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１．今回改正を検討するものについて

今回改正を検討する内容は、以下の４点であり、うち①～③までは今年度末に改正を実施する。

① 太陽光余剰買取制度に基づく排出係数調整の削除

固定価格買取制度の導入に伴い、太陽光余剰買取制度は固定価格買取制度に移行したため、

平成２６年度以降は余剰買取電力量に応じたサーチャージ回収分を調整する必要がなくなった。

そのため、今回の通達改正において、太陽光余剰買取制度による排出係数の調整に関する

記載及び別紙９「余剰買取調整後二酸化炭素排出量の算出方法について」を削除することとして

はどうか。

② 固定価格買取制度によるCO2排出量調整方法の見直し

詳細は、本資料のＰ．２～４。

③ 卸電力取引所を介した電気の販売にかかる係数の取り扱いの見直し

詳細は、本資料のＰ．５～６。

④ メニュー別係数の制度設計

詳細は、資料３－２。

※確認事項として、改正通達の適用時期にかかる運用の変更

詳細は、本資料のＰ．７。
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２．固定価格買取制度によるCO2排出量・係数の調整について

○ 調整後CO2排出係数の算出にあたっては、固定価格買取調整CO2排出量を求めたあと、それを実

CO2排出量に加算することで環境価値の調整（再分配）を行っている。

現行の調整方法

①
固定価格買取

調整電力量（kWh）
＝

固定価格買取制度による
自社・買取電力量

－
固定価格買取制度による

全国・買取電力量
×

自社・販売電力量

全国・販売電力量

②
固定価格買取

調整CO2排出量
＝

固定価格買取
調整電力量（kWh）

×
自社・実CO2排出量

自社・販売電力量

③ 調整後CO2排出量 ＝ 実CO2排出量 ＋
固定価格買取

調整CO2排出量
－ 京メカクレジット等

④ 調整後CO2排出係数 ＝ 調整後CO2排出量 ÷ 自社・販売電力量

標準的な
FIT買取量

自社の実排出係数

※ 「固定買取制度による買取電力量」は、費用負担調整機関による「交付金の対象となる調達電力量」の年度積み上げ値。

＜調整手順＞
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２．固定価格買取制度によるCO2排出量・係数の調整について

○販売電力のほとんどをFITで調達している事業者は、上記手順①の計算結果としてFIT調整電力
量は大きくプラスとなるが、自社・実排出係数が極めて小さいため、上記手順②の計算結果とし
て調整CO2排出量は小さくなる。（極端な例として、全量FITであれば調整CO2排出量ゼロとなる。）

○ さらに、上記手順②が持つ別の問題として、調整電力量のCO2換算は各社の実排出係数で行
うため、全事業者の調整CO2量を積み上げても決してプラスマイナスゼロとはならない。
（参考）

なお、H25年度係数報告があった電気事業者５５社について、環境価値の再分配によるCO
排出量合計値はプラス１０．４万tであり、総排出量の０．０２％程度の誤差が生じたこととなる。

課題１ 調整量のCO2換算で乗じる係数

○ 前記手順②について、現行の「調整電力量×自社・実排出係数」から「調整電力量×《全国平
均係数》」に変更することとしてはどうか。

○ その場合、《全国平均係数》については、前年度に告示した排出係数の個社データをもとに、国
が加重平均（CO2排出量総量÷販売電力量総量）して求めることとしてはどうか。

○ なお、固定価格買取制度では全国の需要家に対して原則一律のサーチャージ単価が設定され
ていることを踏まえても、ＦＩＴ電気調達にかかるkWhあたりのＣＯ２排出削減効果（排出係数）は一
律であるとして上記変更を行ったほうが、考え方としては整合的である。

課題１への改善案

固定価格買取
調整CO2排出量

＝
固定価格買取

調整電力量（kWh）
× 全国平均係数

＜変更後＞
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２．固定価格買取制度によるCO2排出量・係数の調整について

