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今回改正を検討するものについて

今回検討する内容は以下の論点であり、パブコメを実施し、「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」という）の改正を行うこととしたい。

なお、論点３－２については検討課題を整理し、今後必要に応じて検討を行うこととしたい。

【論点１】
昨年６月の検討会において、排出係数算定におけるＦＩＴ電気の取扱いについて、需要家に誤認を与えない
という観点から議論。需要家へのわかり易さという観点では排出係数の名称を変更してはどうかという提案
があり、異論がなかったため、今回、その名称改正案について検討を行うこととしたい。

【論点２】
電力システム改革に関連し導入が予定されているネガワット取引やグロスビディング等の諸制度と排出係数
の考え方について見直しの検討を行うこととしたい。

【論点３】
今般の総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会（以下
「貫徹小委員会」という）における議論を踏まえ、今後創設される非化石価値取引市場と電気事業者ごとの
CO2排出係数の算出方法における整理等について検討を行うこととしたい。

【論点１】（前々回からの継続） Ｐ２～
１．実排出係数及び調整後排出係数の名称について

【論点２】（電力システム改革関連等） Ｐ８～
２－１．ネガワット取引について

２－２．卸電力取引所にて導入されるグロスビディングについて

２－３．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度について

【論点３】（貫徹小委員会関連） Ｐ２１～
３－１．非化石価値取引市場とCO２排出係数の整理について

３－１－① 非化石証書の持つCO２排出原単位について
３－１－② 卸電力取引所からの電気調達に伴うＦＩＴ電力量の調

整について
３－１－③ 調整後排出係数算出におけるオフセット方法について
３－１－④ 排出係数報告に使用可能な非化石証書の対象年度

について

３－２．卸電力取引所にて導入される間接オークションについて

【その他】 Ｐ４３～
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【論点１】（前々回からの継続）

１．実排出係数及び調整後排出係数の名称について
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論点１ 実排出係数及び調整後排出係数の名称について

○昨年６月の第１２回排出係数検討会において、排出係数算定におけるＦＩＴ電気の取扱いについて、需要家
に誤認を与えないという観点から議論。

○FIT電気に係るＣＯ２排出量の計算について実排出係数算定の段階で加算等の調整を行うことについては、
小売電気事業者がその価値を需要家に訴求できなくなるという意見と、物理的にＣＯ２を排出しないという
事実は残すべきであるという意見があった。

○他方で、需要家へのわかり易さという観点では、“実”や“調整後”というネーミングに拘らず、政策的な配慮
から名称変更を検討することについては異論なく、変更案については下記の意見があった。

現行 変更案

実排出係数 ⇒
発電時排出係数
物理的排出係数
発電排出係数

調整後排出係数 ⇒
販売時排出係数
経済的排出係数
小売排出係数

検討課題
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実排出係数及び調整後排出係数の名称変更案について

○排出量と排出係数の呼び名が異なることは分かりにくいため、同じ名称にすることを前提とすることが妥当
であると考えられる。

○「実排出係数」の変更案には「発電時排出係数」や「物理的排出係数」、「調整後排出係数」の変更案は「販
売時排出係数」や「経済的排出係数」などが御意見として挙がったが、現行の「実排出量」と「調整後排出量」
の違いは、電気における発電や販売という概念以外に、例えば廃棄物の原燃料使用（※）等が考慮されるた
め、発電段階か小売段階かどうかや、物理的か経済的かという性質の違いでは説明ができない。
※廃棄物の 原燃料使用については、政策的見地から調整後排出量の算定対象から控除を認めており、経済性を評価しているものではない。

〇また、温対法に基づき各電気事業者による排出係数の算定が開始されて以来１０年近くが経つが、同名称
が事業者間ですでに浸透していることも考慮する必要がある。

〇上記の観点と第１２回排出係数検討会での議論を踏まえれば、

・「実」と「調整後」という言葉により、実排出係数が正しく、調整後排出係数が正しくないと誤認を与える
懸念があること

・実排出係数は排出量算定の基礎となるものであること
・既に同名称により事業を運営している事業者への一定の配慮が必要であること

を考慮し、「調整後排出係数」の名称は変更せず現行のままとし、
「実排出係数」を「基礎排出係数」、「実排出量」は「基礎排出量」と変更してはどうか。

対応方針
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名称改正に係るスケジュールについて

○実排出係数及び調整後排出係数の名称変更に関しては、既に旧名称により電気事業を運営している事業
者への影響や温対法の特定排出者への周知期間及び改正に係る手続き等を考慮し、２０１８年度からの
適用としてはどうか。

