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温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会（第 10 回会合） 

 

日時：平成２７年２月１３日（金）13:00～15:00 

場所：経済産業省別館 1111 号室 

議題 

１．現行の係数算出方法における課題と対応について 

２．料金メニューに応じたＣＯ２排出係数の検討について 

３．その他 

 

○事務局 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから「温対法に基づく事業者別排出係数の

算出方法等に係る検討会」の第 10 回目の会合を開催させていただきます。以後の議事進行

は山地座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○山地座長 

１年ぶりぐらいの開催なので、少し１年前のことを思い出しながら議論を進めていただ

きたい。ただ、実は排出係数の算定は非常に重要なタイミングでもあります。今までＦＩ

Ｔ、固定価格買取制度で買い取られた再生可能エネルギーに関しては、賦課金という形で

電力の消費者が原則として一律に負担しているということで、これは電力会社さんのとこ

ろではニュートラルだということで排出係数の調整をしてきたわけですが、ただちょっと

計算方式の中である程度誤差が生まれるような計算方式だったんですけれど、非常に実は

大量に太陽光発電を中心に再生可能エネルギーが入ってきて、それは無視できないという

状況になりましたので、やっぱり算定方法を改めようということがあります。 

それともう１つは、電力システム改革の中で小売の全面自由化というのが行われて、登

録事業者では 500 社を超えたとか非常に小売事業者が多様化する中で、いわゆるグリーン

料金メニューというのが出てきそうであると。そこをどう対応していくか。こちらのほう

は議論の取っかかりという感じのところでもありますが、こういうようなことで議題を設

定しておりまして、３時まででありますけれども、皆さんの審議をよろしくお願いしたい

と思います。 

では早速、議事の進行に移らせていただきます。まずは配布資料の確認をお願いいたし

ます。 
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○事務局 

それでは資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。まず議事

次第でございます。次に資料１、委員名簿でございます。次、資料２「現行の係数算出方

法における課題と対応について」でございます。次、資料３－１「欧米におけるグリーン

料金メニューの状況及び国内における料金別ＣＯ２排出係数のニーズに関する調査結果」

でございます。資料３－２「料金メニューに応じたＣＯ２排出係数の検討について」でご

ざいます。資料４「パブリックコメントについて」でございます。資料５「今後のスケジ

ュール案」でございます。最後に参考として、メニュー別係数にかかる通達改正案がつけ

てございます。不足等ございましたら事務局までご連絡いただければと思います。よろし

ゅうございますでしょうか。 

○山地座長 

よろしいでしょうか。今日は資料をそれぞれ説明していただいて議論という形で、一つ

一つ片づけていくという形で進めさせていただきたいと思います。では、まず資料２「現

行の係数算出方法における課題と対応について」、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 

それでは資料２をごらんください。10 分から 15 分ぐらいお時間を頂戴して、この資料

についてご説明申し上げたいと思います。まず１ページ目でございますが、本日ご議論を

いただく内容についてまとめてございます。「①太陽光余剰買取制度に基づく排出係数調整

の削除」、「②固定価格買取制度によるＣＯ２排出量調整方法の見直し」、「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」、「④メニュー別係数の制度設計」。

それから確認いただく事項として、「改正通達の適用時期にかる運用の変更」でございます。

これについて順次ご説明申し上げたいと思います。 

まず「①太陽光過剰買取制度に基づく排出係数調整の削除」でございますが、これは固

定価格買取制度の導入に伴いまして、それに伴って太陽光余剰買取制度にかかるところの

様式あるいは記載について削除してはどうかということでございます。 

次に②でございます。「固定価格買取制度におけるＣＯ２排出量調整方法の見直し」でご

ざいます。これについては資料２の２ページからでございます。２ページをごらんくださ

い。現在、固定価格買取制度によるＣＯ２の排出量の調整をどのように行っているかとい

うことが書いてございます。まず最初に①でございます。これは順次ご説明申し上げます

が、まず固定価格買取調整電力量というものを電気事業者ごとに計算をいたします。これ
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は自社のＦＩＴによる買取電力量から、その販売電力量に応じた標準的なＦＩＴの買取量

とみなされるものを引いたものでございます。これによって求めた固定価格買取調整電力

量というものを用いまして、これに②でございますが、自社の実排出係数を乗じることに

よって固定価格買取調整ＣＯ２排出量というものを求めます。次に、この数字を用いまし

て③でございますが、実ＣＯ２排出量にこの固定価格買取調整ＣＯ２排出量を加え、京都メ

カニズムのクレジットなどを減じることによって調整後のＣＯ２排出量というものを求め

ます。最後に④でございますが、調整後ＣＯ２排出係数というものが、③で求めました調

整後ＣＯ２排出量を自社の販売電力量で割ることによって求めるというのが、現行の調整

方法となってございます。この調整方法に基づいて計算をこれまでしてきたわけでござい

ますが、３ページ目、ごらんください。課題が幾つか浮き彫りになってきております。 

まず１つ目の課題といたしましては、例えば販売電力。その販売電力のほとんどをＦＩ

Ｔで調達しているような事業者につきましては、２ページ目の①の計算結果として、ＦＩ

Ｔの調整電力量というものが大きなプラスとして計算されるわけでございます。一方で②

で用いる自社の実排出係数というものが極めて小さいことがございますので、②の計算結

果として、調整ＣＯ２排出量が小さくなる。極端な場合には全量をＦＩＴで調達している

電気事業者が仮にいた場合には、その調整ＣＯ２排出量がゼロとなってしまうということ

がございます。 

さらにはこの２ページ目の②の計算のもう１つの課題といたしまして、調整電力量のＣ

Ｏ２換算を各社の実排出係数で行っているということがございますので、全事業者分のＣ

Ｏ２量を積み上げても、これはプラスマイナスゼロにならない。実際に平成 25 年度につい

ては総排出量の 0.02％程度の誤差が生じているというような課題があるわけでございま

す。 

それで、この課題１への改善の方策として事務局からご提案申し上げておりますのは、

この手順の②において、現行の計算方法では調整電力量に自社の実排出係数を乗じている

わけでございますが、これに代わって調整電力量に全国の平均係数というものを乗じるよ

うに変更してはどうかというご提案でございます。この場合の全国の平均係数というもの

は、前年度に告示した排出係数の各社のデータをもとにいたしまして、加重平均によって

求めるということではいかがかというご提案でございます。 

次に、４ページ目をごらんください。もう１つこの計算ルールについては課題が顕在化

してきてございまして、それは何かと申し上げますと、ＦＩＴの自社の買取電力量は、Ｆ
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ＩＴの認定設備から直接調達した量というものを計上しているわけでございますが、この

場合、４ページ目の真ん中の図でございますが、ある電気事業者ＡがＦＩＴで調達した電

気を別の電気事業者Ｂへ卸販売した場合には、電気事業者Ｂの調達分については電気事業

者Ａに今は全ての調整量が上乗せされるというルールになってございます。そのため、実

際に需要家に小売を行う電気事業者Ｂに、こちらでの調整が行われないというようなこと

になってしまっております。 

これについての改善案でございますが、電気事業者Ｂ、実際に需要家に小売を行う電気

事業者ＢのＦＩＴによる自社買取電力量については、これは間接的にＦＩＴを利用して調

達したということにいたしまして、その分を電気事業者Ｂの自社のＦＩＴ買取量に加算、

電気事業者Ａから見た場合には減算になるわけでございますが、そのような実態に合わせ

た調整をするルールにしてはいかがかというご提案でございます。 

また、これを実行ならしめるために係数の報告に当たっては、電気事業者同士のＦＩＴ

の調達電気のやりとりがわかるような様式を新たに追加をして報告を求めるということ、

さらには小売の実績がなくて係数の報告対象にならない事業者についても、卸の販売量を

国に報告することを求めてはどうかというご提案でございます。 

また、電気事業者Ａが取引所を介して販売する場合も考えられるわけでございますが、

当面は相対取引を対象として、取引がどういう実態か不明であるというところもあると思

いますので、これを踏まえながら必要があればさらに市場取引を含めた調整の方法を検討

していくということでいかがかというご提案でございます。 

次に、③で書いてございますが、５ページ目でございます。「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」についてでございます。現行のルールのもとでは、あ

る電気事業者が卸電力取引所を介して電気を販売した場合、それにかかるＣＯ２の排出量

は控除するわけでございますが、その控除量の算定に用いる係数は、取引所係数との整合

性をとるために、仮に契約によってある電気事業者が、ある発電事業所からの電力を取引

所に販売するということが特定されている場合であっても、事業者自らの前年度の排出係

数を用いるというルールにしているわけでございます。 

これについても課題が顕在化しているところはございまして、その下の課題というとこ

ろをごらんいただければと思います。これは１つの例でございますが、表をごらんくださ

い。ある電力会社、仮にこれを電力会社Ａとした場合に、この電力会社ＡがＣ清掃工場か

ら 6,800 万 kWh の電力を調達して、そのうちの 3,800 万 kWh を卸電力取引所に販売してい
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るというケースでございます。この場合現行のルールで計算をいたしますと、卸電力取引

所に販売をした 3,800 万 kWh について、この電力会社Ａの全体の実排出係数、この場合で

すと 0.000365 でございますが、これを乗じることによってその分のＣＯ２排出量を控除す

るという計算になってございます。この例でいいますと赤い丸で囲ってございますが、１

万 3,870 トンが控除となるわけでございます。ただ、実際にこの清掃工場のＣＯ２排出係

数ははるかに小さく、0.000014 であった。したがって、このＣ清掃工場から調達した電力

にかかるＣＯ２の排出量は実は全体を合わせても 952 トンでしかなかったというような実

態に対して、控除量がその何倍にもなる。1 万 3,870 トンというようなことになってしま

うわけでございます。 

次の６ページ目をごらんいただければと思いますが、こういった計算方法に現在なって

いるわけでございますので、今のような例でございますと控除の量が著しく大きくなって

しまう。要するに差し引きした後に排出量の合計が著しくこの電力事業者に関しては小さ

くなってしまうということがある。極端な場合には計算すると、その量がマイナスになる

ような場合もございます。実際にマイナスになってしまったためにゼロとして告示したケ

ースが平成 26 年度には２事業者ございました。実態は、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ケースが多いと考えられるわけでございますので、実態に

即した形、実態と整合をとるという観点から、発電事業所が特定されている場合にはその

事業所の係数を使うというほうが、より実態に即した計算ができるのではないかというふ

うに考えられるわけでございます。 

これを踏まえまして具体的な修正案といたしましては、電気事業者の係数の報告につい

ては、取引所販売にかかる電気の発電事業所が明確である場合、この場合には取引所販売

を行った電力量に、その当該事業所の排出係数を乗じるということ。また、取引所販売に

かかる電気の発電事業所が不明確であるという場合には、自社の前年度の告示済みの係数

を乗じるということで、より実態に近い形に修正していったらどうだろうかという案のご

提案でございます。ここまでが最初に述べました課題の③にかかるところでございます。 

それで最後に資料２の最後でございますが、７ページ目、これはご確認事項でございま

すが、改正通達の適用時期にかかる運用についてでございます。現在のルールでは電気事

業者、これが既に参入している事業者であっても、あるいは新規に参入した事業者であっ

ても、それは当該時点で最新の通達を適用するという運用をしてきております。ただ、こ

の運用ですと特定排出者がある算定対象期間で排出量の算定を行う場合に、既に参入をし
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ている事業者から調達しているものと、新規で参入した事業者から調達するもので、異な