○ 「固定価格買取制度による自社・買取電力量」は、FIT認定設備からの直接調達量（交付決定
通知記載の交付ベース買取量）を計上している。

○ 電気事業者ＡがFITを利用して調達した電気を電気事業者Ｂへ卸した場合、つまり電気事業者
ＢがFIT認定設備からの電気を電気事業者Ａを介して間接的に調達した場合、電気事業者Aに全
ての調整量が上乗せされ、その電気を小売する電気事業者Ｂでは調整が行われない。結果的に
需要家にFIT調整分が反映されない。

課題２ 「固定価格買取制度による自社・買取電力量」の範囲について

○ 電気事業者Bの「固定価格買取制度による自社・買取電力量」については、間接的にFITを利
用して電気調達したものも含むとして、その分を電気事業者Bの自社・FIT買取量に加算（電気事
業者Aは減算）することとしてはどうか。

… 間接的なFIT調達ついては参照可能なデータがないため、係数報告に「電気事業者同士の
FIT調達電気のやり取り」にかかる様式を新規追加して、卸販売・調達量を報告。

○ なお、小売実績がなく係数報告対象とならない事業者でも、卸販売目的でFITによる電気調達
を行った場合には、同様式によりFIT調達電気の卸販売量を国に報告することを求めてはどうか。

○ また、電気事業者Aが卸電力取引所を介して電気事業者Ｂに販売する場合も考えられるが、そ
の場合は電気事業者Bでは実際の買入先は分からないことに加え、市場取引で取り扱われるFIT
交付対象電力量も利用可能なデータがなく不明なため、当面は相対取引のみを対象と、次回以
降、取引の実態を踏まえつつ市場取引を含めた調整の方法を検討することとしてはどうか。

課題２への改善案

調
達

卸
販
売

（転
売
）

小
売

電気事業者Ａ
FIT

認定設備
電気事業者Ｂ 需要家

※一般的には、電気事業者Bおよび需要家は低廉な価格で低CO2電気を調達。
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３．卸電力取引所を介した電気の販売にかかる係数の取り扱いについて

○ 「自社前年度係数」と「特定事業所の係数」に乖離がある場合は、二酸化炭素排出量が必ずしも
正しく算定（評価）されない。

課題

○ 電気事業者が卸電力取引所を介した電気の販売（以下、取引所販売）にかかるCO2排出量（控除
量）算定に用いる係数は、取引所係数（取引所からの調達分にかかるCO2排出量算定に用いる
係数）の算定式と整合性をとるため、契約により発電事業所を特定している場合であっても、「事
業者自らの前年度の排出係数」（告示係数）を用いることとされている。

＜取引所販売にかかる排出量＞ ＜取引所を介した電気の調達にかかる排出量＞

取引所販売電力量× 自社係数（告示係数） 調達電力量×取引所の係数（※）

現行の取り扱い

事業者の名称 受電電力量
（１０３ｋＷｈ）

実排出係数
（t-CO2/ｋWh）

ＣＯ２排出量
（１０3t-CO2）

Ａ電力 20,000 0.000464 9.280

Ｂ電力 5,000 0.000485 2.425

Ｃ清掃工場 68,000 0.000014 0.952

Ｄ工場 35,000 0.000015 0.525

卸電力取引所 10,000 0.000529 5.290

卸電力取引所
（販売）

▲ 38,000 0.000365 ▲ 13.870

合計 100,000 4.602

排出係数（t-CO2/kWh） 0.000046

（例）ある電力会社（昨年度自社係数：0.000365）が取引所販売をした場合

契約上は調達電気を特定（左図のＣ清掃工場）して取引
所販売を行っても、取引所販売分のCO2排出量は昨年度
自社係数で算出。
左の例では、取引所販売した「電力量」はＣ清掃工場か

