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料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整について

○ ＦＩＴ電気については、発電する電気の実排出係数はゼロ。

○ もっとも、買取制度小委員会においては、ＦＩＴにおける環境価値（需要家が電気を使用したことに伴うCO2排出量全体を低減さ

せる効果等）の取り扱いについては、「負担に応じて全需要家に環境価値が分配・調整されるという扱いとすることが適当」とされ

ている。（前回検討会 資料３－２の３．の＜メニュー別係数におけるFIT調整について＞の「(参考)買取制度小委報告書より」を参照）

○ その帰結として、

（１）①小売事業者に割り当てられるＦＩＴ電気のCO2ゼロ価値（調整後排出量としてCO2排出量ゼロといえる価値）は、実際の調達

量にかかわらず、全国平均分の調達量となる。

＜例＞

全販売電力量に占めるＦＩＴ電気の割合が仮に2.22％である場合で、販売電力量が、1万kWhの小売事業者がいた場合、その小売事業者が、

100％ＦＩＴ調達をしているか、0％かにかかわらず、当該小売事業者に割り当てられるCO2ゼロ価値は、全国平均分の2.22 ％、すなわち222kWh

分の電気に限られる。

②そして、割当てを受けた全国平均分の調達量について、特定の需要家ではなく、全需要家に環境価値を分配・調整するた

めには、このCO2ゼロを切り出すことはできず、全ての電気に対して全国平均調達量に応じた割合でのCO2ゼロ価値を配

分することが適切。≪Ｐ．３を参照≫

（２） 他方、実際に調達をしたＦＩＴ電気は、ＦＩＴにおける環境価値の考え方を前提とするとＣＯ２ゼロの価値がない普通の電気で

あり、全国平均のＣＯ２価値を持った電気とみなされ、全需要家に均等に割り振る必要はない。したがって、実際に調達した

ＦＩＴ電気については、割当てを受けた全国平均分の調達量と異なり、他の電源から調達した電気と同様に、事業者の任意

で割り振ることが適切。≪Ｐ．２を参照≫

○ 上記の点を踏まえ、メニュー別係数算出において行う操作は以下のとおり。

① ＦＩＴ電気の実際の調達電力量に、全国平均係数をかけるが、その調達電力量をメニュー毎に均等に割り振ることは求め

ない（事業者の任意）。≪Ｐ．２を参照≫

② ＦＩＴ電気の標準的な調達量（全国・FIT買取電力量に自社・販売電力量の対全国比を乗じたもの＝販売電力量に占めるＦ

ＩＴ電気の全国平均割合で計算）に相当するＣＯ２排出量を全ての電気に対して全国平均調達量に応じた割合で控除した

うえで、排出係数を出す。≪Ｐ．３を参照≫

前回検討会において事務局から提示した料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整手法について、

数値例を用いた具体的な計算を示しつつ、改めてその基本的な考え方を整理する。

(１)ＦＩＴ調整の基本的な考え方
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料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整について

縦軸：CO2排出係数
[kg-CO2/kWh]

横軸：調達（販売）電力量
[kWh]

面積：CO2排出量
[kg-CO2]

①電気事業者の販売する電気の電源毎のＣＯ２排出量を算定する。（ＦＩＴ調達分については、全国平均係数を
もった電気とみなして計算）

電力量

排
出
係
数

太陽光
（FIT外）

LNG 石炭火力 FIT認定設備（例） （例） （例）

全国平均係数
↓

電力量

排
出
係
数

メニューＡ メニューＢ メニューＣ

※左図は、 FIT販売分

の一部と太陽光を組
み合わせてメニューA
を、 FIT販売分の残り

と石炭火力を組み合
わせてメニューCを作
る場合
（実際にはFIT電気の
割り振り方は自由）

②販売する電気で、メニューを作成。（ＦＩＴ調達分についても、他の電源と組み合わせてメニューを作成することが
可能。）

そのうえで、作成したメニュー毎に、割り振られた電源の種類に応じたＣＯ２排出係数及びその量を算出。

(２)調整手法のイメージ

全国平均係数
↓
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料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整について

③ 「FIT調達にかかるCO2ゼロとしてカウントできる電力量」（標準的な買取電力量に応じたもの）を算定したうえ
で、それを調達した全ての電気に按分するため、電力量で按分し、「メニュー別固定価格買取調整後CO2排出
量」を算定する。

※上記③の算出結果がマイナスとなるメニューのCO2排出量につい
ては、ゼロとみなす。

※ 終的なメニュー別調整後CO2排出量は、 メニューごとにクレジッ

トを利用して排出量削減して算定することが可能 。《通達別紙１０
（３）》

FIT電気のCO2ゼロ価値

（標準的FIT電気調達量×全国平均係数）

電力量

排
出
係
数

メニューＡ メニューＢ メニューＣ
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料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整について

FIT買取電力量

[GWh]
FIT分のCO2排出量

[千t‐CO2]

実際の販売・調達に基づく情報 ① 1,000 556

FIT分が標準量だった場合 ② 222 124

FIT調整量 ①－② 778 432

（電力会社XにおけるFIT調整量の算出）

②

販売電力量
[GWh]

左のうちFIT分（※）

[GWh]
CO2排出量
[千t‐CO2]

実排出係数
[kg‐CO2/kWh]