2016FY 2017FY 2018FY

【改正に係る⼿続き】
・ 「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（通達）」の改正

【事業者への周知】
・ＨＰ等での広報
・各種説明会等での周知

新名称の適⽤



（工藤委員） もう１つは、例えばこの議論は、供給側の制度に対して国民がこういう制度なんだと理解するという意味では非
常にいい機会だとは個人的には思っています。ＦＩＴは、国民各層の電気料金におけるコスト負担で運用されているということを
理解するというのは非常にいいことだと思います。一方で、ＦＩＴ対象以外の再エネ電源や再エネ電気もあるということがクリア
に認識できる。これは法令とか指針を超えた効果としてとらえられるのではないかと思います。

（森口委員）私は実排出係数にそんなに付加価値がついているとは思っておりませんで、価値的にはニュートラルに実という
言葉をとらえております。もし、実排出係数が正しくて、調整後というのが何か変なことをしているというふうに受け取られるの
であれば、私はそういうふうに考えたことはございませんので、それは価値中立で、実という言葉はむしろ中立で使うべきであ
ろうと思っています。その上で政策的な観点から経済的その他もろもろのことで調整が必要であり、それが実際政策的にお使
いになっていくわけですから、それは全く問題ないと思うんですが、仮に実という言葉がそのような響きを持ってしまうのであれ
ば、言葉には別にこだわらなくてもいいのではないかというのが、私の主張のポイントでございます。

（大橋委員）素人じみたことを言うと、排出係数という言葉が２つあるというのがそもそもまずすごくわかりにくいですね。実と調
整後と。これは小売の観点からすると「排出係数」と大きく書いて、横に小さく実とか調整後とかと書けば、いろいろ数字が操作
できちゃうような話でもあるので、小売の自由化になった今、消費者もいろいろ関心を持って見るようになってきているわけです
から、誤認が生じるような、排出係数という言葉自体はすごく教育するに値する用語だとは思うのです。しかし定義が２つあっ
て、私は実が本物のイメージなんですけれども、ここらあたり、用語で変えて消費者が正しい選択ができるのであれば、ぜひ
考えるに値する問題なのかなと思います。

（森崎オブザーバー）私どもとしても、需要家にわかりやすいというのは大事だと思っています。実とか物理的というと工学的な
言い方で、イメージとしては、発電時、消費時、購入時等のイメージなのかなと思っています。そういう意味でいくと、需要家に
とって、購入時の排出係数というのは、調整されたものであるというイメージでいくと、非常に分かりやすいのではないかという
感じがします。ＦＩＴについて、買うときは自動的に調整されてしまっているという考え方に立てば、全部の電源について、ＦＩＴ分
を調整したものが、クレジットもあるかもしれませんけれども、実排出係数とするような考え方もあってもいいのではないかと
思った次第です。

（参考）第１２回検討会における委員等御発⾔
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◆実排出係数
・・・「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（通達）」で規定

施行者：経産省産業技術環境局長、エネ庁長官、環境省地球環境局長

◆調整後排出係数
・・・「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（省令）」で規定

施行者：各省大臣（総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省）

（参考） 関係法令
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【論点２】（電力システム改革関連等）

２－１．ネガワット取引について
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論点２-1 ネガワット取引について

○ネガワット取引とはディマンドリスポンスという需要抑制（ピークカット）の方法の一つ。他のディマンドリスポ
ンスの形態としては、電気料金型がある。

○２０１７年４月からネガワット取引に関する第三弾の電事法が施行され、ネガワット取引により節電電力量
（ネガワット）を、発電電力量（ポジワット）と同様、供給力として取引可能となる。