らの調達した量の約半分だが、控除された「CO2排出量」
は調達分の10倍以上となる。
「前年度の自社係数」と「調達元の係数」の開きが大きい

ほど、取引電力量とCO2排出量で販売／調達の比の差が
大きくなり、最終的な自社係数算定結果に大きな影響が及
ぶ場合がある。

　　　※取引所の係数
事業者の年間約定電力量

Σ事業者の年間約定電力量
＝ Σ 事業者別の実排出係数 ×
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３．卸電力取引所を介した販売にかかる係数の取り扱いについて

○以下のとおりとしてはどうか。
＜電気事業者の係数報告について＞

・取引所販売にかかる電気の発電事業所が明確 → 取引所販売電力量×事業所の排出係数
・取引所販売にかかる電気の発電事業所が不明確 → 取引所販売電力量×自社・前年度係数
なお、前者の場合、以下の係数を算出し、内訳ともに取引所に提出する。

＜卸電力取引所の係数作成について＞

上記課題に対応した修正案

○ 電気事業者が排出係数の小さいものを多く調達し、その電気を取引所販売する場合で、かつ、自
社の前年度係数が調達にかかる排出係数と比較して大きくなる場合に、排出量合計が著しく小さ
くなることがある。（極端な例として、排出量全体が計算上マイナスになることがある。）

○ 前回通達改正時に実施したパブリックコメントにおいて上記問題意識による意見提出（改正内容
以外に関する意見）がなされ、また、２６年度に告示した排出係数について、実排出量の算定結
果が計算上マイナスになったためやむを得ず係数をゼロとして告示したケースが２事業者（５５事
業者中）あった。

○ 取引所販売の多くは取引される電気の発電事業所を特定して行うと考えられるため、取引所販売
にかかるCO2排出量（控除量）の算定にあたって、発電事業所が特定できている場合にはその事
業所の係数を使うほうが、より実態に近い排出量及び排出係数の算出ができるものと考えられる。

実態上の問題

（告示済）

事業者の年間約定電力量
Σ事業者の年間約定電力量

※ … 取引所販売にかかる電気の事業所等が明確な事業者は取引所に報告した係数
        不明確な事業者は告示された事業者別の実係数。

×Σ 事業者別の実排出係数等（※）

取引所販売にかかる事業所の年間約定電力量

Σ取引所販売にかかる事業所の年間約定電力量
Σ 取引所販売にかかる事業所の実排出係数 ×
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４．改正通達の適用時期にかかる運用について（確認）

○ 係数算出にかかる通達の適用時期については既参入事業者、新規参入事業者ともにその時点で最新
のものを適用する運用をしてきたところ、この運用では、需要家（特定排出者）が同一の算定対象期間で
排出量算定を行う場合に既参入事業者と新規参入者とで異なるルールで算出された係数が利用される
こととなる。

○ 係数を算出する事業者間の公平性の観点からは、係数が使用される排出量算定対象期間が同じであ
れば係数算出は同じルールを適用するべきであり、新規参入者の係数算出については既参入事業者と
同じルールで行われるように改正前の通達を適用するといった、運用の見直しを行ってはどうか。

○ ただし、本資料P.５～６に記載した取引所販売にかかる取り扱いについては、今回の改正内容を適用し
なければ実排出量の算定結果が計算上マイナスとなる問題が発生する可能性があることから、新規参
入事業者の改正後のルールを適用することとしてはどうか。

確認事項

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

電気事業者

需要家（特定排出者）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

電気事業者

需要家（特定排出者）

＜新規参入事業者係数の算出・公表・利用のスケジュール（運用変更後）＞ ※ 下記は「平成26年7月新規参入」の例

＜既参入事業者の係数の算出・公表・利用のスケジュール＞

報告②排出量算定対象期間②

報告①排出量算定対象期間①

報告・公表②

（6月末）（7月）

係数算出対象期間②

報告・公表①係数算出
対象期間①

係数算出対象期間②

排出量算定対象期間① 報告①

係数算出対象期間① 報告・公表①

通達改正

改正前 の通達を適用

通達改正

改正通達を適用

報告・公表②

排出量算定対象期間②

改正通達を適用

報告②

改正前の通達（算出時

点で最新）を適用

変更点
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５．通達改正案について（１）

○ 今回の整理を反映した「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表につ
いて」（以下「通達」と言う）の改正案は以下のとおり。