るルールで排出された係数を利用するということになってしまうわけでございます。した

がいまして事業者間の公平性の観点から、同じ期間の排出量の算定に当たっては同じ通達

を適用するというような運用ルールを改正したらどうかというご提案でございます。 

下の線表で申し上げますと、上が既に参入している事業者の係数を使う場合であります。

この場合、平成 26 年度の算定に当たっては平成 26 年度を運用すれば、平成 27 年度当初の

通達改正の前の段階での通達を使う。一方で新規参入事業者は、今までのルールですと平

成 27 年度を運用すれば、新しい通達のもとで計算を行うということであったわけでござい

ますが、この場合であっても、変更点と書いてございますが、同じ年度の場合には改正す

る前の通達を適用するというような運用に改めるということでございます。ただこの場合

でも取引所販売にかかる取り扱いにつきましては、先ほど申し上げたように計算上マイナ

スになってしまうというような問題が現に発生する可能性があるわけでございますので、

この点につきましては新規参入者については改正後のルールを適用するということでどう

かというご提案でございます。 

８ページ目からは具体的な通達の改正案を改正前、改正後ということで並べて書いてご

ざいます。それでこの資料の一番最後、15 ページ目でございます。これはご参考でござい

ますが、きょうご検討いただく内容の、そのさらに先にどのような課題があるかというと

ころを書いてございます。平成 28 年度以降の電気事業者の算定・報告において翌年度、こ

の次の検討会でご審議いただく内容の候補になろうかと思いますが、１つが京都議定書の

約束期間が終わるということに伴いましていろいろ関連制度が変わりますので、それを踏

まえて所要の見直しを検討する必要が出てくる可能性がある。あとは電力システム改革の

中で小売の全面自由化が迫っているわけでございますが、この場合にも例えば電気事業の

類型が変わるわけでございます。この見直しに伴う報告対象者の修正、あるいは電気事業

法で説明義務というものがあるわけでございますが、それの中でメニュー別係数をどう取

り扱うかとか、そのような議論も踏まえた上で、必要があればこちらの検討会でもいただ

くというようなことがあり得るのではないかということで、ここに書いてございます。 

資料２につきましては、説明は以上でございます。 

○山地座長 

どうもありがとうございました。それでは今から、ただいまの説明について皆さんのご

意見を伺いたいと思うんですけれど、ちょっと議論の交通整理のために少し私に冒頭発言
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させていただきますと、資料２のめくって１ページ目のところですね。これは資料２だけ

ではなくて３にもかかわることが書いてありますけれども、４項目あると。それから最後

に※で適用時期にかかる運用の変更ということが書いてありますが、まず①、つまり余剰

買取制度の調整はもう終わりましたよね。だから①については、それに関する記載の事項

を削除するということでありますので、これは恐らく異論がないと思いますので、まずこ

こで①はオーケーということで確認をしておきたいと思います。そうなりますと②の議論

と、それから適用時期という話でございますのでここについて、②も課題の整理があって、

課題１、課題２という分類がありますので、これも一緒に議論するよりも分けて順番に議

論していこうと思いますので、よろしゅうございますでしょうか。 

ではまず②にかかわることで、課題１に関する議論をお願いしたいと思います。いかが

でございましょう。もともと現行のやり方だと誤差が出ると。だけど誤差は小さいという

ことを確認しつつ運用するということだったんですけれども、この際統一的なやり方をや

ろうということですね。 

○森口委員 

冒頭に座長から１年ぶりというお話があったんですけれどもちょっと記憶が定かでは

なくて、記録を調べておりましたら昨年開かれたのに私は都合がつかなくて出ていなかっ

たようで、本当に久しぶりでなかなかちょっと頭が戻っておりませんで、事前に資料をい

ただいて勉強しておったんですけれども。現行の方式の中で、ちょっと幾つか言葉を、本

当に基本的なところに戻って恐縮なんですが確認させていただきたいんですけれども、資

料の２ページの②で、グリーンの中で自社の実排出係数が販売電力量ベースで計算されて

いるんですが、これは実排出係数と呼ぶべきものなんですか。すごくもとまで戻って申し

わけないですが、発電電力量で戻してさらに他社からの調達なんかを調整した上で今排出

係数を計算するのが、普通でいえばそうなっている。ここで販売電力量ベースで実排出係

数を定義して掛けていくというのは、現行もう既にこうなっているということなので私の

勉強不足だと思うんですけど、ちょっとそもそものところのその自社の排出量と、それか

ら他社から調達したもの、このＦＩＴ以前に当然他社調達があるわけですね。自家発電で

あるとか、共同火力であるとか、そういったものを含めて、そういったところの考え方が

どうなっていたのか。すみません、今資料がなくて口頭でお伺いするのは恐縮なんですけ

れども、実排出係数が販売ベースで計算されているというのはどういう考え方であったか

教えていただけますでしょうか。 
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○山地座長 

おっしゃりたいことは、２ページ目のところのグリーンの自社の実排出係数、ここです

よね。上のところの自社の実排出量というのの中に他社から購入したものが含まれている

のかどうかということの確認。 

○森口委員 

基本的には分母であれ分子であれ、排出量と電力量を常に両方整合的に足したり引いた

りしたら誤差は生まれないはずですよね。しかし何か便宜的に何らかの形でそうしていな

いがゆえに誤差が生まれているということかと思うんですけれども、そもそもＦＩＴであ

れ他社からの購入であれ、その部分の発電電力量ベースと販売電力量ベースで計算をされ

ていて、その差額分が他社調達ということだと思うんですが、そのあたりがどういう基本

的な考え方になったか。本当にもとに、基礎の基礎まで戻って申しわけないんですけれど、

このＦＩＴにいく以前からこの電力排出係数の計算の段階では自社で発電されたもの以外

も他社から購入をされて供給をされている中で計算をされていると思うので、基本的には

同じ考え方でやっていけば整合がとれると思うんですけれども、なぜここでこういう状態

になっているかというのはちょっと経緯が思い出せないものですから、お尋ねしておりま

す。もしほかの委員の方ご存じでしたら教えていただきたいと思います。 

○事務局 

一応、先ほどの実排出係数のところですけれども、自社の販売電力量というものの中に

は、これは小売に着目しているものですので、他社から調達しているものをその会社が販

売すれば、それは自社の販売電力量になると。それに紐ついた形での実ＣＯ２排出量とい

うものも同じ整理であるということで定義してございます。 

○森口委員 

といいますと、すみません、それでは私の読み方が悪くて、「自社・実ＣＯ２排出量」と

か「自社の実排出係数」と書いてあるけれど、これは実ではなくて既に調整済みの排出係

数であると。つまりＦＩＴに対していえばその調整前でという意味での実であって、実際

にその社自身が排出したものではないという、そういう言葉遣いになっているという理解

でよろしいんでしょうか。 

○事務局 

そうですね。その自社というものの考え方、定義、バウンダリによりますが、必ずしも

自社が保有している発電所だけではなくて、自社が全体の中で他社から購入した分なども
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含めて自社が小売の立場で販売したものにかかる電力量と、そこに紐ついたＣＯ２排出量

であると。なので、先生のご理解でよろしいかと。 

○山地座長 

多分皆さんわかっていると思うんですが、言葉の問題かもしれませんね。自社が販売す

る電力量のためには自社が自分で生産するか調達しなくてはいけないわけですね。自社の

実排出量というのは、他社から調達したものも実ＣＯ２排出量に含んでいる。ここで言っ

ている調整というのは、例えば京メカクレジットみたいに実でないというのか、そういう

ところを言っているのではないですかね。 

○森口委員 

恐らくそういうことだと思いますが、実はきょうこの３時までの後の 30 分後に国の公

式の排出量のインベントリの委員会がありまして、そちらのほうも私は参加しておるもの

ですから、やはりその実排出量という言葉は、実際に排出しているというイメージが強い

ものですから、これはちょっとすみません、私がここをしばらく離れていて、ここでの用

語を思い出せずにいただけの問題かと思いますが、実排出ＣＯ２量、それは調整していな

いという意味であって、実際に排出しているという意味ではないという、そういう理解で

よろしいですか。はい、わかりました。 

○山地座長 

皆さん、よろしいでしょうか。ちょっと１年ぶりだとこういうこともありますので慎重

に確認したいと思います。その上で、事務局提案の３ページですね。いかがでございまし

ょうか。特に異論はないと考えてよろしいですか。はい。 

○森口委員 

すみません。そうするとさらにまたちょっと本当に基本的なところで申しわけないんで

すけれど、今の囲みの中の①で固定価格買取の調整の電力量で、それに自社の調整前排出

係数を掛けてこの部分を調整されるというお考えなんですが、今やられているところは、

さっきありましたようにほとんど固定価格買取量で調整しておられるところであれば、実

質上グリーンがゼロになるのでほとんどゼロになって、これはいいと思うんですが、系統

電力、電気事業者で自社で発電設備を持っておられるところが買い取られた場合は、これ

はどういう考え方で調整をされているんでしょう。地域シェアと実電力量との差額分が、

買取量が多いほうが排出量が多くなる計算に今なっているんですかね。それはどういう理

屈になっているんでしょうか。つまり自社の実排出係数は普通に考えるとＦＩＴ以外です
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ので、火力等が入っていて、ある種の一定の数字になっているわけですよね。そこに対し

て全国シェアよりもたくさん買い取った結果、排出量が多くなるような今調整がなされて

いる。そういう理解でよろしいんでしょうか。 

○事務局 

そうですね。調整後のＣＯ２排出量としては、全国で平均的に購入されているよりも大

量にＦＩＴで調達している事業者については、ある種ＦＩＴによる恩恵を実係数の時点で

は受けているということになりますが、本来はそこはある種賦課金なんかをいただいてい

るところで、メリットを受けているという部分もございますので、そこについてはＦＩＴ

を平均程度に調達していれば、その分火力なりを炊き増しをしていたであろうという想定

に基づいて、まさに調整後のＣＯ２排出量については全国平均のＦＩＴ調達量よりもたく

さんＦＩＴで調達している人については、調整後の係数については少し多めに係数を調整

させていただくという思想に基づいて現状のような整理にさせていただいているというこ

とでございます。 

○山地座長 

比較的単純な話だと思うんですね。平均的な買取よりも余計にＦＩＴで買い取ったと。

そうすると普通の、ここでいう実排出量からいうと少なくなっているんだけれど、それは

しかし自ら負担して買ったわけではなくて自らいわゆる電気分、回避可の原価しか払って

いない。だからその部分は全国平均並みにしてくださいよということです。その調整を行

っている。多分この式を代入してしまうともうちょっと簡単な式になるんじゃないかと思

ったんだけど、今までの議論の継続性からしてこういうちょっとわかりにくい説明なのか

と思います。 

○工藤委員 

ありがとうございます。基本的にここにあった説明と対応でいいと思っておりますが、

結局フィードインタリフに対応した係数の調整という話が、フィードインタリフはどちら

かというと金銭的な調整的なことも含めた枠になっているのに対し、ここではあくまでも

カーボンと kWh の関係の調整になっている点を明確にする必要があると思います。技術的

に今委員長がご指摘になったような考え方をとっているという部分と、フィードインタリ

フの制度の中でいろいろ賦課金等で調整されていることについて、こういう点がしっかり

整合していて、他方で異なった視点もあることを最終的な文書等で説明を加えた方が良い

のではないかと思います。多分議論でクロスしているところは、フィードインタリフに対
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する具体的なイメージと、ここで検討している調整との間で何かしら矛盾があるように見