検討課題

夜間時間

ピーク時間

昼間時間

昼間時間

23:00

7:00

10:00

17:00

ピーク時は
節電しよう！

概 要 ピーク時に電気料金を値上げ

メリット 比較的簡便であり、大多数に適用
可

デメリット 時々の需要家の反応によるため、
効果が不確実

概 要 電力会社とピーク時の節電に係る契約を締
結し、電力会社からの依頼に応じて節電した
場合に対価を得る

メリット 契約によるため、効果が確実

デメリット 比較的手間がかかり、小口需要家への適用
が困難

ピーク時間帯

節電量

ディマンドリスポンスにより
電力需要をスマートにコントロール

電気料金型 ネガワット取引



10

ネガワット取引について

○ネガワット取引により、自社需要家のネガワットを他社へ供給する場合や他社小売の需要家からネガワット
を調達する場合、いずれの場合も当該電気に係るＣＯ２排出係数は、需要削減量の売り手である小売電気
事業者の事業者別排出係数を使用することとしてはどうか。ただし、調達する電気の発電所が特定できる場
合は当該発電所ごとのＣＯ２排出係数を用いることも可能としてはどうか。

対応方針①

⼩売A

PW100 PW100

PW120

調達計画 需要計画
100+20 120

発電

発電計画 発電実績
100 100

発電

発電計画 発電実績
100 100

⼩売X

調達計画 需要計画
100 80

需要家
需要予定
(DR発動前) 需要実績
100 80

需要家

需要実績
120

小 売 Ｘ の 需 要 家 の 節 電 量
（NW20）を小売Ａに販売（PW20）。

当該電気に係るＣＯ２排出係数に
ついては小売Ｘの事業者別係数
を使用。

※2017年中にJEPXに開設される

「ネガワット取引市場」を介して販
売する場合は、取引所の排出係
数となる。

お⾦の流れ
電気の流れ（契約上）(PW:ポジワット)
ネガワットの流れ(NW:ネガワット)

PW
80

NW
20

ネガワット取引 類型1②の場合 （他社需要家のネガワット活⽤）

PW20
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ネガワット取引について（アグリゲーターが介在する場合）

○ネガワット事業者であるアグリゲーターは、その名の通り複数の需要家の削減量をアグリゲート（集約）して、
他の小売電気事業者やネガワット市場（ＪＥＰＸ）に電気を供給することとなる。

○このとき、アグリゲーターは他の需要家からのネガワット（実質的なポジワット）に係る排出係数等を把握・
管理し、小売電気事業者及び取引所からの求めに応じ、その情報を提供することとしてはどうか。

○なお、温対法に基づく電気事業者ごとの排出係数の報告は法的位置付けにより義務とはされていないため、
一義的には任意の協力となるが、当該情報が得られない場合は「代替値」による算定も可能としてはどうか。

対応方針②

発電 ⼩売
Ｘ

需要
家Ｘ

アグリ
ゲータ－

発電

⼩売Ｙ

需要家Ｙ

発電

⼩売Ｚ

需要家Ｚ

ネガワットY：
25kWh(0.6kgco2/kWh)

⼩売
Ａ

〜アグリゲーターが複数の需要家
の削減量をアグリゲートする場合〜

ネガワットZ：
25kWh(0kgco2/kWh)

ネガワットX：
50kWh(0.5kgco2/kWh)

ネガワットXYZ：
100kWh(0.4kgco2/kWh)

JEPX

or

※アグリゲーター・・・複数の需要家を束
ねて、DRによる需要削減量を電気事業者
と取引する事業者をいう。
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第４回エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会
資料６より⼀部抜粋
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２－２．卸電力取引所にて導入されるグロスビディングについて
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論点２-2 卸電⼒取引所にて導⼊されるグロスビディングについて

○卸電力取引市場の活性化の観点から、同市場においてグロスビディング（GB）の導入が検討されている。
○GBとは、従来旧一般電気事業者内で余剰電力を中心に行われていた取引所取引（ネットビディング）を、自