１．総論
（５）調整後排出係数の算出方法

調整後排出係数は、実二酸化炭素排出量（t-CO2）に、再生

可能エネルギーの固定価格買取制度（以下「固定価格買取制
度」という。）による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力
量相当量（以下「固定価格買取調整電力量」という。）の割合で
実二酸化炭素排出量を調整した量（別紙９参照。以下「固定価
格買取調整二酸化炭素排出量」という。）を加えて調整した量か
ら、償却前移転（償却を目的として国の管理口座に無償で移転
することをいう。以下同じ。）した京都メカニズムクレジット（温対
法第２条第６項に規定する算定割当量をいう。以下同じ。）及び
排出量調整無効化（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に
係る取組を自らの温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組と
評価することを目的として、国内認証排出削減量（国内における
他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組
により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経
済産業大臣が定めるものをいう。）を移転ができない状態にする
ことをいう。また、償却前移転と排出量調整無効化を併せて「償
却前移転等」という。以下同じ。）した国内認証排出削減量のう
ち、別紙７に掲げるもの（以下「京都メカニズムクレジット等」とい
う。）を控除した量（以下「調整後二酸化炭素排出量」という。）を、
当該電気事業者の販売電力量で除して算出する。

改正後

１．総論
（５）調整後排出係数の算出方法

調整後排出係数は、実二酸化炭素排出量（t-CO2）に、販売

電力量に対する太陽光発電の余剰買取制度（以下「余剰買取
制度」という。）による余剰買取費用の負担に応じた買取電力量
相当量（以下「余剰買取調整電力量」という。）の割合で実二酸
化炭素排出量を調整した量（別紙９参照。以下「余剰買取調整
二酸化炭素排出量」という。）及び再生可能エネルギーの固定
価格買取制度（以下「固定価格買取制度」という。）による固定
価格買取費用の負担に応じた買取電力量相当量（以下「固定
価格買取調整電力量」という。）の割合で実二酸化炭素排出量
を調整した量（別紙１０参照。以下「固定価格買取調整二酸化
炭素排出量」という。）を加えて調整した量から、償却前移転（償
却を目的として国の管理口座に無償で移転することをいう。以
下同じ。）した京都メカニズムクレジット（温対法第２条第６項に
規定する算定割当量をいう。以下同じ。）及び排出量調整無効
化（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組を自ら
の温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組と評価することを
目的として、国内認証排出削減量（国内における他の者の温室
効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等
がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣
が定めるものをいう。）を移転ができない状態にすることをいう。
また、償却前移転と排出量調整無効化を併せて「償却前移転
等」という。以下同じ。）した国内認証排出削減量のうち、別紙７
に掲げるもの（以下「京都メカニズムクレジット等」という。）を控
除した量（以下「調整後二酸化炭素排出量」という。）を、当該電
気事業者の販売電力量で除して算出する。

改正前
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５．通達改正案について（２）

（６）実排出係数及び調整後排出係数の公表までの手続

排出量算定対象年度において、以下の手続により、事業者
別の実排出係数及び調整後排出係数を公表する。

【手続】

① 各電気事業者は、係数算出対象年度における実二酸化炭素
排出量、調整後二酸化炭素排出量及び販売電力量を基に事
業者別の実排出係数及び調整後排出係数を算出し、算出結
果を裏付ける資料（以下「根拠資料」という。）とともに経済産業
省及び環境省に提出する。