FIT調整後排出量
[千t‐CO2]

FIT調整後
排出係数
[千t‐CO2]

全国 900,000 20,000 500,000 0.556 － －

電力会社X 10,000 1,000 4,000 0.400 4,432 0.443

【前提条件】
全国及び電力会社Xの販売電力量、排出量等 （注：全て仮定の数値のため実際のものとは異なる）

※ … 係数算出上は「電気事業者によるFIT買取電力量」であるが、これは全て需要
家への販売に充てられると考えられることから、販売電力量の内数となる。

① ①＋②

(３)料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整の算出例
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事業者計 メニューＡ メニューＢ メニューＣ（残差）

販売電力量[GWh] ① 10,000 450 1,500 8,050

（FIT分以外） （9,000） （440） （1,500） （7,060）
（FIT分） （1,000） （10） （0） （990）

CO2排出量
（FIT分のみなし排出量加算後）

[千t‐CO2] ②
4,556 6 100 4,450

（FIT分以外（実排出量）） （4,000） （0） （100） （3,900）

（FIT分（みなし）） （556） （6） （0） （550）

標準的FIT買取量の配分
[千t‐CO2] ③

124 6 19 99

FIT調整後CO2排出量
[千t‐CO2] ④＝②－③

4,432 0 81 （残差）4,351

【告示】
FIT調整後排出係数

[kg‐CO2/kWh] ④÷①
0.443 0.000 0.054 0.540

料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整について

【算出例】



参考資料
（第１０回検討会 資料３－２）
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１．規制改革実施計画への対応について －前回検討会資料より－

○ 平成２５年６月１４日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、エネルギー・環境分野の個別

措置事項として、「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」が挙げられており、

平成２６年度までに結論を出すことが必要。

問題提起

事項名
グリーン料金メニュー等への対応に係る地球温暖化対策推進法上のCO2排出
係数の見直し

規制改革の
内容

電気の使用を通じてCO2削減に貢献したいとの需要家ニーズに対応するため、
電気事業者において検討される具体的な料金メニューの内容や固定価格買取
制度における排出係数調整の考え方等も踏まえつつ、温室効果ガス排出量の
算定・報告・公表制度において、電気事業者が、全電源平均排出係数に加え、
料金メニューに応じたCO2排出係数を算定・報告することや、需要家が料金メニ
ューに応じたCO2排出係数を使用し自らの排出量を算定・報告することについて
検討し、必要な措置を講じる。

実施時期 平成２５年度検討開始、平成２６年度結論

＜実施計画の内容＞
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１．規制改革実施計画への対応について －前回検討会資料より－

＜主な論点（例）＞

○ 料金メニューに応じた排出係数は任意の報告事項とするのが妥当か。

○ 料金メニューに応じたCO2排出係数を作成するにあたって必要な条件は何か。

（例） ・＜需要家へ販売したメニュー別電力量およびそれにかかるCO2排出量の総量＞と＜調達した電力量

およびそれにかかるCO2排出量の総量＞が整合していること

・料金メニュー設定の際に、事業者が上記の整合性について一定程度確認していること など

○ 国は電気事業者に対してどのような報告や資料提出を求めるのか。

…＜販売分の総量＞と＜調達分の総量＞の整合に関する情報 など

○ 料金メニューに応じた排出係数について、国としてどのような方法でオーソライズするのか。

（例） ・「環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数」として、従来の電気事業者別係数に加えて、料金メ

ニューに応じたCO2排出係数を告示する必要はあるか

・特定排出者が排出量算定・報告にあたって、自主的な取り組みとして温対法報告様式（第３表の１）

に料金メニューに応じたCO2排出係数を記載することを国が認めれば足りるか など

○ 料金メニューに応じた排出係数を導入することによって、報告義務のない需要家（特定排出者

ではない者）へのCO2移転量が増加することはないか。

○ 従来の排出係数算定の考え方との関係整理をどのように行うか。

（例） 固定価格買取制度における環境価値の配分・調整とグリーン料金係数とのダブルカウント防止 など

論点を踏まえつつ、全体として簡素で妥当な制度とすることが可能か否かについて検討する。
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２．規制改革実施計画への対応について －前回検討会における御発言より－