えてしまうところが問題かもしれません。いずれにせよ、フィードインタリフ制度があく

までも需要家負担で実施しているという基本的な考え方に基づいて検討するのであれば、

ここで書かれているような調整をやはりやらなければいけないと思います。その中で前回

の余剰買取のときもそうでしたけれども、どうしてもうまくバランスしないところについ

ては、適宜技術的な部分についての説明を十分に行い、調整方法を適用していくことが大

事だと感じた次第です。 

○大橋委員 

基本的に原案でよろしいかと思います。今のやり方であえていい点があるというふうに

考えられるとすれば、理論的には各社ＣＯ２の排出量を低減させるようなインセンティブ

があるのだろうとは思います。ただプラスマイナスゼロにならないというのはテクニカル

には極めておかしな話なので、そういう意味では現在のような点は正していただいていい

のかなと。 

それで、森口先生にそもそも論をしていただいたので、ちょっと１点だけなんですけれ

ど、そもそもＦＩＴは賦課金でなされているという意味からすると、環境価値は支払った

人に帰属すべきものなんじゃないかというふうなのがそもそもの発想じゃなかったかと思

っているんですけれど、それが事業者の調整に入ってくるというのは、どういう話だった

のか若干失念したところもありご教示頂けると良いのですが。 

○事務局 

それは、結局支払った需要家に還元されるべきというご指摘だと思うんですけれど、そ

れはここで電気事業者の排出係数というものを使って特定排出者、結局需要家がその係数

を用いて報告するということなので。だから、そこの係数の中に還元されるということか

なと思います。 

○山地座長 

ほかにはよろしいでしょうか。よろしければこの課題１に対する対応としては３ページ

に書かれたものでいくとします。次に課題２、要するに事業者Ａから事業者ＢへＦＩＴで

調達した電気を卸したという場合の対応でありますが、これに関してはいがかでしょうか。

４ページでございます。はい、どうぞ。 

○工藤委員 

恐らく、今後の電力市場制度の中で様々なプレーヤーがどう動くのかということと密接
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に関連するところだと思います。ここで整理されているのは、恐らく、基本的に補足可能

なものについてはしっかりと調整をしましょう、すなわち相対取引を当面対象とするとい

うのは、需要家負担という制度構造を考えて、転売した場合にも調整を行うということが

基本ですということを述べていると認識しています。問題は、例えばここの図だけで見て

いきますと、転売は１回で済むのですかといった実際の制度管理・運営上のことが気にな

ります。かつ、恐らく先々には、他のケースで顕著な齟齬が出る場合には調整するという

ことになるかと思うのですが、本当にこれが事務的に管理できるんだろうかということを

若干心配します。ですから、基本的な考え方はこれでよろしいと思うのですが、エビデン

ス等も含めてどういう管理をするか、目安といいますか具体的な方法を検討されているの

かという点について確認したいと思います。 

○山地座長 

まず４ページの下半分の改善案のところに書いてあるように、そのさらに下のほうに書

いてあるように、おっしゃるように当面は相対取引のみを対象として、市場取引を含めた

調整は今後の課題というふうに位置づけている。それで相対取引のところについては上か

らちょうど真ん中ぐらいのところですね、「…」と書いてあって、ＦＩＴ調達電気のやりと

りに関する様式を追加して報告させると。大変じゃないかというご意見ですね。何か。 

○事務局 

恐らく大変になると思うんですけれど、とはいえやはり看過できない状況でもあると思

いますから、まずはちょっとやってみないとということだろうと思います。 

○山地座長 

ほかに。はい、どうぞ。 

○大橋委員 

この考え方の背景にあるのは、卸販売先の電気事業者Ｂというものがきちんと取引に応

じるようなインセンティブをつけてあげようというのが、背景にある考え方と捉えてよろ

しいんですか。 

○事務局 

恐らくいろいろなものがあると思うんですけれども、１つはまさに大橋先生が先ほどの

ご質問でおっしゃったことも関係するかと思うのですが、ＦＩＴの認定設備から調達した

ものというのは、本来はその価値というのは需要家に還元されなければいけないはずのも

のなんですけれど、今のルールですとそうならなくて、途中で枯れ川みたいになってしま
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うというところがあるわけです。そこをＦＩＴの再生可能エネルギーの発電設備から、本

来それの負担というのの価値というのを受け取る主体である需要家までのところをつなげ

るというか、トレースできる、つないであげるということが一番大事なのかなと思います。 

○大橋委員 

ただこれ、Ａが受けたものを卸販売するときにある程度成形してとか、いろいろな手間

をＡはかけないと、そのまま売れないというふうに考えると、それと環境価値とどう結び

つくのかというのがちょっとまだはっきり頭の整理がついていないですが、Ａもある意味

何らかの貢献はしているんじゃないのかなというのが直感的に感じるところなのですが。 

○工藤委員 

恐らく先ほどの説明と同じで、最終的にはこの排出係数は需要家が算定する際に使うも

のなので、ここの卸販売の赤ラインのところでＡの購入した再エネに関するコスト負担な

りを評価してくださいというのは、需要家には直接つながっていないですよね。逆に言う

と、需要家に行き渡る電気の排出係数が、フィードインタリフの認定設備から電気事業者

Ａが購入したことに対して調整されていることを伝えないと需要家では算定ができないこ

とを回避することが目的だと思います。ですから、大橋先生が仰ったようなことは、違っ

た視点でＡで何かしら経済的な何かがディスインセンティブになることを懸念して対応を

考えることとは別の問題として捉えなくてはいけないと思います。恐らくこれは具体的な

事例で捉える世界だと思うのですけれど、例えば本来購入した電気に余剰が出てしまい転

売する場合であるとか、最初から転売を考えているような場合など、色々なバリエーショ

ンが考えられる中で、基本的な目的は需要家が入手する電気の排出係数を、きちんとトレ

ーサビリティを持たせて確認することだと思います。その辺りを、需要家目線から見た際

に、きちんとフィードインタリフ設備からある特定の電気が流れてきた係数が反映されて

いるというように説明を適宜補足したほうがいいんのではないかという気がします。 

○事務局 

ありがとうございます。まさにちょっと言葉足らずだったかもしれませんけれど、４ペ

ージの上の課題２と書いた箱の一番最後に、「結果的に需要家にＦＩＴ調整分が反映されな

い」というのが、その肝だと思うんですけれど、ちょっとここのところは確かにわかりに

くい表現かもしれませんので、そのあたりはよくわかるようにしたいと思います。 

○森口委員 

まさに今よくわかるようにとおっしゃった、調整と書かれてどっち向きに調整されるの
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かということすらも実は直感的にはわかりにくいかもしれないので、ＦＩＴのほうを上乗

せすることによって需要家のほうにはどちら向きに調整されたことになるのか、排出係数

が上向きになるのか下向きになるのかということは明確に書いていただいたほうがいいの

ではないかと思うんですけれど。 

○事務局 

ちょっと工夫いたします。ありがとうございます。 

○山地座長 

ほかに課題２の対応について、何かご意見ございますでしょうか。はい、ありがとうご

ざいました。では、これも記述はよりわかりやすく改善するということにして、事務局提

案の、これはちょっと先送りした課題もありますけれども、今回は対応するとします。 

その次が、１枚目の整理でいうと③の課題になるんですが、「卸取引所を介した電気の

販売にかかる係数の取り扱い」。これも何か言葉が、事業所と事業者の違いを十分見極めて

おかないとこれは何を言っているのかわからなくなりますが。しかし、割と単純なことを

言っているのは、これは例がありますからご理解いただけているのではないかと思います

が、これの対応は６ページの修正案が出ているんですが、いかがでございましょうか。特

定の事業所がわかる、というか電源がわかるという場合にはそれを反映するというのは、

ある意味当たり前かと思います。手間はかかりますが。いかがでしょう。はい。 

○工藤委員 

多分需要家側に伝わる電気の係数が正確にということが基本にあるという観点から、現

行の取引所の特性を考慮しつつ、できるだけ実態に合わせたように調整するという方向性

の１つの処方箋として、この考え方は良いと思います。ただ、その理由を理解することは

難しいと思いますので、特に需要家の方々に向けた事情説明も含めた、理解が進むような

訴求の仕方が大事だと思います。 

○大橋委員 

発電から小売まで紐づけはこれまでやってきたんだと思うんですけれど、今後は取引所

を通るところは基本的には紐づけはしないんだという方向性なんじゃないかなと思ってい

て、そうすると発電所が明確というところの意義がだんだん薄れてくるのかなというふう

な印象を持っています。過渡期としては確かにこういうこともできるとは思いますけれど、

基本的にはこの不明確というところをどう考えていくのかというのに重点を置いていった

ほうがいいのかなというふうに思いました。 
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○事務局 

今のその、まさに今のということだと思うんですけれど、今のその卸取引所との電力販

売の形態ですと多くの例が、発電事業所がわかっていて、そこの電気というのが行くとい

う形態が多いというのが実態であるというふうに認識しておりますので、今足元でより実

態に合った形の制度へ、ベストでなくてベターな形で持っていくという意味でご提案する

のがいいのかなと思っております。ただ、これが最終形では恐らくなくて、まさに大橋先

生がおっしゃられたように、今後むしろ不明確のほうが常態になっていくようなことにも

多分なるでしょうから、そこはまたちょっと知恵をもう少し絞らなくてはいけないかもし

れませんけれども、今当面はこの方向である程度現状のルールよりはより実態に近いこと

ができるんじゃないのかなというご提案でございます。手間は物すごくかかるんですけれ

ど。 

○山地座長 

私も実務的には、大橋委員のご指摘の点は今後問題になってくると思うんですけれども、

一番最後のページのところに今後の電気事業の類型見直しとか、メニュー別係数とかとい

うのが出てきたときはまた考えるということでございますので、現時点での対応というこ

とでご理解いただければと思います。いかがでございましょうか、この６ページ目の対応

につきましては。基本的にはよろしゅうございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○工藤委員 

今の委員長の整理の通りだと思います。先々の市場動向が不透明であるがゆえに、今後

何が起こり得るかについて考えておく必要があると思います。大橋委員がご指摘になった

リスクなど課題的な要素はしっかり記録を残しておく。そして、その事象が認識された場

合には検討を行うというような、ご担当の方を含めて関係者がきちんと認識を共有してお

けるような進め方を、多分現状は過渡期的だと仰られたことからも、記録として残してお

いたほうがいいと思います。 

○山地座長 

余り私が余計なことを言うと……後半の議題のグリーン料金メニューのところともこ

れは絡んでくるわけなので、現時点ではこの対応で、少なくとも今妙なことが起こってい

るという例が、マイナスになっているとかそういうのがありますので、この対応というこ

とで、多分今の議論を聞いているとそれほど異論がないということなので、理解いたしま

した。 
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ちょっとさらに面倒なのが、この７ページの適用時期にかかる運用についてなんですね。