※ 算出した実排出係数、調整後排出係数及び根拠資料の
提出は、特定排出者の排出量算定対象年度に電気の小
売供給実績のある電気事業者が行うものとする。（ただし、
電気の小売供給実績がない電気事業者であっても、固定
価格買取制度により買取した電気を他の電気事業者に
相対契約により卸販売した場合には、卸販売先と卸販売
量を表１１の２に記載して経済産業省及び環境省に提出
するものとする。）

※ 電気事業者は、調整後二酸化炭素排出量の調整に用
いた京都メカニズムクレジット等の償却前移転等に係る
情報についても根拠資料として経済産業省及び環境省
に提出するものとする。

※ 日本卸電力取引所を介した電気の販売（以下、「取引所
販売」という）を電気の発電に供された事業所を明確にし
て行った電気事業者については、同取引所の実排出係
数の作成（別紙４参照）の用に供するため、経済産業省
及び環境省に提出した係数根拠資料のうち表６の２を同
取引所に提出して、同取引所による内容確認を受けるこ
ととする。

改正後

（６）実排出係数及び調整後排出係数の公表までの手続

排出量算定対象年度において、以下の手続により、事業者
別の実排出係数及び調整後排出係数を公表する。

【手続】

① 各電気事業者は、係数算出対象年度における実二酸化炭素
排出量、調整後二酸化炭素排出量及び販売電力量を基に事
業者別の実排出係数及び調整後排出係数を算出し、算出結
果を裏付ける資料（以下「根拠資料」という。）とともに経済産業
省及び環境省に提出する。

※ 算出した実排出係数、調整後排出係数及び根拠資料の
提出は、特定排出者の排出量算定対象年度に電気の供
給実績のある電気事業者が行うものとする。

※ 電気事業者は、調整後二酸化炭素排出量の調整に用
いた京都メカニズムクレジット等の償却前移転等に係る
情報についても根拠資料として経済産業省及び環境省
に提出するものとする。

改正前
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５．通達改正案について（３）

３．調整後二酸化炭素排出量の調整方法

調整後二酸化炭素排出量は、電気事業者が償却前移転等
した京都メカニズムクレジット等（別紙７参照）を以下の方法に
より把握し、これらを、実二酸化炭素排出量に固定価格買取調
整二酸化炭素排出量を足したものから控除して得た量とする。

改正後

３．調整後二酸化炭素排出量の調整方法

調整後二酸化炭素排出量は、電気事業者が償却前移転等
した京都メカニズムクレジット等（別紙７参照）を以下の方法に
より把握し、これらを、実二酸化炭素排出量に余剰買取調整二
酸化炭素排出量及び固定価格買取調整二酸化炭素排出量を
足したものから控除して得た量とする。

改正前

（３）京都メカニズムクレジット等の償却前移転等期間について

調整後二酸化炭素排出量の調整に用いられる京都メカニ
ズムクレジット等は、係数算出対象年度中に償却前移転等さ
れたものを対象とする。

また、係数算出対象年度の翌年度の４月１日から６月３０
日までの間に償却前移転等がなされた京都メカニズムクレ
ジット等については、係数算出対象年度内に償却前移転等さ
れたものとみなし、調整後二酸化炭素排出係数の算出に用
いることができるものとする。

ただし、係数算出対象年度の翌年度の４月１日から６月３
０日までの間に償却前移転等がなされ、係数算出対象年度
内に償却前移転等されたものとみなされた京都メカニズムク
レジット等については、係数算出対象年度の翌年度以降の調
整後二酸化炭素排出係数の算出に用いることはできない。

（３）京都メカニズムクレジット等の償却前移転等期間について

調整後二酸化炭素排出量の調整に用いられる京都メカニ
ズムクレジット等は、係数算出対象年度中に償却前移転等さ
れたものを対象とする。

また、係数算出対象年度の翌年度の４月１日から６月３０
日までの間に償却前移転等がなされた京都メカニズムクレ
ジット等については、係数算出対象年度内に償却前移転等さ
れたものとみなし、調整後二酸化炭素排出係数の算出に用
いることができるものとする。