〇山地座長

「 グリーン料金メニュー等への対応として排出係数の話をどうするか、これは来年度中に結論を得るということになっているんですけれども、

しかし、この料金メニュー、今の電力システム改革の中で小売全面自由化等に伴って、非常に多様に展開される可能性があるので、26年

度中に結論を得ても、また現実のいろんな料金メニューを見て調整ということもあり得ると思うんですね。」

「 我々のこの排出グリーン電力メニューの排出係数をどうするかという結論を待たずしてグリーン電力メニューを設定すること自体は、私は

できると考えていますがよろしいですよね。

ただ、そのときにどう扱われるのかやっぱりわかっていないとご心配ですよね。だから、そこを念頭に置いて26年度中に考えましょうと。鶏

と卵みたいなところがあるんですけれども。

だから、事業者さんがどういう動きを考えているのか、このグリーン電力メニューについて。そこの把握も、ちょっと必要ではないでしょう

かね。」

〇大橋委員

「 ５番目のポツ（＝大規模需要家が低炭素電源を選んだ残りのCO2が小規模需要家に来る）というのは起こるだろうなというふうに強く思い

ます。多分、５番目はそれを許している形に恐らくなっているので、必ずしもいけないという話ではないのではないかというふうに思うんです

けれども、他方でこれはどういうふうな報告とかあるいは義務を課すのかというところと、ただ他方で一番 後に書かれていますが、簡素

な制度であるべきというのはおっしゃるとおりだと思っていて、これは細かくやり始めるととてつもなく大変な作業になって、これ、もう事務負

担がとても追いつかないのではないかというふうにも思います。解は必ずしもないですが、ただ５番目というのは多分起こり得るということ

は十分想定しておく必要があるのではないかなと思います。」

○島田委員

「 改正検討のきっかけは規制改革、特に需要家のニーズ対応というのが趣旨ですけれども、先ほど大橋委員からも出たように緻密にやる

ことでかえって消費者保護とかあるいは規制改革に反するようなものにならないような、バランスが難しい対応だというふうに認識しており

ます。」

〇工藤委員

「 当然そもそもどういうメニューが出てくるかわからない段階で、文章にも書かれているとおり、基本的には料金メニュー、自主的な取り組

みという観点が中心であるにもかかわらず、余りにもしっかり固めていくとそれは逆に要求事項になっていくような懸念があり、そういったこ

とには配慮しなければいけないと思います。恐らく実際に運用していく中で適宜調整が必要になってくる可能性が否定できない。いずれに

せよ、進め方といいますか、結論を出すという、その結論のイメージ、中身ですね、その辺がどういう性格のものなのかも考えておく必要が

あると思いました。」

（次頁に続く）
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２．規制改革実施計画への対応について －前回検討会における御発言より－

（〇工藤委員 つづき）

「 係数をテクニカルにどう算定するかという以前の問題として、やはりフィードインタリフ制度そのものの考え方が、多分大事になってくるの

かなと。

要するに、グリーン料金というものが仮に入って、100％再生可能エネルギーのようなものに対してコスト負担をする事情が出てきたとし

ても、フィードインタリフは社会全体でコスト負担をしましょうという制度になっていますから、グリーンのような制度で独自に貢献している人

たちも、していない人たちも、あわせて費用を公平に負担してくださいという理念に立つのか、こういうような条件の場合にはもう既に十分

に貢献してもらっているので控除してもいいですよというような考え方をとるのか、そこのところをクリアにすれば、そこから技術的にどうし

ましょうかという話になるのではないかと思います。

ただ、その切り分けをやると、先ほど大橋先生がおっしゃったように相当面倒な世界になっていくでしょう。ですから、動き出した当初にこ

ういった料金がどのくらい入るかにもよりますが、サーチャージの配分の小数点以下の扱いに関する議論と全く一緒で、実際に係数なり何

なりに重大な影響が出る出ないということもある程度判断基準にしながら、 初はできるだけ簡便化を目指し、でも公平性なり何なりという

観点から必要とされる情報はちゃんと開示するといったような、そういったバランスをとっていくという段階論をとっていくことが必要になる

かと思います。」

〇森﨑オブザーバー

「 まさしくありましたように競争環境の中でこれからメニューをいろいろ揃える中の一つとしてグリーン料金メニューというものがあるのかな

と思っておりまして、そういう意味では需要家のお客さまのニーズに合わせたメニューを用意できるということと、同時に事業者として工夫

ができるような余地が必要だと思っておりますので、あくまでも事業者が選べる、設定できるというような仕組みになっていくのが一番いい

のかなと思っております。

ただ、余り複雑になってもいけませんので、そのあたり当然事業者のみならず行政やお客さまの負担が余り大きくならないような、シンプル

な形でやっていただくことを、我々としても望んでいるところでございます。ぜひ、その辺を踏まえた議論をお願いしたいと思います。」

〇田村オブザーバー

「 まさに今議論にあったとおりグリーン電力料金等も含めた規制改革項目に関して、ぜひこのような措置に向けた検討をできるだけ加速的

にやっていただきたいと思います。改めてお願い申し上げます。

震災以降、先ほどから出ているようにお客様からのニーズとして、電源や、それからＣＯ２排出係数を特定して電気を買いたいというような

声が多くなってきているのが実情です。

まさに、先ほど委員の先生の皆様がおっしゃったとおり、多様なニーズという形で我々、感じてきているところでございます。

このようなニーズにお応えするために、煩雑な処理については、我々も避けていただきたいところですが、お客様の立場に立つと、やはり

国がある程度認めた数字ということも必要性があると考えておりまして、国の制度にのっとった上で、例えば再生可能エネルギーについて、

我々が調達できた分だけグリーン電力メニューという形で提供するということについても、ぜひやりたいというふうに考えております。

来年度結論を出すということでございますが、少しでも早い段階でこのようなサービスがお客様に届けられるように、ぜひお願い申し上げ

ます。」
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

＜論点と方針＞

〇 料金メニューに応じたCO2排出係数（以下、メニュー別係数）の制度設計については、以下４つ

の論点に対応した方針を原則的な考えとしてはどうか。

論点 基本的考え方 方針

① 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

• メニュー別係数報告を電気事業者への要求事項とする場合に
は、各メニューの電源構成の類推につながり、複数電源で供給
を行う電気事業者にとって料金戦略上の問題が生じることが懸
念。