これも内容はご理解していただけたと思うんですが、もうこれしかないですよね。まず７

ページのこの適用時期にかかる運用についての、確認と書いてありますが、ここに関して

コメントとか質問をいただければと思います。いかがでしょうか。 

○工藤委員 

あくまでも、政省令の運用ルールに基づいて一番適切なものをご検討されていると認識

はしているのですけれど、ご説明の中で新規に入ってくる人はとりあえず現行のルールに

基づいて対応するといったときに、ここでは修正が必要だから対応を検討しており、やむ

を得ず実行することは推奨されるものではないという性格のものと思われます。実務的に

は、委員長が仰ったようにこう進めるしかないという側面と、制度の目的上は課題である

という側面を、淡々と説明するだけではなく、そういった内容に触れておいた方が良いと

思います。特に公式文書でというのではなく、資料中の説明等でよいと思いますが、結構

解釈が難しいところがあるので、ご説明いただくことが必要と思います。 

○山地座長 

ほかの委員の方はいかがでしょうか。この件も事務局の７ページに書かれてあるやり方

でご同意いただけるということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。残りは

実際の通達の文章変更でございますので、これはまたきちんと吟味してということは後で

お願いしたいんですが。 

○事務局 

そうですね。これにつきましては法制上のチェックも行いますので、きょうはこれで、

以前の方向性でお認めいただけるのであれば、その趣旨に沿った形で法制上の技術的な修

正を含めて進めていきたいと思っております。 

○山地座長 

はい。ということでございますので、資料２の内容ですね。通達の改正については内容

的にご同意いただけたということで、進めてまいりたいと思います。 

後半の議題がグリーン料金メニューについてでございますが、まず資料３－１で、欧米

における状況の調査をしていただいているということで、その結果説明をお願いいたしま

す。 

○事務局（三菱総研） 

それでは資料３－１に基づきまして、三菱総合研究所のほうから説明をさせていただき
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たいと思います。座らせていただきます。資料３－１でございます。２ページ目でござい

ますけれども、目次がございます。この資料の中身、構成でございますけれども、２番目

といたしまして欧米各国におきましてＣＯ２の報告制度はどうなっているか、あるいはＣ

Ｏ２の排出係数というのはどういうふうに設定をされているかというところの事例の調査

をしてございます。３番目といたしまして欧米におけるグリーン料金メニュー、あるいは

その規制のガイドラインの状況についての現状を調べてございます。４番といたしまして

電気事業者、あるいは特定排出者さんのＣＯ２排出係数に関するニーズについての調査を

行ってございますので、その結果をご説明したいと思います。 

ではおめくりいただきまして５ページ目でございます。５ページ目、海外の調査と国内

の調査がございます。海外の調査につきましては、今回の調査におきましてはアメリカ、

アメリカの中でもカリフォルニア州とテキサス州、さらにカナダ、ドイツ、イギリス、こ

れらの国々についての調査を行ってございます。では先に進ませていただきまして７ペー

ジ目でございます。まず海外におきまして日本の算定制度と同じような排出量の報告制度

があるのかないのか。あるいはあったとした場合に、電気の係数というのはどうしている

のかというところについての調査を行ってございます。 

７ページ目にアメリカ、カナダ、イギリス、あるいは欧州につきまして単なる義務的な

排出量報告制度だけではなくて、排出量取引制度まで含めてございますけれども、排出量

取引制度を含めた義務的な排出量の報告制度というのの一例を７ページにお示ししてござ

います。今回調査した国々、ドイツを除きまして基本的に国単位ではございます。欧州に

おいてはＥＵ－ＥＴＳという排出量取引がございますので、それを含めれば各国、今回の

対象地域では全ての国において排出量は何らかの形で報告するという制度がございます。

一方、電気の需要家側の皆様が排出量を報告するという制度があるのはイギリスだけでご

ざいまして、イギリスにおいてはＣＲＣといった制度でありますとか、一昨年、2013 年か

らスタートしました会社法に基づく制度において需要家側の皆さんは電気の使用に伴う排

出量を報告するという制度がございます。 

ではイギリスはどうしているかというところでございますが、８ページをおめくりいた

だきますと、イギリスにおきましては電気の供給を受けた需要家さんは電気の使用分の排

出量を報告することになってございますけれど、そこで用いる排出係数につきましては現

状では国で定めている１つの係数を使っていると。これはＤＥＦＲＡから毎年公表してお

りますけれども、毎年一定の値、事業者ごとによらないという値でございますけれども、
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それを用いて算定をしているというところでございます。ただ、昨年ぐらいからＤＥＦＲ

Ａの中でも、電気の契約に応じた排出量の報告というものをどういうふうに認めていくか

ということを検討しているというふうに情報を得てございます。 

国としての報告制度は以上でございますけれども、次のページ、９ページをごらんいた

だければと思います。ＧＨＧプロトコルという言葉が出てまいりましたけれども、こちら

につきましては 2001 年にＧＨＧプロトコルといういろいろなステークホルダーが絡んだ

機関におきまして、事業者の温室効果ガスの排出量を算定する標準的な基準というものが

世界的に認められるものをつくっているわけでございますけれども、その中において電気

とか熱の使用量に伴う排出量を算定する、その算定の仕方、考え方についてのガイドライ

ンというのが、先月１月 21 日に Scope2 Guidance というものが公表されたということがご

ざいます。ですので、そこの考え方をここではご紹介させていただいております。その

Scope2 Guidance の中におきまして、電気の使用に伴う排出の算定については２つの考え

方というのがガイドラインの中で示されております。 

１つが Location-based という考え方、もう１つが Market-based という考え方でござい

ます。Location-based につきましては、これはある区域内、国の中で平均的な排出量を用

いて計算をしますということによって、事業者さんというのは電力の使用量を減らす以外

に排出量を減らすすべはないというのが Location Based の考え方でございます。一方

Market-based という考え方につきましては、発電源から電力を使用したところまでの契約

の書面、あるいは何らかの証書等々から得られる排出係数に基づいてＣＯ２の排出量を計

算するという考え方でございます。こちらの考え方に基づきますと、例えば電気事業者さ

んを変える、あるいは電気事業者さんの中でもメニューを変えるということによって排出

量を削減するという動機づけができるというものでございますという考え方が、先月出さ

れているところでございます。 

それらを踏まえまして簡単ではございますけれど 10 ページをごらんいただきますと、

欧米各国におけるＣＯ２の排出係数の状況についてのまとめというのを書かせていただい

てございます。箱の中でございますけれども、１つ目といたしまして、各国において何ら

かの温室効果ガス排出量を報告する制度がございますと。そのうち電気の使用に伴う排出

量を求めているのはイギリスだけだと。ただ、イギリスにおいても国で１つの係数だとい

うことで、今回の我々のところの示唆には使えるものではないと。それにかわるものとし

ましてＧＨＧプロトコルによる Scope2 Guidance というものが何らかの示唆を与えてくれ
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るのかなというふうに考えてございます。３点ほど書いてございますけれども、まとめま

すと一番下に青い箱の中でございますけれども、他国の事例で今回参考にできるものがな

かなかないという中におきまして、先ほども申し上げたＧＨＧプロトコルの Scope2 

Guidance というものの考え方。これは電気の属性をちゃんと確認できる場合については、

その当該電気の係数を使うというような考え方というのに則ってやるというのがよろしい

のではないかというのが、まず１つ目の示唆として挙げられるかと思っております。次の

ページからまた説明者が変わります。 

それでは 11 ページ目からです。「欧米におけるグリーン料金メニュー及び規制・ガイド

ラインの現状」ということで、そもそもこの調査をやったのは、メニュー別に、例えばグ

リーン料金メニューのように電気を内容によって違うような料金メニューを提供している

ようなときに、需要家側で報告制度とどう結びつくのかということを調べる、どういうふ

うに使われているのか調べるという問題意識で始めたんですけれども、結論からいうとグ

リーン料金メニューにかかわって需要家側で排出量を報告するというようなものと結びつ

いているものがございませんでしたので、ここをご説明する部分につきましては一般的な

情報という程度でご理解いただけると。したがって、大分簡略に説明させていただきたい

と思います。 

１枚おめくりいただいて 12 ページ目です。先ほどありました調査対象地域につきまし

て、まずグリーン料金メニューがどのぐらい普及しているのかとかそういったことについ

て見たわけですけれども、あらかじめある程度グリーン料金メニューはあるということが

わかっている地域について調査したわけですけれども、かなり国によって違うと。比較的

グリーン小売市場というのが活発なのはドイツとか、それからアメリカのテキサス州。こ

れはやはりドイツの場合であれば北欧の安価な水力というのが入ってきている。それが商

品構成要素として使いやすいとか、テキサスの場合であれば風力発電が大分安価になって

きているので、安く提供できるというようなところで活発になってきている。一方不活発

な地域というのは、やはり規制でそもそも例えば小売事業者にグリーン料金メニューを認

めていないとか、それからなかなかグリーン電力メニューを構成するに足りる安いような

リソースが余り存在しないとか、そういう点が背景にあって、大分違いがあると思います。

ここでちょっと注として入れておりますけれども、一応「グリーン料金メニュー」という

ふうに銘を打ってありますけれども、必ずしもこの調査の中で共通した定義で調査したと

いう状況ではございませんので、ここにありましたように小売各社の売り方とか行政の統
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計、それから認証ラベルごとにおのおの違った定義が混在しておりますので、その点はち