社供給（社内取引）を含めて取引所を介して売買する取組のことであり、海外においても取引の透明化・効
率化、取引所取引の流動性・価格指標性の向上といった意義があるとされている。

背景

メリット：
⼤⼿電⼒会社が従来社内で⾏っていた取引を取引
所を介して⾏うことにより卸電⼒市場価格の透明性
向上・市場の厚みが増⼤

発電

⼩売

卸供給
（社内取引）

需要家

⼩売供給

同⼀法⼈

発電

⼩売

需要家

⼩売供給

同⼀法⼈

JEPX卸供給
（社内取引）

GB

GB

他の電⼒
会社

他の電⼒
会社

他の電⼒
会社
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卸電⼒取引所にて導⼊されるグロスビディングについて

○ＧＢを行った場合、同一の３０分のコマにおける売買価格は、自社の小売料金と整合的な買い入札価格、
又は確保している電源の限界費用よりも安価な電力と差し替えることで経済合理性が追求される。
一方、同一の３０分のコマで売買される電力量の一部は、結果として自社買戻となる。

○このとき、例えば0.6kg-CO2/kWhの電気をJEPXに売り、同量の電気を買い戻し、JEPXの排出係数（仮に
0.5kg-CO2/kWh）を用いることとした場合、見かけ上は自社電力の買戻しにも関わらず排出係数算定上
は有利な取扱いとなってしまう。（逆もまた然り）

○上記のことから、自社電力の買戻し部分は自社のＣＯ２排出係数等（※）を用いることとしてはどうか。
※自社のＣＯ２排出係数としては、事業者別（事業者全体）の排出係数を想定するが、電源を特定した係数を用いることを妨げる
ものではない。また、自社の買い戻し分に相当する燃料使用量等が把握できる場合は、それを用いても構わない。

○このとき、卸電力取引所の係数の算出方法についても、売買のネット部分を用いて算出することとする。

検討課題

JEPXへの売り約定量：5MWh/30分

旧⼀般電気事業者 JEPX
JEPXからの買い約定量：7MWh/30分

売り＜買い の場合

スポット市場の30分コマ単位のJEPXへの売り約定量と同量
の買い約定量については⾃社のCO2排出係数等を使う
（上記の例⽰の場合は5MWh/30分相当分）
また売り約定量を超過する買い約定量についてはJEPXの
CO2排出係数等を使う（上記の例⽰の場合は
2MWh/30分相当分）

売り＞買い の場合
JEPXへの売り約定量：5MWh/30分

旧⼀般電気事業者 JEPX
JEPXからの買い約定量：４MWh/30分

スポット市場の30分コマ単位のJEPXへの売り約定量と同量
もしくはそれ以下の買い約定量については⾃社のCO2排出
係数等を使う（上記の例⽰の場合は４MWh/30分相当
分）



16

２－３．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度について
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論点２-3 グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度について

○グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度は、現在、民間レベルで取引されているグリーンエネルギー
認証制度を温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に位置づけることを目的として創設さ
れた制度。

○具体的には、民間の取組みにおいてグリーンエネルギーとして認証された電力及び熱をCO２換算し、グリー
ンエネルギーCO２削減相当量認証委員会で認証することにより、そのクレジット（以下「グリーン証書」という）
の購入者が、温対法に基づく調整後温室効果ガス排出量を計算する際に、認証されたCO２削減相当量分を
オフセットすることを可能とするもの。

概要
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グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の認証実績

○近年、電気とグリーン証書のセット販売を行う小売電気事業者が増加するなど、グリーン証書への需要が高
まってきており、これに伴い、CO２削減相当量の認証実績も増加傾向にある。また、小売全面自由化を契機
にこうした需要が増加することも考えられる。

○なお、CO２削減相当量のうち、所内消費分（※）の電力及び熱に由来するものがその大半を占めているが、
２０１５年度においては、系統/熱供給分がやや増加している。

※発電事業者が発電したグリーン電力及び熱事業者が生成したグリーン熱を自家消費した場合

ＣＯ２削減相当量の認証実績

760 
14,326 

46,327 
58,907 

482 

11,549 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

グリーン熱

グリーン電力

単位：t-CO2

760
（760）

14,326
（14,326）

48,609
（48,609）

70,456
（52,728）

※（ ）内は所内消費分のＣＯ２削減相当量の認証量
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グリーン証書の活⽤⽤途拡⼤について

