することもあり得る。 
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商社等 

＜総合エネルギー企業のイメージ＞ 

システム改革を契機に、日本のエネルギー企業はより競争的に。
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都市ガスの小売全面自由化 11 

（注１）小売全面自由化後も、需要家保護の観点から、競争が進展してない地域においては、経過措置として小売料金規制を存続させる。 

（注２）年間使用量の多寡によって大口・小口に分かれる。各シェアは大手１０社のガス販売量に占める大口供給販売量の割合（平成２５年度実績）。 

大
口

小
口

【200万㎥】 

【100万㎥】 

【50万㎥】 

【10万㎥】 

1995年～ 1999年～ 2004年～ 2007年～ 

自由化部門 自由化部門 自由化部門 自由化 部門 
・大規模工場 
・大規模病院 等 

・中規模工場 
・中規模ホテル 等 

・大規模ホテル 規制部門 

・小規模工場 
・中規模病院 
・小規模ホテル 等 

規制部門 

規制部門（地域独占） 

規制部門 
・家庭 
・事務所/コンビニ 等 

ガス販売量 ５３％ 

ガス販売量 ４７％ 

ガス販売量 ５７％ 

ガス販売量 ４３％ ガス販売量 ３６％ 

ガス販売量 ６４％ 

ガス販売量 ４９％ 

ガス販売量 ５１％ 

【年間 
使用量】 自由化 部門 

2017年～ ・ 

全面自由化 

 都市ガスの供給については、これまで都市ガス会社が独占的に供給してきたが、1995年から
大口を対象とした部分自由化を開始。

 家庭などの小口については、都市ガス会社による供給独占となっていたが、今回の小売全面
自由化により、都市ガス会社以外の者が全ての需要に対して供給することが可能となっ
た。
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小売全面自由化によって開放される市場 

自由化部門（大口） 
（契約量：10万㎥/年以上） 

規制部門 
（契約量：10万㎥/年未満） 

工場 ホテル、商業施設、病院等 

住宅 商店 

新たに自由化されるガス市場 
市場規模  2.4兆円 
契約数 一般家庭部門 2,489万件 

商店・事業所等 122万件 
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自由化されるガス市場規模・契約数 
（平成26年度） 

（出所）一般ガス事業部門別収支計算書、ガス事業年報 

※合計値が合わないのは、四捨五入による。 

小売全面自由化により、都市ガス会社が独占的に供給していた約2.4兆円の市場が開放され
る（需要家数は約2,600万件）。

 この結果、合計約５兆円のガス市場において、活発な競争によるコスト低廉化と、消費者の利
便性の向上が期待される。
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製造部門 
（ＬＮＧ基地） 

小売部門 

 
 
 

導管部門 
（ガス導管サービス） 

 

- ガス小売事業者（登録制） 
- 全面自由化 
- 競争が不十分な地域には経過措置（注）として
規制料金を継続 

- 一般ガス導管事業者（許可制） 
- 地域独占 
- 料金規制（総括原価方式） 
- 最終保障供給サービスの提供義務 

- ガス製造事業者（届出制） 

2017年4月以降 

 家庭などの小口における小売全面自由化は、2017年4月1日から開始
された。

自由化のポイント（小売全面自由化） 
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（注）経過措置指定基準（どちらにも該当すれば指定） 
＜STEP１＞都市ガス利用率が50%超 
＜STEP２＞一般ガス事業者による需要家獲得件数×１／２> 

他燃料事業者への需要家変換件数 
※直近３年間の合計ベース。 
 



- ガス小売事業者（登録制） 
- 全面自由化 
- 競争が不十分な地域には経過措置（注）として規
制料金を継続 

製造部門 
（特定ガス発生設備） 

小売部門 

導管部門 

2017年4月以降 

（参考）簡易ガス事業類型の見直し 

６

（注）経過措置指定基準（どちらにも該当すれば指定） 
＜STEP１＞供給地点におけるシェアが50%超 
＜STEP２＞簡易ガス事業者による需要家獲得件数×１／２> 

他燃料事業者への需要家変換件数 
※直近３年間の合計ベース。 

 簡易ガス事業については、製造部門、導管部門を含めてガス小売事業に分類される。
 従来、一般ガス事業者の供給区域内における簡易ガス事業の許可に当たっては、当該一
般ガス事業の遂行に支障を及ぼすおそれの有無や、周辺需要家への利益阻害性の有無な
どの審査が行われてきたところ（いわゆる二重投資規制）。

 小売全面自由化後、ガス小売事業者が行う導管敷設については、上記の審査を行わない
ことと整理されたことから、一般ガス導管事業者の供給区域内で旧簡易ガス事業に相当す
るガス小売事業を開始しようとする場合であっても、ガス小売事業の登録を受けることで、
ガスの供給を開始することができる。