ょっとご了承をいただきたいと思います。ただ、具体的な各社の料金メニューに例えば明

らかに環境に優しいとか、例えば典型的には再生可能エネルギー100％とか 50％とか、非

常にわかりやすいメニューが多かったということは現実としてあります。 

13 ページ目のところが、「欧米におけるグリーン料金メニューの設定状況」。これは横並

びに整理したものですので、ちょっとご説明を割愛したいと思います。 

それから 14 ページ目のところです。これも具体的にどういうグリーン料金メニューと

いったものがあるのかということを例として挙げているということなので、１つだけご説

明しておくと、このシートで右下、例えばアメリカのグリーン料金メニューの料金水準と

いうことで、カリフォルニアは不活発という話を先ほど申し上げましたけれども、平均的

な電気料金に比べると 10％ぐらいグリーン料金が高いと。テキサスの場合は４％。これは

ちょっと統計がうまくとれなくて 2010 年なので、最近はもっと価格差は縮まっているだろ

うと推測しています。以上がグリーン料金メニューの概況ということになります。 

それから 15 ページ目で、これらのグリーン料金メニューについてどういう開示義務が

課せられているのかということについて調査をいたしました。調査対象地域につきまして

全ての地域で少なくとも事業者別の電源構成開示義務というのは存在すると。ただし、メ

ニュー別に電源構成を開示するというのは国によって地域によって異なると。たまたまと

いうことだと思うんですけれども、今回調査対象とした国・地域では、メニュー別に電源

構成を開示せよというような義務を課しているところは多かった。ただ、これが一般的か

というとちょっとあやしいと思います。アメリカなんかの場合であると、いろいろな州を

見ると事業者別の開示というのは結構どこもやっているんですけれども、メニュー別の開

示までやらせているというのは今回のカリフォルニア、テキサスなど限られた州だという

ふうに認識しておりますので、これでメニュー別開示というのは多いというような印象は

誤認になりますので、そこはご注意願います。それから、開示義務は基本的には電気の売

り方という関連で消費者保護というのが主目的なので、需要家に対して正しい情報を届け

るというようなことであって、排出量の報告制度は直接は関係はございません。これらの

開示義務について行政はどのような関与をしているかということにつきましては、行政側

が積極的にその妥当性を確認しているような例はなくて、例えば第三者による外部監査を

義務づけたり、それから何か問題があったときに報告聴取とか調査ということで調べに入

れるぞというような制度があるんですけれども、日ごろこれをちゃんと妥当に開示してる
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ねということで行政側が積極的にチェックしているというような状況ではないようです。 

開示のサンプルということで、ドイツの例と、それからテキサスの例を 16 ページ目と

17 ページ目に挙げております。ドイツにつきまして１つだけご説明を申し上げますと、Ｆ

ＩＴの対象電源分には必ず明示する義務があるという義務があるのみで、ＦＩＴ電源をグ

リーン電力として販売するということ自体については禁止はされていない。ただ、一般的

にＦＩＴ電源は課徴金によってサポートされておりますので、これをグリーンだというよ

うな認識は余りないようで、ＦＩＴ電源のみでいわゆるグリーン料金メニューとして構成

したところで市場では売れないというような状況でございます。 

あとはちょっと飛ばさせていただいて、グリーン電力の認証スキームです。特定の商品

についてこれはグリーンですよというような認証のラベルを張るようなものですけれども、

まずは行政が主導で始めても結局最後は民間主導型に移行したりとか、そういう状況です

ので、行政が直接運営主体になっているものはないと。あと認証の代用としては、グリー

ン電力であることを正確に証明するということが目的ではなくて、むしろいろいろある環

境によさそうな商品の中で特にいいものについててラベルを付して誘導していくというよ

うな役割ですので、全ての例えばグリーン料金メニューについてこういうラベルが認めら

れるというわけでもないようでございます。 

最後にちょっとまとめさせていただいて、20 ページ目になりますけれども、今ご説明し

たことをなぞるだけになりますので簡単に申し上げますと、グリーン料金メニューの現状

というのは大分地域によって違いますと。それから電源構成とか環境影響の開示義務につ

いては、事業者別の電源構成開示義務はあると。ただ、メニュー別はあるところとないと

ころがあると。それからそれについて行政が積極的に確認しているような例は余りないと。

それからグリーン料金メニューの第三者認証につきましては、全てのグリーン料金メニュ

ーが対象になるわけではなくて、かなり誘導的な、いいものを認証していくと。ちょっと

成果待ちだと。若干まとめということですけれども、やはりグリーン料金メニューに関し

ての規制の必要性というのは、かなり小売商品としての商品ニーズとか普及程度に依存し

ているんだろうなというふうに理解いたしました。現実の市場ニーズを見極めながら制度

運営コストが、これは行政・民間ともにですけれど過大にならないように留意していくこ

とが適切ではないかなというふうに思います。それから、来年第三者認証について、これ

は商品にお墨つきを与えるという性格ですので、市場実態を踏まえて、民間主体で柔軟、

機敏に対応することが望ましいのかなというふうに考えております。 
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長くなりまして恐縮ですけれども、さらに引き続きまして 21 ページ目からでございま

す。今度は国内でございまして、このＣＯ２の料金別メニューあるいは料金別のＣＯ２の排

出係数に関しまして、電気事業者さん、あるいはその係数を使う特定排出者の方々につい

て、どういったニーズがあるかというところをアンケート調査をしてございますので、そ

の結果をまとめたものでございます。時間の都合でかなり端折らせていただきますけれど

も、まず 22 ページ目をごらんいただければと思います。 

まずは電気事業者様のほうのアンケート結果でございます。昨年 10 月に電気事業者さ

ん 100 社にアンケート票をお送りして、59 社、約６割の事業者さんのほうから回答をいた

だいてございます。おめくりいただいて 24 ページまで飛んでいただきますと、24 ページ

目に電気事業者さんに対しまして、将来的に料金メニュー、いろいろなメニューを出した

場合に、どういった排出係数を設定したいかというところをお聞きしてございます。24 ペ

ージ、右側の円グラフでいうと、青いところが「提供するメニューに応じた排出係数を設

定したい」、これが約２割。それから赤いところでございますけれども、「従来どおりの排

出係数でよい」というのが約３割だと。残り半数近く、緑の部分はまだ現状は不明だとい

うようなお答えだということでございます。 

次のページ、25 ページからでございますけれども、では仮にメニュー別に排出係数を設

定するとした場合、どういう形での排出係数がいいかというのをお聞きしてございます。

前のページでメニューに応じた係数がいいとした 15 社さんを対象とした調査でございま

す。25 ページに解答の選択肢として１番から４番まで書いてございます。ちょっと簡単に

ご説明いたしますと、１番と２番、これについては係数の確認とか公表を国がやりますと。

特定排出者さんとしてはそれらの値の係数を用いて実排出量の値として報告をしていいで

すよというものが１番と２番。それから３番と４番につきましては、係数の公表というの

は電気事業者さんのほうの任意で行っていただくと。特定排出者さんとしては調整後の排

出量に用いるなり、あるいは温対法の報告の中の関連情報というところで記載をしていた

だくというところが違うところでございます。選択肢の１番と２番の違いは、今度は全て

の料金メニューに応じて係数を設定するのか、あるいは似たようなメニューをある程度類

型化したものでするのかどうかという違いが１番と２番でございます。 

すみません、表の下に「回答選択肢はアンケートの実施時点のものであり、資料３での

メニュー別係数の設定案とは異なっている」と書いてございますけれども、ここの資料３

というのはこの後でご説明いただく資料３－２でございます。大変申し訳ございません。
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資料３ではなく３－２でございます。訂正させていただきます。 

25 ページの選択肢にしたがって、では各電気事業者さんとしてはどのような思いなのか

というのをまとめたものが 26 ページでございます。26 ページで円グラフで書いてござい

ますけれども、これはもともと母集団が 15 社しかございませんので、サンプル数は多くな

いのでございますけれども、先ほどの選択肢でいきますと１番、２番、３番のところがほ

ぼ３分の１ずつというような結果となっているというところでございます。各社さんの回

答の選択された理由といたしましては、まず全てのメニューごとというものの係数を設定

したいと言っておられる事業者さんの回答の理由といたしましては、排出係数というのは

排出量を算定する側の事業者さんにとって重要な情報でありますので、全事業者が義務と

して算定をすべきだとか、あるいはやるに当たっても第三者による公平性の担保が必要だ

というような意見もいただいてございます。赤い部分の類型化したメニューというところ

について選択されたところの理由でございますけれども、青いところに比べると手間は少

なくなると。ただ国が公表するというのが重要だというのが赤いところのご意見でござい

ます。緑のところにつきましては、料金メニューを公表・非公表とするのは電気事業者さ

んの任意としてほしいというところがまず１つあるかと思っております。さらにメニュー

ごとに係数を国へ報告するというのは電気事業者さん側の事務的負担も大きいという電気

事業者さん側の意見でございます。 

では、それらの係数を使う特定排出者さん側の意見はどうかというものでございます。

27 ページにまずそのアンケートの概要が書いてございまして、昨年の９月から 10 月にか

けまして 1,000 社さんにアンケート票を配布いたしまして 600 社、約６割の事業者さんか

ら回答をいただいてございます。こちらについてもちょっと結論のほうから申し上げます

と、29 ページまで飛んでいただきますと、29 ページでございますが、どのような排出係数

を使いたいかというところでございます。左側の円グラフを見ていただきますと、青い部

分、料金メニューごとの電源構成に応じた排出係数を使いたいというのが２割の会社さん

でございました。従来どおりの電気事業者さんごとで１つの係数でいいとお答えをいただ

いたのが逆に約５割、半数の特定排出者さんからは要望があったというところでございま

す。では今の青い部分でございますが、137 社、メニューごとの電源構成に応じた排出係

数というのはどういう係数がいいかというところでございますが、先ほどと同様に 32 ペー

ジに選択肢１番から４番までをお示ししてございます。回答の選択肢１番から４番までが、

先ほどの電気事業者のところと同じでございますので説明は割愛いたしますが、その票の
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下にございます「資料３」というのも「資料３－２」の間違いでございます。恐縮でござ

いますが、訂正をお願いしたいと思います。 

ではその特定排出者さんのニーズはどうなっているかというところが、32 ページに書い

てございます。実は 34 ページ、あちこち行って恐縮でございますけれども、34 ページに

も 32 ページと同じ円グラフがございます。34 ページのほうをごらんいただきますと、ま

ず円グラフの青い部分でございますが、契約される料金メニューごとの係数で実排出量を

計算したいと。実態に即したより精緻な排出量の算定が必要だとか、あるいは低いＣＯ２

の電気を使うといった効果がちゃんと表現できますよとか、あるいは公平にＣＯ２の排出

量が算定できるというような意見が約４割の事業者さんからあったというところでござい

ます。続いて赤い部分、37 社さんからいただいている、約３割の会社さんからいただいて

いる部分でございますが、ここは全ての料金メニューというよりは、ある程度グルーピン

グ化したメニューに近い係数を使うという部分でございますが、こちらについても実態に

近い排出の算定をしたいという部分が主な意見でございました。一方緑の部分でございま

すけれども、こちらは事業者別の排出係数で実排出量の算定をして、もし低いＣＯ２のメ

ニューを使った場合についてはその係数で、調整後の排出量を算定するというのでもいい

ですよというのが約２割の事業者さんからいただいたという部分でございます。 

以上の結果をまとめたものが一番最後のページでございます。36 ページでごらんいただ

ければと思っております。電気事業者のニーズ、特定排出者のニーズ、基本的には同じよ

うなご意見でございまして、いずれも料金メニューに応じた排出係数を設定したいという

のが電気事業者さん、特定排出者さんからも一定のニーズはあったということでございま

す。ただし、ではどういった係数にするか、メニューに応じた係数の公表方法につきまし

ては全てのメニューごとにするのか、あるいは類型化したメニューごとにするのか、ある

いは任意に事業者さんのほうで公表するのかといったところについてはご意見が分かれて

いるという部分でございます。いずれにしましても公表する場合の係数の公平性の担保で

ありますとか、あるいは電気事業者さんにおいては係数の公表・非公表に当たっての電気

事業者さんの自由度についての配慮、あるいは特定排出者さんのほうについては排出量算

定の負荷というところについて考慮していく必要があるのではないかというところでまと

めさせていただいてございます。すみません、時間の都合でかなり端折ってしまって恐縮

でございますけれども、資料３－１の説明は以上とさせていただきます。 

○山地座長 
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はい。ご説明ありがとうございました。これは調査方法というところでありますので、