• アンケートの結果、電気事業者、特定排出者ともに「従来どおり
でよい」が「メニュー別係数を設定・利用したい」を上回っている
事実を踏まえると、電気事業者に対して一律にメニュー別係数
の報告を求めたり、温室効果ガス排出量報告において需要家
（特定排出者）の報告事項を増やすことは現実的ではない。

任意

② 全てのメニューに係数を対応さ
せるか否か

• 現状でも既に多様な料金メニューが設定されている中、経過措
置としての料金規制が撤廃された後には事業者が現在以上に
様々な料金メニューを設定することが予想されるため、多種多
様な料金メニューの全てに係数を対応させるのは現実的ではな
い。

対応させ
ない

③
電源特定（係数と電気の調達先
の事業者等との関連づけ）をし
て係数を作成するかしないか

• ＜メニュー別電力量及びCO2排出量の総量＞と＜事業者別係
数算定にあたっての事業者全体の調達電力量、CO2排出量＞
とを整合させるため、原則的には電源特定が可能なメニューに
ついては電源を特定させる必要がある。

※なお、電源特定しないメニューについては、「残差」として整
理

する

④ 係数を告示するかしないか
• 国による権威付けが一定程度なされるため、係数報告者（電気

事業者）及び需要家（特定排出者）にとってメリットを感じやすい。
• 排出量報告に利用するべき係数として明確で、分かりやすい。

する
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

＜メニュー別係数制度案＞

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」と「残差により作成した係数」 のメニュー別係数を作成・報告す

る。国は報告された係数について告示し、需要家（特定排出者）が告示された係数を利用する。

メニュー別係数Ａ メニュー別係数Ｂ メニュー別係数Ｃ（残差）

CO2低い CO2やや低い その他
（残差により作成）

【イメージ（３つのメニュー別係数を設定した場合） 】

事業者としてのトータルの排出係数（事業者別係数）

（例） （例）

任意報告

必須報告

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ・・・・・

（係数作成⽤に類型化
された料⾦メニュー）

（実際の販売メニュー）

事業者計
メニュー別係数Ａ

(FIT以外)
メニュー別係数Ｂ

(FIT以外)
メニュー別係数Ｃ

(FIT以外) ＦＩＴによる調達

販売電力量[GWh]
（X‐1年度実績）

10,000 50 1,500 （残差）7,450 1,000

CO2排出量[千t‐CO2]
（X‐1年度実績）

4,000 0 100 （残差）3,900 （後述）

排出係数[kg‐CO2/kWh]
（X年度告示、FIT調整前）

0.400 0.000 0.067 0.523 （後述）

【数値例】

※なお、告示するメニュー別係数は、FIT調整を加味した調整後係数とすることが妥当（後述）と考えられるが、上記【数値例】

はFIT調整を加味していない点に留意。
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

＜メニュー別係数の作成・公表にかかる具体的方法等について １／３＞

○ メニュー別係数の告示を希望する電気事業者は、実績に基づいて事業者別係数を算出・報告
するともに、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・報告する。

〇 「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」については、実際の販売
メニューを取り出す、類型化したものにする等の方法で設定する。（取り出し方、括り方は事業者
の任意）

○ 販売メニューをどのように類型化させるかは電気事業者の任意であるが、電気事業者は、それ
ぞれの係数用メニューと電気の調達先の事業者等との関連づけを明確にしたうえで類型化する。

→CO2を排出しない太陽光等による電気については、事業者別係数（事業者全体の係数）の算
出上では調達先の事業者等の名称及び受電電力量の報告は必須ではないが、メニュー別係
数の算出にあたっても、仮に係数作成者である電気事業者に調達先の事業者等ごとの電力量
まで報告を求めるとした場合には算出にかかる業務負荷が過大になることが想定されることか
ら、事業者等ごとの電力量までは報告を求めず、電源種ごと（太陽光、風力等）の電力量の報
告を求めることとしてはどうか。

○ メニュー別係数の報告は任意であるが、メニュー別係数（排出量）はトータルの排出係数（排出
量）と整合的になるように、残差による係数（前頁イメージの「その他」）を設定し調整する。

○ 電気事業者は、類型化された料金メニューごとにクレジットが利用できるようにするものとする。

（次頁につづく）
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

＜メニュー別係数の作成・公表にかかる具体的方法等について ２／３ ＞

（つづき）

○ メニュー別係数は、FIT調整やクレジット利用を加味した「調整後排出係数」とする。理由は以下
のとおり。

・ 固定価格買取制度により調達した電気（以下、「FIT電気」という）を含む販売電力量をもとに

料金メニューごとの実排出係数を作成するとした場合には、FIT電気を含むメニュー別係数で

低CO2（あるいはCO2ゼロ）を設定することが可能ではある。

・ しかし、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ると、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）は一律であると考えることができ、また、電力システム改革小委制度設計WGにおいて、ＦＩ
Ｔ電気（交付金により費用負担を受けたもの）は再エネ由来電気であること等を付加価値とし
て販売することができない整理がなされていることから、FIT電気を含むメニュー別係数は直ち
に低CO2（あるいはCO2ゼロ）とみなすことはできないため。

○ 国は、メニュー別排出係数を提出した電気事業者の調整後排出係数については、メニュー別
排出係数を官報で告示するとともに、事業者別の調整後排出係数を「参考値」として告示する。