＜簡易ガス事業＞ 



持株会社型 子会社型

製造会社 小売会社 導管会社 

 

持株会社

競争 競争 

規制 

導管会社 

 

競争 競争 

規制 

製造会社 小売会社 

 ガス導管事業の一層の中立性と透明性の確保を図るため、2022年までに大手3
社（東京・大阪・東邦）の導管部門を分離させる。

 持株会社型か子会社型のどちらかを選べる。

自由化のポイント（導管部門の法的分離） 
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機密性○ 機密性○ 自由化のポイント（ＬＮＧ基地とガス導管の第三者利用）  
ＬＮＧ基地

 ガス導管

８

・一般ガス導管事業については、地域独占や料金規制を維持。

・ガス導管の第三者利用を保証。 

・導管接続を促すため、国が事業者間の協議を命令・裁定できる制度を創設。 

・ＬＮＧ基地の第三者利用制度を確立。



詳細制度設計の概要（消費機器調査等の委託を行いやすい環境整備） 
消費機器調査等の業務を既存ガス会社の関連会社等に委託する場合のイメージ 

新規参入者 

関連会社等 

既存 
ガス会社 

既存ガス会社を通じてその関連会社等に委託するケース 

委託 

委託
要請 

正当な理由なく、新規参入
者に係る消費機器調査等
の業務を、当該既存ガス会
社の関連会社等に委託し
てほしいという当該新規参
入者からの要請に応じない
こと。 

新規参入者に係る消費
機器調査等の業務を、既
存ガス会社に対して求め
ている料金と同等の料金
で受託すること。 

望ましい 
行為 

新規参入者から受託した
業務を行う中で需要家と
接触する際に、当該既存
ガス会社に係る営業活動
を行わないこと。 

望ましい 
行為 

問題 
となる 
行為 

新規参入者に係る消費機
器調査等の業務を受託す
る中で得た情報を用いて、
当該既存ガス会社に係る
営業活動を行うこと。 

関連会社等が新規参入
者から受託した業務を行う
中で需要家と接触する際
に、当該既存ガス会社に
係る営業活動を行わない
ことを求めないこと。 

その関連会社等に対して、
新規参入者に係る消費
機器調査等の業務を、既
存ガス会社に対して求め
ている料金と同等の料金
で受託することを求めない
こと。 

問題 
となる 
行為 

その関連会社等との契約に
おいて、これを担保すること。 

その関連会社等との契約に
おいて、これを担保すること。 

望ましい 
行為 

望ましい 
行為 

9
※関連会社に直接委託するケース、既存ガス会社に委託するケースについても同様。 



 システム改革前は、以下の基準のとおり、電力会社などの新規参入者は、一般ガス事業者の供給区域内におい
て、自らその導管を新設してガスの供給を行うことが実質的に不可能だった。

 小売全面自由化後は、ガス小売事業者間の競争を促進するため、新設導管か既設導管かにかかわらず、新規需
要であれば新規参入者が何らの制限なくガスの供給を行うことが可能。

 また、既存需要については、新設導管か既設導管かにかかわらず、新規参入者が、17年4月以降3年間で、当該
一般ガス事業者のネットワーク需要の4.5%（注）に相当する需要までは、自らガスを供給することを可能となっ
ている。

詳細制度設計の概要（二重導管規制の見直し） 

現行の判断基準 

新たな判断基準 

（注）4.5%とは、近年の一般ガス事業者のネットワーク需要の伸びの平均値。 
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　　ガスの小売営業に関する指針 
 電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合において議論が行われ、ガス
の小売営業に関する指針が提示された。

 11月4日からパブリックコメントが実施され、その後制定された。

　　　　　　　ガスの小売営業に関する指針で整備された項目の目次

１．需要家への適切な情報提供　　　　　　　　　　　　　　　４．苦情・問合せへの対応の適正化
　（１）一般的な情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）苦情・問合せへの対応
　（２）契約に先立って行う説明や書面交付　　　　　　　　　（２）災害等によりガスの供給に生じた支障に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ対応　
２．影響・契約形態の適正化
　（１）ガス事業法上許容競れない営業・契約形態　　　　５．契約の解除手続き等の適正化
　（２）ガス小売事業者の媒介・取次ぎ・代理　　　　　　　　　（１）需要家からの契約解除時の手続き
　（３）ガス小売事業者のワンタッチ供給　　　　　　　　　　　　（２）ガス小売事業者からの契約解除時の手続き　
　（４）ガス小売事業者による業務委託　　　　　　　　　　　　 （３）ガス小売事業者による供給停止時の手続き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）ガス導管事業者による託送供給契約解除時の
３．契約内容の適正化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 時の手続き　
　（１）不明確なガス料金算出方法
　（２）小売供給契約の解除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（３）競合相手を市場から退出させる目的での不当
　　　に安い価格での小売供給
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