多少コンパクトに質疑の時間を持ちたいと思います。何かご確認とか質問がありましたら

お受けしますがいかがでしょうか。ご興味のある点はあろうかと思うんですが。 

○工藤委員 

恐らく今の段階の興味は、これから国内で電力市場制度改革が進行していく中で、こう

いった選択的な料金がグリーンという形で出てくるかどうかということと排出係数の算定

方法だと思います。例えば、アメリカのご紹介等でも一部の州の実績だけだったのですけ

れど、電力の制度改革はアメリカが先行していて、その際にグリーン料金なりグリーン証

書の活用が率先導入されていた事例がありますし、今全米でどれぐらいの顧客がいるのか

という統計もあると思うので、できればそういった参考情報も示した上で、日本の市場で

今後起こり得ることを示唆するような情報も入れていただけるとよかったと感じました。

いずれにせよ、多分グリーンに特化した規制という観点よりは、電力市場の制度とのバラ

ンスなのですよとお聞きしていても感じました。そういう意味で、排出係数をどう考える

かということと市場制度との関連を意識することが、ヨーロッパやアメリカの動向から見

えることなのかと感じた次第です。以上です。 

○山地座長 

ほかにはよろしゅうございますでしょうか。それでは、森口委員。 

○森口委員 

非常に興味深い調査結果を示していただき、ちょっと機微に触れるところかもしれない、

24 ページで電気事業者さんのアンケート結果で排出係数の設定方法の中で、一般電気事業

者さんからの「わからない」という回答が非常に多いんですが、その「わからない」とい

う選択肢をご用意したこと自体が若干失礼ではなかったかなという気もしなくはないんで

すが、どういう趣旨でこれは「未定」とか「検討中」ではなくて「わからない」という用

語を使われたのか、ちょっとアンケート実施者側のお考えを教えていただければと思うん

ですけれども 

○事務局（三菱総研） 

ご指摘の部分でございますけれども、24 ページのところで選択肢といいますかグラフの

図示上は「わからない」と書いてございますけれども、一応ちょっと今うろ覚えでござい

ますけれども、アンケート用紙の中では「現状のところ不明」と多分書いたと。すみませ

ん。まだ決まっていないといいますか、そういう形で書いておりました。 
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○森口委員 

調査結果の、調査票の文言どおりにやっぱり表現いただかないと、ちょっとこういう表

現自体が非常に誤解を招きかねないので、私にはちょっとこういうお答えをされるのはち

ょっとどうかなと思ったんです。もし文言がそうではなかったのであれば、私はそういう

ふうに誤解をしてしまって非常にまた失礼な思いを持ってしまう可能性がありますので、

そのあたりは正確に表現いただいたほうがいいかなと思います。 

○山地座長 

よろしいでしょうか。それでは主として議論していただきたいのは次の資料３－２でご

ざいます。「料金メニューに応じたＣＯ２の排出係数の検討について」、事務局井上さんか

らお願いいたします。 

○事務局 

それでは資料３－２をごらんください。10 分ほどお時間をまた頂戴したいと思います。

「料金メニューに応じたＣＯ２排出係数の検討について」でございます。１ページ目、こ

れは前回１年前の検討会で出した資料でございますが、そもそもこの検討というのは平成

25 年６月に閣議決定されました規制改革実施計画の中で「グリーン料金メニュー等への対

応に係るＣＯ２排出係数の見直し」というのが掲げられてございまして、これは平成 26 年

度、今年度までに結論を出すことが求められているという背景が、まずございます。 

それで２ページ目でございますが、昨年の検討会でまずは問題の提示、論点の定義とい

うことで２ページ目のようなものを出させていただきまして、これらの論点を踏まえなが

ら全体として簡素で妥当な制度としていくことができるかどうかということを検討いただ

きたいというところをアナウンスさせていただいたところでございます。３ページ、４ペ

ージは前回のときの委員の皆様方のご発言をまとめたものでございますが、５ページでご

ざいます。 

今回ご議論いただきたいと思っておりますが、先に掲げました論点について事務局とし

ての考え方を書いてございます。５ページ目に４つのポイントについて示してございます

が、まずは「メニュー別係数の報告・利用を要求事項とするか任意とするか」という点で

ございます。これについては任意ということでいかがかという提案をしてございます。こ

れは事業者の料金戦略上の問題などが明らかになってしまうというような懸念があるとこ

ろ、あるいは従来どおりの排出係数でもいいと先ほどアンケートの中でございましたが、

これが料金別メニューの導入というのと拮抗しているというような状況がございますので、
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まずは任意という形で導入したらどうかという案でございます。 

２番目の論点、「全てのメニューに係数を対応させるか否か」という点については、全

てのメニューには対応させないという案でどうかというご提案でございます。これはやは

り料金メニュー、多種多様なものが出てくる可能性がございますので、一つ一つというの

は非常に現実的にもコストがかかる話でございますので、後でご説明申し上げますが、あ

る程度類型化した形で使ったらどうだろうかというようなご提案でございます。 

３番目の論点、「電源特定をして係数を作成するかしないか」という点につきましては、

電源の特定をして係数を作成するという方向でいかがかというご提案でございます。これ

についてはやはりＣＯ２の排出量の整合性を確保する必要があると思いますので、やはり

どの電源かというところを特定する必要があるのではないかというふうに考えております。 

４番目、「係数を告示するかしないか」という点につきましては、するというご提案で

ございます。これはやはり国による一定の権威づけが制度の普及に資するということもあ

ると思いますので、告示はするという方向でいかがかというご提案でございます。 

次のページ、６ページ目でございます。ここから事務局としてご提案申し上げる具体的

なメニュー別のＣＯ２排出係数の考え方についてご説明申し上げたいと思います。６ペー

ジ目でございます。基本的な考え方は四角に書いてございます。メニュー別係数の告示を

希望する電気事業者が、「複数の需要家側のニーズが高いと考えられる料金メニューにかか

る係数」、それからそれ以外、「残差により作成した係数」をつくって報告するということ

でいかがかと。国はこの報告された係数について告示をし、その告示された係数を需要家

（特定排出者）が利用するという形でいかがかと考えてございます。ちょっと６ページ目

がイメージ図でございますが、ちょっとこちらも眺めながら７ページ目以降をご説明させ

ていただきたいと思います。 

７ページ目以降は具体的な考え方でございますが、７ページ目、メニュー別係数の告示

を、まず希望する電気事業者がその実績に基づいて事業者別係数を算出・報告すると。あ

わせて電気事業者はメニュー別係数を事業者別係数と整合するように算出・報告をすると。

６ページ目でいいますと、まず必須の項目と報告項目といたしまして、これまでも義務づ

けてございます事業者としてのトータルの排出係数、事業者別の係数、これは必須で報告

を求めるということでございます。その上で希望する電気事業者についてはメニュー別係

数を報告することを認めるという考えでございます。ただ、実際の販売メニューは非常に

ラインナップが多くなる可能性があるわけでございますが、それ一つ一つということでは
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なくて、事業者の考えによって例えばＣＯ２が低いようなメニューをまとめてメニュー別

係数Ａという形で報告する。それからそれに次ぐようなものというのを幾つかまとめてメ

ニュー別係数Ｂとして報告すると。こういったものが幾つか類型化されて、最後に残差、

それ以外のもの、これは整合をとるために必ず必要でございますが、それ以外のものとい

うものも必ず係数として報告するというような仕組みでどうかというふうに考えてござい

ます。もう一度７ページ目に戻っていただきまして、今申し上げたのが２番目、それから

３番目です。 

３番目でもう１つつけ加えさせていただきますと、電気事業者、それぞれの係数メニュ

ーと電気の調達先の関連づけを明確にすると。これはどの電源をどの事業者から購入した

かということではなくて、電源種ごと、例えば太陽光ですとか風力ですとか、こういう電

源種ごとに調達した電力量ということの報告を求めることではどうかというご提案でござ

います。その次のポツが、整合性をとるために残差の係数というものを調整項として用意

するということでございます。 

それから８ページ目にいっていただきまして、引き続き、続きでございますが、メニュ

ー別係数の扱いとしてはＦＩＴの調整、あるいはクレジットの利用というものを加味した

調整後の排出係数とするという扱いでいかがかということがございます。これは先ほどの

議題のところでもご議論の中にも出てきましたが、ＦＩＴというものが需要家から一律の

サーチャージを徴収するということであることが１つございます。それから電力システム

改革の観点からもＦＩＴの電気というものが再エネ由来ということを付加価値としては販

売できないというような整理がなされているというようなこともございますので、実とい

うのではなくて調整後の排出係数とするという考えでいかがかという点でございます。 

その次に、国はこうしたメニュー別の排出係数を提出した電気事業者の調整後の排出係

数については、メニュー別の排出係数は告示をすると。メニュー別の排出係数を告示した

事業者については、これまで求めてきました事業者別の調整後の排出係数、これは参考値

として告示するということでどうかというご提案でございます。また、８ページ目の一番

最後に※で書いてございますが、この場合に電気事業者が需要家に対してどのような説明

を行う必要があるかと。これにつきましては今電力のシステム改革のほうで議論が進みつ

つあるところでございますので、それを踏まえるということも必要だということでござい

ます。 

次に９ページ目でございます。引き続き具体でございますが、需要家の側のこのメニュ
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ー別係数の取り扱いといたしましては、需要家はこのメニュー別係数が告示された電気事

業者から供給された電気、この使用に伴う調整後の排出量算定に当たっては、メニュー別

の係数を使用すると。参考値として告示された、これまで求めておりました事業者別の調

整後の係数は使わないというふうにしたらいかがかと。 

それから、メニュー別係数の運用の開始時期でございますが、先ほど申し上げました電

気事業法上の説明義務の内容も踏まえて整合性をとる必要がございますので、平成 28 年度

の電気事業者による係数の報告から適用するということでいかがかというご提案でござい

ます。 

具体的にどのような計算になるかというイメージを、12 ページからつけてございます。

ちょっとこれをごらんいただければと思います。まず 12 ページでございますが、これはメ

ニュー別係数でＡ、それからＢ、それから残差のＣがある例で図示してございます。まず

ＦＩＴは含まない形でメニューＡ、それからメニューＢ、メニューＣでどれだけのＣＯ２

の排出があったかということを電力量掛ける排出係数の面積であらわしてございます。そ

れとは別に一番右側でございますが、ＦＩＴで調達した分にかかるＣＯ２の量というもの

が四角であらわされております。まずはこのようにメニュー別でＦＩＴを入れない形での

ＣＯ２の排出量というのをおのおの計算して、またＦＩＴ調達部分も計算をするという作

業を行います。その上で 12 ページの下半分でございますが、ＦＩＴで調達した分のＣＯ２

量というものをメニューＡ、メニューＢ、メニューＣに割り振るという作業をするという

考えでございます。この場合には事業者の裁量によって例えばこの例のようにそれを全て

メニューＡに上乗せするというのもできますし、あるいは一部をメニューＢ、一部をメニ

ューＣに上乗せするということもできるような形にしてはいかがかということでございま

す。 

それでその上で 13 ページでございますが、標準的なＦＩＴの調達分というものを別途

計算いたします。これは全国の販売の電力量と、その当該電力事業者の販売量とのプロラ

タで控除をするという考え方でございますが、これにつきましては電力事業者がメニュー

Ａ、Ｂ、Ｃに割り振るときに電力、需要家が使用する電力に一律にこの価値というものが

乗っかるという考え方に基づきまして按分をするということを考えてございます。ですの

で、この控除される分につきましては事業者がどこかに継ぐという形ではなくて、メニュ

ーＡ、メニューＢ，メニューＣのこの面積に応じた形でその価値を按分していくという形

で計算をしたらいかがかという考え方のご提案でございます。 
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それで最後、14 ページでございますが、こういったメニュー別係数を必須報告書である