※メニュー別係数を設定した場合に電気事業者が需要家に対していかなる説明を行う必要があ
るかについては、電気事業法上求められる電気を販売する際の説明義務の内容として、別途
定められることとなる（固定価格買取制度に基づく交付金の交付を受けた電気を販売する際
の説明義務との関係については、本資料の末尾「６．（参考）」を参照）。

（次頁につづく）
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

＜メニュー別係数の作成・公表にかかる具体的方法等について ３／３ ＞

（つづき）

《需要家（特定排出者）によるメニュー別係数の取り扱い》

○ 需要家（特定排出者）は、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の使用

に伴う調整後排出量算定にあたっては、メニュー別係数を使用し、「参考値」として告示された事

業者別調整後係数を使うことはできないものとする。（関連：本資料P.14）

《メニュー別係数の運用開始時期について》

○ 全面自由化実施の一定期間前までに、排出係数検討会を開催して電気事業法上の説明義務

の内容等を踏まえた通達改正案についてあらためて御議論いただき、パブリックコメントの実施

後に適宜内容を修正したうえで、通達改正を実施する予定。（平成28年度の電気事業者による

係数報告から適用予定）
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

事業者別係数におけるFIT調整排出量の計算式は以下のとおり。（数式②は、資料２記載の改正がされた場合）

○ 買取制度小委員会においては、ＦＩＴ電気のCO2価値については、「負担に応じて全需要家に環境価値が分

配・調整されるという扱いとすることが適当」とされている。（次頁を参照）

○ 買取制度小委の整理を前提とすると、小売事業者に割り当てられるＦＩＴ電気のCO2ゼロ価値（実排出量のみ

ならず、調整後排出量でもCO2排出量ゼロといえる価値）は、実際の調達量にかかわらず、全国平均分の調達

量に限られる。
＜例＞

全販売電力量に占めるＦＩＴ電気の割合が４％である場合で、販売電力量が、1万kWhの小売事業者がいた場合、その小売事業者が、100％

ＦＩＴ調達をしているか、0％かにかかわらず、当該小売事業者に割り当てられるCO2ゼロ価値は、全国平均分の4％、すなわち400kWh分の

電気に限られる。

○ 更に、特定の需要家ではなく、全需要家に環境価値を分配・調整する必要があるため、このCO2ゼロ価値は、

それのみを切り出すことはできず、全ての電気に対して全国平均調達量に応じた割合でのCO2ゼロ価値が配

分されることとなる。

○ 上記の点を踏まえ、メニュー別係数算出において行う操作は以下のとおり。

① ＦＩＴ電気の実際の調達電力量に、全国平均係数をかける。

② ＦＩＴ電気の標準的な調達量（全国・FIT買取電力量に自社・販売電力量の対全国比を乗じたもの＝販売

電力量に占めるＦＩＴ電気の全国平均割合で計算）に相当するＣＯ２排出量を控除したうえで、排出係数

を出す。

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）

× 全国平均係数

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 標準的な
FIT買取量

＜メニュー別係数におけるFIT調整について＞

(１)ＦＩＴ調整の基本的な考え方
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

(参考)買取制度小委報告書より （平 成 23年2月18日、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会・電気事業分科会買取制度小委）
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

＜メニュー別係数におけるFIT調整について＞

(２)調整手法のイメージ

縦軸：CO2排出係数
[kg-CO2/kWh]

横軸：調達（販売）電力量
[kWh]

面積：CO2排出量
[kg-CO2]

② FIT調達分をメニューごとに仕訳したうえで、「FIT調達にかかるCO2排出量」 （実際の買取電力量に応じたも
の）を「メニュー別実CO2排出量」 （FIT調達分を除く）に加算し、 「メニュー別実CO2排出量」（FIT調達分含む）
を算定する。（実際の計算では、メニューごとの「FIT調達分のCO2排出量」 （実際の買取電力量に応じたもの）
は、メニュー仕訳後のFIT買取電力量に全国平均係数を乗じて算定） 《通達別紙１０（２）の②後段、③、④》

① 「メニュー別実CO2排出量」（FIT調達分を除く）を算出するとともに、電気事業者全体の「FIT調達にかかるCO2
排出量」（実際の買取電力量に応じたもの）を算定する。 《通達別紙１０（１）、（２）の②前段》

※左図は、 FIT調達分を
全てメニューAに仕訳

する場合（実際にはメ
ニューＢまたはＣに仕
訳しても可）

電力量

排
出
係
数

メニューＡ

（FIT除く）

メニューＢ

（FIT除く）

メニューＣ

（FIT除く）

FIT調達分

全国平均係数
↓

全国平均係数
↓
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３．料金メニューに応じたCO2排出係数の具体的検討

③ 電気事業者全体の調整後排出量と整合させるため、 「FIT調達にかかるCO2排出量」（標準的な買取電力量
に応じたもの）を算定したうえで、それをメニューごとに按分、さらに控除し、「メニュー別固定価格買取調整後
CO2排出量」を算定する。なお、メニューごとの「FIT調達にかかるCO2排出量」（標準的な買取電力量に応じた
もの）は、メニューごとの販売電力量（FIT調達分とFIT調達以外の合算値）に応じて按分したものとする。 《通
達別紙１０（２）の①、⑤～⑥》