ただし、係数算出対象年度の翌年度の４月１日から６月３
０日までの間に償却前移転等がなされ、係数算出対象年度
内に償却前移転等されたものとみなされた京都メカニズムク
レジット等については、係数算出対象年度の翌年度以降の調
整後二酸化炭素排出係数の算出に用いることはできない。

（４）固定価格買取調整二酸化炭素排出量

別紙９に定める方法により固定価格買取調整二酸化炭素
排出量を算出し、その内訳を表１１に記載して提出する。

他の電気事業者との間で固定価格買取制度による買取電
気の卸売買がある場合には、表１１の２にその内訳を記載し
て提出する。
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５．通達改正案について（４）

改正前
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５．通達改正案について（５）

改正後
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５．通達改正案について（６）

改正後改正前
別紙４ 

日本卸電力取引所の係数の算出方法について 

 

１．基本的考え方 

○ 日本卸電力取引所の係数は、取引所で約定された事業者の事業者別の実排出

係数を約定した電力量（以下「約定電力量」という。）に応じて加重平均することに

よりこれを算出する。 

 

取引所の係数 ＝ Σ 事業者別の実排出係数等 × 
事業者の年間約定電力量 

Σ事業者の年間約定電力量 

別紙４ 

日本卸電力取引所の係数の算出方法について 

 

１．基本的考え方 

○ 日本卸電力取引所の係数は、取引所で約定された事業者の事業者別の実排出

係数を約定した電力量（以下「約定電力量」という。）に応じて加重平均することに

よりこれを算出する。 

 

取引所の係数 ＝ Σ 事業者別の実排出係数 × 
事業者の年間約定電力量 

Σ事業者の年間約定電力量 

２．算出に係る諸元について 

（１）事業者別の実排出係数等 

ア 国が事業者別の実排出係数を公表している電気事業者で、取引所販売を、当

該電気の発電に供された事業所を明確にして行っている場合 

各電気事業者の約定電力量に応じた加重平均値を使用。 

（加重平均値は電気事業者が以下の数式により算出し、内訳とともに表６の２に

記載し、取引所に提出する。取引所は、内訳を確認したうえ加重平均値を使用

する。） 

 

取引所販売に係る係数 ＝ Σ                  × 

 

（注） 

通達本文２．（２）イ記載の方法により算定した実二酸化炭素排出量にかかる実排出係数は

表６記載の係数を使用し、通達本文２．（１）及び（２）記載の方法により算定した実二酸化炭素

排出量にかかる実排出係数は表１～４記載の実二酸化炭素排出量のうち当該事業所にかか

る排出量を当該事業所にかかる発電量または受電量で除して算出した係数を使用する。 

 

イ 国が事業者別の実排出係数を公表している電気事業者で、取引所販売を当該

電気の発電に供された事業所を明確せずに行っている場合 

公表された事業者別の実排出係数を使用。 

ウ 国が事業者別の実排出係数を公表していない場合（含む卸電気事業者、自家

発事業者等） 

取引所で約定した事業者に対して今般設定された算出方法に従い算出された

当該約定電力量に係る事業者別の実排出係数の提供を求め、これを使用す

る。 

取引所販売にかかる事業者の年間約定電力量 

Σ取引所販売にかかる事業者の年間約定電力量 

取引所販売にかかる 

事業所の実排出係数
（注） 

２．算出に係る諸元について 

（１）事業者別の実排出係数 

ア 国が事業者別の実排出係数を公表している場合 

  公表された事業者別の実排出係数を使用。 

イ 国が事業者別の実排出係数を公表していない場合（含む卸電気事業者、自家

発事業者等） 

取引所で約定した事業者に対して今般設定された算出方法に従い算出された

当該約定電力量に係る事業者別の実排出係数の提供を求め、これを使用す

る。 



14

５．通達改正案について（７）

改正後改正前
別紙１０

 
固定価格買取調整二酸化炭素排出量の算出方法について 

 
 