様式の第１に記載を求めるのか、あるいは任意記載事項を書く様式第２というのがありま

すが、これに記載するのかという点についての比較考慮を 14 ページに書いてございます。

まず必須報告書に当たる様式第１にこのメニュー別係数というのを報告させるということ

に関して、メリットといたしましては、必須報告項目でございますのでこういったメニュ

ーを使う、需要家に使っていただくというような喚起を図りやすいという点。それから事

業者別排出係数と同じ扱いでござますので、わかりやすさという点からもメリットがある

という考えでございます。一方でデメリットといたしまして、これは昨年にも委員の方か

らのご発言もありましたが、温対法上補足できない、要するに特定排出者以外のより排出

量が少ない需要家の中でＣＯ２排出が相対的に高いメニューを購入する場合がふえるよう

なことに仮になったとした場合には、温対法上補足できないＣＯ２の量がふえてしまうよ

うな懸念はある。それから需要家の間の算定結果の比較の可能性が難しくなるような懸念

もあるということでございます。 

一方でこれの裏表でございますが、任意報告、任意提出様式に書いた場合には、今求め

ております事業者別の排出係数の算定というものは維持されるということがございますの

で、補足できないＣＯ２がふえてしまうとかこういったところの懸念は低減されるという

点がメリットかと思います。一方でデメリットとしてはあくまで参考情報に過ぎないこと

になってしまいますので、需要家にこういったものを使っていただくというところの訴求

はやや劣るのかなという点があるかと思います。 

こういった点を比較考慮しまして、事務局のご提案といたしましては、規制改革計画の

趣旨なども踏まえて需要家のニーズに対応していくという点を考えれば、やはり排出係数

の低いメニューの需要を喚起することがより強い様式第１を必須の報告という形で求めて

いってはいかがかというご提案でございます。ただ、どのようなデメリットがあらわれて

くるかというところを必ずしも全て今把握できているわけでもございませんので、運用し

ていく中でいろいろな課題が顕在してきた場合には、改めて比較考慮の上、必要な措置を

検討するということでいかがかというご提案でございます。 

資料３－２につきましては、あとは参考としてご参照していただければと思いますので、

説明は以上です。 

○山地座長 

はい。ご説明ありがとうございました。資料３－２についてはいかがでございましょう
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か。ご意見をいただきたいと思います。 

○森口委員 

資料３－２にかかる部分は具体的に１点お尋ねと、もう１点はすみません、既に議論が

終わった話ではあるんですけれど、私が最初に理解できていなかったところの確認をもう

一回させていただきたいんですけれど。資料３－２に関する確認は、５ページ目に任意な

のかどうなのかという話があって、②で「全てのメニューに係数を対応させるか否か」で、

「対応させない」というのは、対応させなくてもよいということのなのか、余りに細かい

ものは対応させるべきでない、あるいは対応させてはならないというところまで踏み込ん

でいるのか。任意なのであれば一緒に細かく設定したいというものがあるのを何か規制的

に止めるというほどのことでもないのかなという気がしますので、「対応させない」という

表現は若干きついのかなというふうに感じておりまして、対応させる必要はないというぐ

らいではいかがかなと思ったんですが、そうではなくてやはり余りにも細かくやると、や

っぱりそれをこういう場であり行政のほうでしっかり確認をされるための手間がかかり過

ぎるので、行政の効率上はやはり対応させないというご判断もあろうかと思います。そこ

をちょっとどちらなのかを教えていただきたいというのが１点です。 

もう１点は後ろのほうの、特にＦＩＴ調達分を係数に乗せていくということで、ちょっ

と今ごろこんなことに気づいちゃいけないんですけれど、さっき最初の議題で議論いただ

いた調整方法を、現行のものであれ、きょう改めてこういう方向で全国平均でやりましょ

うといったものであれ、今の方法だとＦＩＴの分だけ排出量そのものが、総量そのものは

もともと合わなくなっている。そういう理解でいいんでしょうか。実排出量よりも多くの

排出量が排出された計算になっているということになるんですかね、つまり販売ベースで

やると。これはちょっとインベントリをやっている側からいうと非常に違和感があって、

国家インベントリと事業者さんが報告される排出量とのクロスチェックなんかをする機会

があるんですけれども、そういうアカウンティングのスキームになっていること自体は、

もうこれは決めたことですのでそこに戻るつもりはないんですけれど、少し気持ちが悪い

んですけれども、それは今計算スキームはそうなっているという理解でいいんでしょうか。

これは係数の議論をしていたのでちょっとわかりにくいんですけれども、係数を掛けてそ

の販売電力量にやると、元の資料に戻ると、調整後のＣＯ２排出量というのは実ＣＯ２排出

量に対して固定価格買取調整ＣＯ２排出量というのは、これはでも事業者間の調整だけで

あって、実際に総量が変わることはないという理解でいいのか。ちょっとそこのところを
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教えていただきたいんですけれども。プラスマイナスが出るだけで、総量はちゃんとコン

トロールされているのかどうかを教えていただきたいんですが。 

○事務局 

最初のご確認につきましては、先生のご理解のとおりでございまして、ですから類型化

を認めるということです。なので、積極的に個別のメニューは認めないということではな

くて、類型化も認めるということなので。ですので、もし仮に自分で幾つか、５つとかメ

ニューを持っていて、そのおのおのを１類型として報告したいという事業者がいた場合に

はそれもＯＫと。当面それでいってみようかなというふうに思っております。 

○事務局 

２点目でございますが、先生のご質問を私が正しく理解しているかどうかあれなんです

けれども、基本的には調整後排出係数というのも全国平均の係数で戻していくということ

になりますが、これで完全に実排出量と全く同じになるということではないんですが、そ

の誤差というのはこれまでよりも相当程度小さくなる。まだちょっと実際に計算は確認し

ていないんですけれども、そういうことが期待されているというふうに認識しております。 

○工藤委員 

12 ページ、13 ページの図の解釈で教えていただきたいのですけれども。過去欧米等で

導入されてきたグリーン料金を考えますと、実際のメニューは、先ほども少しご紹介もあ

りました様に、太陽光 100％だけでなく 50％だ 30％だとかいろいろ混じる場合が多い。で

すがここでは、わかりやすく太陽光 100、風力 100 と考えます。それがこの図でいうメニ

ューＡというものに当たるとした場合、ここの調整手法の流れを見ていると、結局はフィ

ードインタリフ調達分、すなわち全国平均のＣＯ２排出が乗っかった係数がその太陽光な

り風力 100％の電気の排出係数に乗っかってくるという様に理解できるのですけれども。

あくまでグリーン電力の調達分がきちんとトータルの電力会社のＣＯ２の排出量とイコー

ルになるように乗っかっているメニュー、つまりメニューＡには全く乗せないで、排出係

数はゼロですというような訴求の仕方が可能だとこの図の説明からみえるのですが、その

点を確認させて下さい。 

○事務局 

この 12 ページ、13 ページの考え方は、ＦＩＴの調達分は自社の中で処理をするという

原則でございますので、この例ではメニューＡに全部乗せているケースを想定しています

けれども、もちろんこれはメニューＢに全部乗せる、あるいはメニューＣに全部乗せる、
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あるいは按分するというのは、これは事業者のある意味メニュー戦略というか、になるの

かもしれません。ただ１つあるのは、今工藤委員がおっしゃったケース、メニューＡ、こ

の黄緑のところというのがゼロのケースというのがあるということだと思います。そのと

きに 13 ページのほうになったときに、そうしてしまいますと電力量でこの控除の部分を按

分するということになると、メニューＡはマイナスになってしまうんですね。マイナスと

いうのは認めないので、最低でもゼロでございます。ですので、そういう場合には、例え

ば 13 ページの控除をしてゼロになるように 12 ページのほうを調整するというやり方もあ

るのかもしれませんし、いずれにしてもその 12 ページのほうで自社がＦＩＴで調達した分

のＣＯ２というのは、そういう事業者が何らかの考えに基づいて自社の中で処理をしてい

くということでございます。 

○山地座長 

ちょっとお２人の委員の質問を聞きながらですけれど、私も実は申しわけないけれど、

この資料のところは読み込んでいなくて、ちょっと基本的なところを確認したいんですけ

れど、６枚目のスライドがございますね。具体的検討のところの最初のところですけれど

も、この中で販売電力量がメニューＡ、Ｂ、Ｃと並んでＦＩＴによる調達とあるのがよく

理解できない。販売電力量だからメニューごとに販売するので、調達とは違うのが横並び

で書かれているように思うんですけれども、そこの理解はどう理解すればよろしいんです

か。電気事業者、小売の事業者をイメージしているんでしょうから、３つのメニューがあ

ってそれぞれのお客さんがついてこれだけの kWh を販売しました。その合計が１万 GWh で

ございますというんだけど、そこにＦＩＴによる調達の 1,000 が入っているのはどういう

意味なんですか。 

○事務局 

この点は、ＦＩＴによる調達分ということで、調達によってそれを販売するということ

が一応前提としている趣旨でございますので、結局この事業者計で販売電力量の１万とい

ううちの、そのうちＦＩＴで調達したもので販売をしたものが 1,000 という形になってい

ます。 

○山地座長 

ＦＩＴによる調達分を販売するというのはどういうことをイメージすればいいんです

か。 

○事務局 
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ＦＩＴに基づき小売事業者が買い取りをして、その買い取った電気をそのまま需要家に