↑
全国平均係数

※上記③の算出結果がマイナスとなるメニューのCO2排出量につい
ては、ゼロとみなす。

※ 終的なメニュー別調整後CO2排出量は、 メニューごとにクレジッ

トを利用して排出量削減して算定することが可能 。《通達別紙１０
（３）》
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４．需要家（特定排出者）によるメニュー別係数の取り扱いについて

○ 温対法温室効果ガス排出量算定・報告の様式には、排出量を記載する必須報告書である「様式第１」のほか、
排出量増減の状況等を任意に記載するための「様式第２」があり、需要家（特定排出者）がメニュー別係数を用
いた算定結果をどちらの様式で報告するかについては、以下のメリット・デメリットがある。

・ 「電気の使用を通じてCO2削減に貢献したいとの需要家ニーズに対応する」という規制改革の趣旨を考え
ると、「様式第２」のメリットと比較して、低い排出係数のメニューの需要を喚起できるという「様式第１」の意
義は大きいため、メニュー別係数は「様式第１」で利用することとしてはどうか。

・ 仮に制度を運用をしていく中でやがて上記のようなデメリットが顕在化した場合には、あらためてメリット・
デメリットを整理し、講じるべき措置を検討していくこととしてはどうか。

○ なお、メニュー別排出係数を提出した電気事業者の調整後排出係数については、事業者別の調整後排出係
数に代えて、メニュー別排出係数を官報で告示することとしているため、当該電気事業者から電気を購入した
需要家（特定排出者）は、実CO2排出量の算定では「事業者別」の係数を、調整後CO2排出量の算定は「メ

ニュー別係数」の係数をそれぞれ利用する。

「様式第１」（必須報告書）に記載 「様式第２」（任意提出様式）に記載

メリット

・様式第１の排出量算定に使用するため、低い排出係
数のメニューの需要喚起が図られやすい

・事業者別排出係数と同様の方法で需要家が事業者
別係数を使用できるため、分かりやすい

・従来の事業者別係数による算定は維持されるため、
温対法上補捉できないCO2排出量の増加や、需要
家間の算定結果の比較可能性への懸念は問題とな
らない

デメリット

・仮に排出量算定の必要ない特定排出者以外の需要
家が高CO2メニューの電気を購入する場合が増える
ことになれば、温対法上捕捉できないCO2排出量が
増える懸念

・需要家間の算定結果の比較可能性を損う懸念

・係数が告示されるとはいえ、参考情報に過ぎない
（様式第１の排出量算定に使用するものではないた
め、低い排出係数のメニューの需要喚起が図られ
にくい）
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４．需要家（特定排出者）によるメニュー別係数の取り扱いについて

（１）様式第１ （必須報告書） （２）様式第２ （任意提出様式）

(参考)温対法温室効果ガス排出量算定・報告の様式

ｄ
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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、……（中略）……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。

なお、料金メニューに応じた排出係数（別紙１０ 参照。以下「メ

ニュー別排出係数」という）の公表を希望する場合には、当該事
業者全体の実二酸化炭素排出量と販売電力量とを料金メニュー
ごとに仕訳したうえで料金メニューごとの実二酸化炭素排出量
（以下、「メニュー別実二酸化炭素排出量」という）を算定し、その
メニュー別実二酸化炭素排出量を固定価格買取制度による買
取電力量に応じて調整したもの（以下「メニュー別固定価格買取
調整後二酸化炭素排出量」という）から、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を料金メニューごとに控
除することにより算定したメニュー別調整後二酸化炭素排出量
（以下「メニュー別調整後二酸化炭素排出量」という）を、当該電
気事業者の料金メニューごとの販売電力量で除して、メニュー別
排出係数を算出することができる。

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、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、 ……（中略）……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。

なお、メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者は、
事業者別の実排出係数及び調整後排出係数の算出に加えて、
メニュー別排出係数を算出し、根拠資料とともに経済産業省及
び環境省に提出する。

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。

改正前

② 経済産業省及び環境省は、提出された事業者別の実排出係
数及び調整後排出係数並びに根拠資料の内容を確認する。な
お、根拠資料のうち、電気事業者又は電気の調達に関わる他
者の権利利益を害するおそれがあるものとして電気事業者より
申出が行われた資料については、確認後に当該電気事業者
へ返却する。

③ 内容を確認した事業者別の実排出係数及び調整後排出係数
を取りまとめ、当該電気事業者の名称とともに官報で告示する。

② 経済産業省及び環境省は、提出された事業者別の実排出係
数及び調整後排出係数並びに根拠資料の内容を確認する。

なお、メニュー別排出係数が電気事業者から提出された場
合には、その係数並びに根拠資料の内容もあわせて確認する。

また、根拠資料のうち、電気事業者又は電気の調達に関わ
る他者の権利利益を害するおそれがあるものとして電気事業
者より申出が行われた資料については、確認後に当該電気事
業者へ返却する。

③ 経済産業省及び環境省は、内容を確認した事業者別の実排
出係数及び調整後排出係数を取りまとめ、当該電気事業者の
名称とともに官報で告示する。

なお、メニュー別排出係数を提出した電気事業者の調整後
排出係数については、メニュー別排出係数を官報で告示すると
ともに、事業者別の調整後排出係数を「参考値」として告示す
る。
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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
（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
出量を算定し、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。