○現状のグリーンエネルギーCO２削減相当量認証制度では、
【１】グリーン電力は、①系統に供給されている電力と②所内消費されている電力
【２】グリーン熱は、①熱供給事業に供給されている熱量と②所内消費されている熱量
を認証の対象としているが、環境価値のダブルカウントが生じる可能性があるため、電気事業者の排出係数
の計算の際に活用することができない。

○しかしながら、グリーン証書に対するニーズも高まってきていること、また、グリーンエネルギー事業者の②
所内消費分の電力及び熱については、自社の調整後温室効果ガス排出量に加算報告することによって、
環境価値ダブルカウントが生じないため、これらに由来するＣＯ２削減相当量に限り、電気事業者における
排出係数の計算の際に活用可能としてはどうか。

対応方針

対象電⼒（⾮FIT⾮化⽯電気） 所内消費分 系統/熱供給分

グリーン電⼒ × → ○ ×

グリーン熱 × → ○ ×

今回の変更に伴い報告可能となる対象範囲



20

（参考）グリーンエネルギーCO2削減相当量等の取扱いに係る課題について
＜課題＞
○ グリーンエネルギーによって削減されたCO2相当量のうち、国が設置する委員会で認証を受けたもの（以下「本認証制

度」という。 ）について、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量として平成24
年度から追加された。

○ 本認証制度に基づき、グリーンエネルギー証書が発行された電力量については、削減されたＣＯ２分をグリーンエネル
ギー証書として売却し、証書の購入者が温室効果ガス排出量から控除することが可能となるため、本電力量を購入する
電気事業者が電力の排出係数を算出する際に当該削減相当量を加算する等調整を行わない限り、環境価値のダブルカ
ウントの問題が発生する。

○ また、本件で整理すべき課題は、第6回の検討会で引き続き検討することとなった、Ｊ－ＶＥＲ（発電した電力を系統に送
電する取組により削減された温室効果ガスの量を認証する可能性のある方法論）についても同様である。

「グリーンエネルギー」
発電事業者

Ｂ事業者
（一般事業者、電気事業者）

CO2削減相当量価値
の無い電気を販売

1,000tCO2のCO2削減相当量を実CO2排出量から控除
し、調整後排出係数を算出

1,000tCO2のCO2削減相当量を実CO2排出量へ加算し、
調整後排出係数を算出

電気
グリーンエネルギー
CO2削減相当量

Ａ事業者
（一般事業者、電気事業者）

CO2削減相当量で調整（控除）

調整後CO2排出量 ÷ 販売電力量 ＝ 調整後排出係数

CO2削減相当量価値が無い電気として調整（加算）

調整後CO2排出量

1,000ｔCO2

実
Ｃ
Ｏ
2
排
出
量

実CO2排出量

例）電気事業者の場合 例）電気事業者の場合

2012.2
第7回排出係数検討会資料

（抜粋）
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【論点３】（貫徹小委員会関連）

３－１．非化石価値取引市場とＣＯ２排出係数の整理について
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⾮化⽯価値取引市場とＣＯ２排出係数の整理について

○今般、貫徹小委員会において非化石価値取引市場の創設について議論され、２０１７年度から非化石価値の
取引が開始されることとなる。

○この市場で取引される非化石証書については、高度化法における非化石比率の報告に用いることができる
が、同時に温対法におけるＣＯ２排出量がゼロである価値（以下「ゼロエミ価値」という。）も有していると考え
られる。