販売するという形です。 

○山地座長 

需要家。卸販売ではなくて。 

○事務局 

はい。そうです。 

○山地座長 

需要家に販売。 

○事務局 

記述の方が若干不正確かもしれませんが、ここでは、調達したＦＩＴ由来の電気をその

まま需要家に販売することを前提としたものです。 

○山地座長 

そうすると需要家にとってみると、メニューＡ、Ｂ、ＣのほかにＦＩＴによる調達をそ

のまま買うという、それもまた意味がよくわからないんだけれど、というメニューがある

というふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○事務局 

これは、ＣＯ２の計算上、ＦＩＴ調達分だけはまずいつも除いてＡ、Ｂ、Ｃというもの

を、これは仮想的につくった上で、その上でＦＩＴ調達分については全国平均の係数でご

ざいますので、それをＡ、Ｂ、Ｃのどれかに入れていただくと。その入れたいただいたも

のをそれぞれ最終的なメニューＡ、またはＢ、またはＣとして販売するというような形で

す。 

○山地座長 

それが私には全然イメージが湧かないんですが。森口委員。 

○森口委員 

私もちょっとよくわからないのは、例えば６ページの排出係数のメニューのＡ、Ｂ、Ｃ

の、この数字がＦＩＴで調達した電力を含んでいなければ、もともと足す必要はないはず

なんですよね。だからこの係数の段階で既にＦＩＴで調達したもので、分母のほう、つま

り電力量のほうに足されてしまっていて、薄められているから足すという考え方になって

いるんですか。そうではなくてメニューＡ、Ｂ、Ｃというのは実際にはどういう発電方式

でやったかということに基づいて計算する、まさにさっき私が申し上げた実排出係数なの
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であれば、それは既に過不足なくなっているはずで、ここでさらに分配するというのは、

あたかも排出していないものを何か加えるように見えちゃうんですね。さっきの最初の議

題のほうはわかるんです。全国でたくさんの社があって、それの中でＦＩＴの全国の総量

は決まっているので、それの分配の不平等をならすために今度調整をされるというその考

え方はわかったんですけれども、こちらのほうのメニュー別排出係数の、このＦＩＴ調整

前とは書いてあるんだけれど、調整はしないんだけれどＦＩＴで調達した電力については

それぞれのメニューで割り返すときには既に入ってしまっているという、そういう意味な

んですか。 

○山地座長 

表現が悪いのかもしれないですね。メニュー別排出係数Ａ……メニューＡでもないのだ

ものね。どう理解していいか。メニューというのは類型化されているけれどＡ、Ｂ、Ｃが

あるということですよね。これで売るのではないのですか。メニューだからそれを見てお

客さんは買うんじゃないかと私は思っていたんだけど。余りこういう場でいきなり想像力

をめぐらして議論しても多分効率は物すごく悪いんですよね。どうしましょうか。きちん

と今簡単に答えられる、時間を見ると５分ぐらいで答えられるのなら答えていただきたい

んだけど。多分理解が間違っていると議論はできませんのでね。私自身は実はちょっとこ

この理解ができないので。 

○事務局 

もともとＦＩＴ調整分を、まずそもそもなぜ除いているかという点からご説明させてい

ただくと、これは電力システム改革に関する第９回の制度設計ワーキングのほうで議論さ

せていただいているんですが、基本的にＦＩＴの調達した電気のＣＯ２価値というのは、

薄く広く需要家の方に帰属しますので、まずＦＩＴで調達した電気というのはまさにそう

いう意味でいうとＣＯ２ゼロの価値を持っているものではないというふうに考えておりま

す。それで、それはまさに全国平均係数をＦＩＴで調達した電気が有しているということ

で、ＦＩＴの、こちらのスライドの 12 枚目のところでＦＩＴ調達分というのは全国平均係

数がまず前提という形になっております。それでメニューＡ、Ｂ、Ｃというふうに書いて

ございますが、最終的に販売する際にＦＩＴ調達分電気をどこに入れるのかというのは、

これはまた事業者の方のご選択でございますので、それを踏まえて入れたものが最終的な

メニュー別のメニューの係数というような形になってくるということでございまして、そ

ういう意味でいうと、これは計算上の便宜からＦＩＴ分を全国平均係数を有しているとい
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うことでまずは除いた上で、ではこの電気をどこに入れるかということをここで記載させ

ていただいていて、加えて先ほど最後に申し上げましたＦＩＴ分については需要家の方に

薄く広く帰属するという形になりますので、一旦いわゆるみなし実係数という形で、Ａ、

Ｂ、Ｃという形で算定したものを、ＦＩＴの全国平均調達分についてはこれを全ての電力

量に応じて按分して減らしていっているというような形になってございます。 

○工藤委員 

今のＦＩＴ調整分というのと、ＦＩＴ分という言葉の解釈が混乱していて申しわけない

のですが、要するに 13 ページというのは、これはマイナスですよということを言いたかっ

たわけですね。だから、これも均等にというよりは恐らく全国それぞれの販売電力量に応

じてサーチャージで調整されたＦＩＴ、その電力会社の需要家負担分がＦＩＴ相当量の裁

量分だから、全部均等に乗せずともどこかに下げてしまえばいいだけの話であって。だか

ら逆に言うと 13 ページも、これをメニューＣに乗せてしまっても構わないのではないです

か。マイナスになるように、わざわざ FIT 分を均等に乗せる必要はあるのですか。 

○事務局 

これは、最後は均等に乗せる必要があると思っておりまして。と申しますのも、全て需

要家の方に薄く広く帰属するということは、これはまさに販売する電気が、その量に応じ

て全て平等に係数が全体的に下がっていくということだと思っておりますので、そういう

意味で申し上げると電力量に応じて均等にこちらに最後の調整はしなければいけないとい

うふうに考えております。 

○山地座長 

もうちょっと単純に言うと、この具体例で聞いていると、メニュー別係数Ａというのは、

最初は見かけはゼロですよと言っておいて、調整してしまったら実際はもうちょっとあり

ましたということに見えるんですけれども、そういう解釈は誤解なんですか。 

○工藤委員 

逆に、ＦＩＴ調整分があるので、その分はプラスになっていても最終的にはゼロになる

というシナリオを書いているのですよね。だから見た目、このグリーンのＡが最初からゼ

ロではなくて若干ＣＯ２の排出が高めに出ていて、それをサーチャージ調整分で相殺する

とゼロになるというのが、排出係数ゼロのメニューですということになるわけでしょうか。 

○事務局 

そうですね。最終的に。 
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○山地座長 

どうしましょうか。あと５分で議論しなくてはいけないとすると、この３番目の議題と

いうか、この資料３－２に関しては、もう少し継続して議論してもいいと思います。私自

身がちょっとまだ理解ができていないようなので、きょうの会合で結論を出すのは難しい

ように思います。もう少しわかりやすい資料にしていただきたい。ほかの委員の方はわか

っているというなら言っていただきたい。 

○工藤委員 

この資料、先ほどのシナリオの理屈は何となく理解したのですけれども、実際のグリー

ン料金メニューがどう出てくるか現時点では解らない、しかしここでは単純にＦＩＴと、

実際の電源からの調達しかイメージしていない。恐らくは証書の活用など様々なバリエー

ションが考えられる中で、ここではその辺が説明しきれていないと思います。そうした多

様性への対応に関する議論が残っていると思います。この図を正確に皆が理解することが

大事だと思いますので、再度検討を行うという委員長のご提案に賛成します。 

○事務局 

ちょっと扱いを座長とご相談させていただいてよろしいでしょうか。 

○山地座長 

ちょっとこれを少し継続審議にして、事務局と私も相談しますが、少し整理した上でま

た皆さんにお諮りする。そういう扱いでよろしいですか。事務局もそれでよろしいですか。 

○事務局 

ちょっと事務的な、年度内にもう１日、委員の皆様のご予定を確保させていただいてい

るところがございますので、そこを活用させていただいて、座長ともご相談申し上げます

が、そこの活用も考えながら、ちょっと資料のわかりにくい点が多々ありましたので、よ

りご理解いただけるような形にしてお諮りしたいと思います。 

○森口委員 

基本的にはそれで結構です。お願いなんですが、例えば６ページなんかについて、やっ

ぱりなるべくリアルなイメージのつく数値例にしていただきたいなと思っていまして、そ

のことと、ＦＩＴ制度以外の低炭素電力を調達した場合はこんな計算になって、そもそも

再生可能エネルギーを調達すると、排出係数はこういうふうに普通は変わるんだけれど、

ＦＩＴの場合は制度の趣旨からしてこういう調整をしなければいけないから、ちょっと二

段階にしていただかないと、多分そこが逆になるところがあって、そこが私がさっきから
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ずっと混乱しているところかなと思っていまして。そのことと、ＦＩＴ調整をやってもち

ゃんとやれば私はやっぱり過不足なくゼロになるはずで、何かやっぱり誤差が残るとおっ

しゃっている部分がどうも釈然としないですね。何でマイナスが出るかということも、ど

うもやっぱり釈然としない部分がありまして、そういったところも含めて数値例を示して

いただけるとありがたいです。 

○山地座長 

という注文がありましたので、よろしくお願いいたします。ではこの件はそういうこと

で対応するということにしまして、ちょっと残りの議題を進めていきたいと思います。ま

ず、資料４が残っておりますので、パブリックコメントについて説明をお願いします。 

○事務局 

資料４をごらんください。きょうはテーマとして議題１、前半でご議論いただきました。

それから議題２、今ご議論いただきましたメニュー別係数のところと大きく２つございま

したが、前半のお許しいただきました議題１の関連のところに関しましては、パブリック

コメントに付した後に新たな通達の施行をしたいというふうに考えてございます。きょう

が２月 13 日でございますが、２月の中下旬から１カ月間パブリックコメントの手続きをと

りまして、その上で、意見を見た上で必要があれば修正の上で施行ができれば４月１日か

らというふうに考えてございます。以上でございます。 

○山地座長 

ありがとうございました。パブリックコメントは皆さんにご議論いただいた議題１のほう

であるということでございますので、これはよろしゅうございますでしょうか。 

それではその次、今後のスケジュールについてお願いします。 

○事務局 

資料５をごらんください。本日第 10 回の検討会でございます。先ほど説明申し上げま

した議題１のほうにつきましては、パブリックコメントの手続きを経て、４月１日から改

正通達として運用を開始したいというふうに思ってございます。また、先ほど宿題に頂戴

しました議題２のほうにつきましては、もともときょうもし仮にお許しをいただいたとし

たとしても、全面自由化の前までに電力システム改革の議論と整合させる必要がございま

すので、再度ご審議をいただく必要がある可能性もあるというふうに考えてございました

が、本日宿題を頂戴いたしましたので、ここのところをもう一回整理いたしまして、規制

改革会議との関係では今年度中に結論を得るというふうになってございますので、年度内
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にもう一度ご審議を賜れる機会を頂戴したいというふうに思います。 

○山地座長 

ありがとうございます。ということで、議題２に関連しては、継続で審議となりました

けれども、年度内に一定の結論を得ないといけないということなので、多分候補日という

のは事前調整していると思いますので、年度末いろいろご多用中だと思いますが、今後調

整して対応していくということをお願いしたいと思っております。 

ということで本日の議事は以上でよろしいでしょうか。ではあと事務局のほうにマイク

がいきますけれど、最後に何か伝えたいたいことがありましたらお願いいたします。 

○事務局 

本日はありがとうございました。本日は資料、それから議事につきましてはホームペー

ジで公表させていただきたいというふうに思っております。以上です。 

○山地座長 

どうもいろいろとありがとうございました。ちょっと議論が残りましたけれども、本日

の議論は以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

（了） 