４．メニュー別排出係数の算出方法
別紙１０ に定める方法によりメニュー別固定価格買取調整後

二酸化炭素排出量を算定したのち、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を料金メニューごとに控除して、メ
ニュー別調整後二酸化炭素排出量を算定する。 後に、メニュー
別調整後二酸化炭素排出量を、料金メニューごとの販売電力量
に除してメニュー別排出係数を算出する。以上のメニュー別排出
係数の算出にかかる内訳を、表１（メニュー別）から表１１（同前）
までに記載して提出する。

５．把握率の算出と公表
（１）把握率の算出方法

把握率は、販売電力量から二酸化炭素排出量の算定に当た
り代替値を使用して算出した電気の受電電力量（需要家に供給
した分に限る。）を減じ、これを販売電力量で除したものを百分
率により表示したものとする。

（２）把握率等の公表方法

実排出係数及び調整後排出係数の公表に当たっては、把握
率を併記するとともに、電気事業者から提供された把握できな
かった理由も付記して公表する。

６．算出方法等を変更する場合の手続

改正後

３．調整後二酸化炭素排出量の調整方法
（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
出量を算定し、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。

４．把握率の算出と公表
（１）把握率の算出方法

把握率は、販売電力量から二酸化炭素排出量の算定に当た
り代替値を使用して算出した電気の受電電力量（需要家に供給
した分に限る。）を減じ、これを販売電力量で除したものを百分
率により表示したものとする。

（２）把握率等の公表方法

実排出係数及び調整後排出係数の公表に当たっては、把握
率を併記するとともに、電気事業者から提供された把握できな
かった理由も付記して公表する。

５．算出方法等を変更する場合の手続

改正前
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５．通達改正案について（４）

新規
別紙１０

 
メニュー別排出係数について 

 
１．基本的考え方 
○ 電気事業者は、メニュー別排出係数の告示を希望する場合には、メニュー別排出係数

を算出し、事業者別（事業者全体）の実二酸化炭素排出及び調整後二酸化炭素排出係

数とあわせて、経済産業省及び環境省に提出する。 
○ メニュー別排出係数の告示を希望する電気事業者は、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」と「残差により作成した係数」のメニュー別排

出係数を作成する。その際、「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」を作成するにあたっての料金メニューは、実際の販売に供する料金メニュー