背景

⽕⼒
発電事業者

⾮化⽯（ゼロエミ）価値：無卸電⼒取引所

⾮化⽯価値取引市場イメージ

新市場

⾮化⽯
発電事業者

⼩売電気
事業者

分離される
⾮化⽯（ゼロエミ）価値：有⼩売電気

事業者

電気（環境価値無） 分離された環境価値（凡例）

消費者Ａ

消費者Ｂ

②FIT国⺠負担の軽減
FIT電源の⾮化⽯価値の売上げは、発電事業者の追加利
益とせず、国⺠負担（FIT賦課⾦）の低減に活⽤

①⾮化⽯価値の調達⼿段
⼩売電気事業者が取引所での取引では（電源指定がないた
め）調達困難な「⾮化⽯価値」を調達することが可能に。

③消費者のニーズ
⾮化⽯価値（主に再エネ）の電気を使いたいという消費者
ニーズに応えることが可能に。



議論の前提（ＦＩＴ電気の持つ環境価値の帰属について）

○ＦＩＴ電気の持つ環境価値の帰属については、２０１１年の買取制度小委員会報告書において「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」と整理されている。

○他方、エネルギー革新戦略においては「ＦＩＴの国民負担の軽減を図る観点から検討する必要がある」と整理
されている。

貫徹小委員会においては、こうした観点から受益と負担の関係に留意しつつ、市場において需要側のニーズ
に応じて価値が適切に評価される環境を整備し、ＦＩＴ国民負担（賦課金）の軽減を図る必要性について議論。

①非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の後押しとする。
②需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、ＦＩＴ制度による国民負担の軽減に資する、新たな市場を創設。
③非化石価値（主に再エネ）の電気を使いたいという消費者のニーズに応えることが可能。

上記の制度趣旨を踏まえ、ＦＩＴ電気の持つ環境価値の帰属については次のとおり整理された。

 ＦＩＴの国民負担軽減を図る観点から、証書を購入した者に非化石価値がすべて帰属する。
 すべての非化石電源はＣＯ２排出量がゼロであることに鑑み、非化石価値と同時にゼロエミ価値も移転され

る。
 証書を購入した小売電気事業者は非化石価値（再エネ由来の価値）を電気とともに販売することが可能とな

り、再エネの推進に貢献したいと考える需要家は、こうした小売電気事業者が提供する再エネ価値付きのメ
ニューを選択することで、実際に貢献することが可能となる。

これまでの整理

貫徹小委員会での整理
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※今回の整理によって、今後は、賦課金負担に応じた全需要家に対するゼロエミ価値の分配・調整は行われないことになる。

必要に応じ、国・事業者が需要家に対し丁寧に説明することが求められる。



（参考）FIT電気の環境価値の考え⽅

新制度の導⼊に伴う環境価値の帰属及び配分⽅法（「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」に基
づく算定・報告・公表制度における取扱い等）について、新制度における負担の考え⽅等を踏まえると、①地域間
調整を実施することにより、買取りを⾏った事業者の需要家以外の需要家にも、当該買取りに負担を求めることにな
ること（低圧部⾨の太陽光発電については、事実上、⼀般電気事業者のみが買取りを⾏うと想定されるが、サー
チャージ負担はＰＰＳの需要家にも求めることを含む。）、②制度全体でできる限り統⼀的な扱いとすることが望ま
しいこと、等を勘案すれば、全ての電気事業者の排出係数を何らかの形で調整し、その結果として、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である。
（注１）別途、「エネルギー供給事業者による⾮化⽯エネルギー源の利⽤及び化⽯エネルギー原料の有効な利
⽤の促進に関する法律（エネルギー供給構造⾼度化法）」における⾮化⽯電源⽐率の算定に際しての考え⽅に
ついても、適切な場で整理することが必要である。

買取制度⼩委員会報告書における位置づけ（2011年2⽉）

エネルギー⾰新戦略における位置付け(2016年4⽉)
こうした動きや、FITに基づく再エネ電気の低炭素の価値が賦課⾦を⽀払っている全需要家に帰属するとされて
いることを踏まえ、低炭素電源が、市場の中でその価値が適切に評価され、導⼊が円滑に進むよう、市場環境の
創出をはじめ、⼩売全⾯⾃由化後の市場の在り⽅やルール整備等制度設計についての検討を総合的に進める。
その際、この取組の⼀環として、FITの国⺠負担の軽減を図る観点からの適切な制度設計の在り⽅についての更
なる検討、2019年以降FITによる買取期間が終了する再エネ電源が順次⽣じてくることが⾒込まれる中での適切
なルール整備の在り⽅についても検討を⾏い、2016年度中を⽬途に⼀定の⽅向性を得る。
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2016.11 第3回市場整備
ワーキンググループ事務局提出資料