固定価格買取調整二酸化炭素排出量は以下の式により算出するものとする。 
 
 
                                                        実二酸化炭素排出量 
固定価格買取調整二酸化炭素排出量 ＝    固定価格買取調整電力量  × 
                                                        当該電気事業者販売電力量 
 
 

また、固定価格買取調整電力量は、以下の式で算出される量とする。なお、固定価格買取調整電力

量の算出に用いる販売電力量（全国総量）及び各電気事業者の販売電力量及び固定価格買取制度に

よる買取電力量（全国総量）は、毎年度経済産業省が公表する数値を用いるものとする。 
    
 

固定価格買取調整電力量  ＝                       －              
当該電気事業者販売電力量

販売電力量（全国総量）

固定価格買取制度による 

当該電気事業者買取電力量 

固定価格買取制度による

買取電力量（全国総量） 

               ×

               ×

別紙９ 
 

固定価格買取調整二酸化炭素排出量の算出方法について 
 
 

固定価格買取調整二酸化炭素排出量は以下の式により算出するものとする。 
 
 
固定価格買取調整二酸化炭素排出量 ＝    固定価格買取調整電力量  ×   全国平均係数（注１） 
 
 

また、固定価格買取調整電力量は、以下の式で算出される量とする。 
    
 
 
 
 

（注１） 
固定価格買取調整二酸化炭素排出量の算出に用いる全国平均係数は、毎年度経済産業省

が公表する数値を用いるものとする。なお、当該数値は、前年度に告示した排出係数にかかる

各社提出書類の記載情報をもとに加重平均（CO2 排出量総量÷販売電力量総量）して算出す

るものとする 

（注２） 
固定価格買取調整電力量の算出に用いる固定価格買取制度による当該電気事業者買取電

力量は、再生可能エネルギー法費用負担調整機関が発行する「固定価格買取制度に係る交付

金交付決定通知書」記載の「交付金の対象となる調達電気量」の年度合計値とする。 
なお、固定価格買取制度により買取した電気を他の電気事業者に相対契約により卸販売し

た場合には自社買取電力量から当該卸販売量を控除するとともに、固定価格買取制度により

買取した電気を他の電気事業者から相対契約により卸購入した場合には自社買取電力量に当

該卸販売量を加算することとする。 

（注３、４、５） 
固定価格買取調整電力量の算出に用いる販売電力量（全国総量）及び各電気事業者の販売

電力量及び固定価格買取制度による買取電力量（全国総量）は、毎年度経済産業省が公表す

る数値を用いるものとする。 

固定価格買取調整電力量  ＝                       －              
当該電気事業者販売電力量（注４） 

 
販売電力量（全国総量）（注５） 

 

固定価格買取制度による 

当該電気事業者買取電力量（注２）

固定価格買取制度による 

買取電力量（全国総量）（注３）
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６．（参考）今後検討が見込まれる課題について

○ 本制度において今後検討が見込まれている課題としては、以下の点が挙げられる。
○ これらについては、平成２８年度以降の電気事業者の算定・報告において対応するべき事項であ

ることから、今後の状況も踏まえた上で、来年度以降の検討会において整理することとしたい。

１．京都議定書第一約束期間の終了等に伴う通達の見直し
平成２４年末を以て京都議定書第一約束期間が終了したため、今後、関連制度の改正等

が見込まれる。これを踏まえ、本通達についても、必要に応じて所要の見直しを検討する。

２． 小売全面自由化の実施に伴う対応
平成２８年中に実施される小売全面自由化に伴い、係数設定にかかる基本的な考え方と

具体的算出方法について変更が必要となることが想定される。
以下のとおり、必要な措置を検討する。

（例） ・電気事業の類型の見直しに伴う係数報告対象者の見直し

・電気事業法上の説明義務におけるメニュー別係数の取り扱い など
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