（以下「販売メニュー」という）の一部を取り出したり、複数の販売メニューを類型化する等

の方法により設定する。（販売メニューを類型化させて設定した料金メニューを「係数用メ

ニュー」という。以下同じ） 
○ 係数用メニューの設定にあたって販売メニューをどのように類型化させるかは電気事

業者の任意であるが、電気事業者は、それぞれの係数用メニューと電気の調達先の事

業者等との関連づけを明確にしたうえで類型化する。 
○ 電気事業者は、上記の関連づけに基づいて、当該電気事業者全体の実二酸化炭素排

出量と販売電力量とを係数用メニューごとに仕訳したうえでメニュー別実二酸化炭素排

出量を算定し、そのメニュー別実二酸化炭素排出量を固定価格買取制度買取電力量等

による調整を行って得られたメニュー別調整後二酸化炭素排出量をメニュー仕訳後の販

売電力量で除することにより、メニュー別排出係数を算出する。 
○ 経済産業省及び環境省は、電気事業者から提出されたメニュー別排出係数の内容を

確認したのち、当該電気事業者の調整後排出係数としてメニュー別排出係数を告示する

その際に、事業者別の調整後排出係数は「参考値」として告示する。 
 
２．メニュー別調整後二酸化炭素排出量の算定についての具体的な手順 
（１） メニュー別実二酸化炭素排出量を、根拠資料（表１～表６、メニュー別）ごとに、以下

①～⑥の方法により算定し、各々の方法による算定結果を合計する。 
① 表１（燃料種ごとの燃料使用量が把握できる場合） 

・ 事業者全体における燃料種ごとの燃料使用量を係数用メニューごとに仕訳し、燃

料種ごとの事業者全体の実二酸化炭素排出量をメニュー仕訳後の燃料使用量で

按分する。 
② 表２（燃料種ごとの総発熱量が把握できる場合） 

・ 事業者全体における燃料種ごとの総発熱量を係数用メニューごとに仕訳し、燃料

種ごとの事業者全体の実二酸化炭素排出量をメニュー仕訳後の総発熱量で按分す

る。 
③ 表３（燃料種ごとの受電電力量が把握できる場合） 

・ 事業者全体における燃料種ごとの受電電力量を係数用メニューごとに仕訳し、燃

料種ごとの事業者全体の実二酸化炭素排出量をメニュー仕訳後の受電電力量で

按分する。 
④ 表４（燃料区分及び総発熱量が把握できる場合） 

・ 事業者全体における燃料区分ごとの総発熱量を係数用メニューごとに仕訳し、燃 

料区分ごとの事業者全体の実二酸化炭素排出量をメニュー仕訳後の総発熱量で按

分する。 
⑤ 表５（燃料区分及び受電電力量が把握できる場合） 

・ 事業者全体における燃料区分ごとの受電電力量を係数用メニューごとに仕訳し、

燃料区分ごとの事業者全体の実二酸化炭素排出量をメニュー仕訳後の受電電力

量で按分する。 
⑥ 表６（受電電力量及び事業者別実二酸化炭素排出係数が把握できる場合） 

・ 事業者全体における調達先の事業者等ごとの受電電力量を係数用メニューごとに

仕訳し、メニュー仕訳後の受電電力量に調達先の事業者等の実二酸化炭素排出係

数を乗じて算定する。 
・ なお、事業者別排出係数を算出する際には二酸化炭素を排出しない太陽光発電設

備等により発電された電気の調達にかかる電力量は表６への記載を必ずしも要し

ないが、メニュー別係数の算出・公表にあたっては当該情報は国の確認事項として

その電気が自社電源由来か他者電源由来かを問わず必要であるため、表６（メニュ

ー別）へ調達にかかる電源種別（太陽光、風力等）の電力量を記載することとする。

ただし、固定価格買取制度による電気調達にかかる二酸化炭素排出量は下記（２）

②の段階で算出・加算するため、表６（メニュー別）へは固定価格買取制度による電

気調達分の情報は含めないこととする。 
 
 

（２） メニュー別固定価格買取調整後二酸化炭素排出量を、以下①～⑥の手順により算

定する。なお、算定の過程は表１１（メニュー別）に記載する。 
① 固定価格買取制度による買取電力量（全国総量）に当該電気事業者の販売電力量

の対全国比を乗じて、固定価格買取制度による自社の標準的な買取電力量を求めた

のち、当該標準的買取電力量に全国平均係数を乗じて、固定価格買取制度による電

気調達にかかる二酸化炭素排出量（標準的な買取電力量に応じたもの）を算定する。 
② 固定価格買取制度による自社・買取電力量に全国平均係数を乗じて固定価格買取

制度による電気調達にかかるメニューごとの二酸化炭素排出量（実際の買取電力量

に応じたもの）を算定する。さらに、固定価格買取制度による自社・買取電力量を係数

用メニューごとに仕訳し、メニュー仕訳後の当該買取電力量に全国平均係数を乗じて

固定価格買取制度による電気調達にかかるメニューごとの二酸化炭素排出量（実際

の買取電力量に応じたもの）を算定する。 

③ メニュー仕訳後の固定価格買取制度による自社・買取電力量にメニューごとの販売

電力量（固定価格買取制度による電気調達分を除く）（注）を合算してメニューごとの販

売電力量（固定価格買取制度による電気調達分を含む）を算出する。 

（注）販売電力量（使用端における電気の供給量）は、以下（ⅰ）～（ⅲ）の手順で発電電力量（または

受電電力量）を調整することにより求めることとする。 
（ⅰ） ２．（１）①～⑥の各方法によるメニュー別実二酸化炭素排出量の算定の際に、自社電

源に由来する電気にかかる発電電力量（または他者から調達した電気にかかる受電電

力量）を係数用メニューごとに仕訳し、各方法による発電電力量（または受電電力量）をメ

ニューごとに合計する。 
（ⅱ） 当該電気事業者における発電電力量（または受電電力量）の合計値と、当該電気事業

者の販売電力量（固定価格買取制度による電気調達分を除く）との差異を求める。 

（次頁につづく）
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５．通達改正案について（５）

新規

（ⅲ） 上記（ⅱ）で得られた差異を上記（ⅰ）で得られたメニューごとの発電電力量（または受電

電力量）に応じて按分したうえで控除することにより、販売電力量との差異を調整する。 

④上記（１）で得られたメニュー別実二酸化炭素排出量に、上記②で得られた固定価格

買取制度による電気調達にかかるメニューごとの二酸化炭素排出量（実際の買取電

力量に応じたもの）を合算して、メニューごとの実二酸化炭素排出量（固定価格買取制

度による電気調達分を含む）を算定する。 
⑤ 上記①で得られた固定価格買取制度による電気調達にかかる二酸化炭素排出量

（標準的な買取電力量に応じたもの）を、メニューごとの販売電力量（固定価格買取制

度による電気調達分を含む）に応じて按分する。 
⑥ 上記④で得られたメニューごとの実二酸化炭素排出量（固定価格買取制度による電

気調達分を含む）から、上記⑤で得られた固定価格買取制度による電気調達にかか

るメニューごとの二酸化炭素排出量（標準的な買取電力量に応じたもの）を控除する。 
 
※上記⑥における計算結果がマイナスとなる係数用メニューについては、そのメニュー

別固定価格買取調整後二酸化炭素排出量をゼロとみなす。 
 
（３） メニュー別調整後二酸化炭素排出量を、上記（２）で得られたメニュー別固定価格買

取調整後二酸化炭素排出量から、電気事業者が償却前移転等した京都メカニズムクレ

ジット等を控除することにより、算定する。 

（つづき）
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６．（参考）電力システム改革小委第９回制度設計WG資料より（平成26年10月30日、資料5-3）
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６．（参考）電力システム改革小委第９回制度設計WG資料より（平成26年10月30日、資料5-3）
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６．（参考）電力システム改革小委第９回制度設計WG資料より（平成26年10月30日、資料5-3）
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６．（参考）電力システム改革小委第９回制度設計WG資料より（平成26年10月30日、資料5-3）
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６．（参考）電力システム改革小委第９回制度設計WG資料より（平成26年10月30日、資料5-3）
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