（抜粋）



 今回の制度設計において、主たる取引対象として想定されるのは、電気の持つ「⾮化⽯
価値」であるが、本来、電気の持つ「環境価値」として、いくつかの概念が考えられる。

 このため、⾮化⽯価値に加え、下記の２つの価値を含む「環境価値」について、取引と
それに伴う帰属等についての基本的な考え⽅を整理するものとしたい。

環境価値 価値の内容

①⾮化⽯価値 ⾼度化法上の⾮化⽯⽐率の算定時に⾮化⽯電源として計上できる価値。

②ゼロエミ価値 温対法上のCO2排出係数が０kg-CO2/kWhであることの価値。

③環境表⽰価値 ⼩売電気事業者が需要家に対して、その付加価値を表⽰・主張する権利。

⾮化⽯価値を有する電気の取引を⾏う際に付随する環境価値
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（参考）電気の持つ環境価値の整理
2016.11 第3回市場整備

ワーキンググループ事務局提出資料
（抜粋）



⼩売電気
事業者

需要家A⼩売電気
事業者

FIT
発電事業者

費⽤負担
調整機関 新市場

電気（環境価値無）
分離された環境価値

電気（環境価値有）
FIT納付⾦・交付⾦

需要家Ｂ

⽕⼒
発電事業者

10円/kWh

20円/kWh
※電気の価値（回避可能費⽤）が10円/kWh、買取価格が20円/kWhのケースで、⽕⼒発電事業者、ＦＩＴ発電事業者の発電量、需要家ＡとＢの需要量がいずれ
も等しいと仮定。

12円/kWh
+賦課⾦4円/kWh

10円/kWh
+賦課⾦4円/kWh

2円/kWh
環境価値の市場売却により
賦課⾦負担を低減
（市場で環境価値を売却しない場合、
このケースでは賦課⾦は5円/kWh）

4円/kWh

4円/kWh
10円/kWh
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2016.11 第3回市場整備
ワーキンググループ事務局提出資料

（⼀部抜粋）（参考）FIT賦課⾦負担の適切な評価による賦課⾦負担の軽減（イメージ）
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論点3-1-① ⾮化⽯証書の持つＣＯ２排出原単位について

○現行の排出係数制度において、ＦＩＴ電気については火力発電による電気なども含めた全国平均のＣＯ２排
出量を持った電気として扱われている。

○この点、非化石価値取引市場の開設当初は、ＦＩＴ電気由来の証書取引を先行して開始することとしている
ため、この証書が持つＣＯ２排出削減効果（＝ＣＯ２排出原単位）については、現行のＦＩＴ電気についての排
出係数制度における考え方を踏まえ「全国平均係数（前事業年度に告示した全電気事業者の排出係数に係る加重平均値）」
としてはどうか。

○この場合、非化石価値が分離された後のＦＩＴ電気の排出係数は、実排出係数が０（ゼロ）、調整後排出係数
は全国平均係数となる。

○なお、非化石価値取引市場では２０１９年度を目途にすべての非化石電源（原子力や大型水力等の非ＦＩＴ
電気含む）を証書取引の対象とすることを検討しているが、その際、非ＦＩＴ電気由来の証書が持つ排出原単
位の在り方やその評価等（※）を含め、改めて排出係数検討会で議論することとしてはどうか。

※新規に導入された再エネ電源の調整力として、短期的な運用では火力電源が代替していると考えられるが、長期的な視点
では火力や原子力を含むすべての電源（全電源）が代替しているという考え方も可能。

対応方針
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（参考）他制度等におけるCO2排出原単位の考え⽅

系統電力のＣＯ２排出原単位の考え方

Ｊクレジット

（※プロジェクト実施者が①か
②のデフォルト値を選択可能）

①全電源方式 ②移行限界電源方式

電気事業連合会が毎年発表する「電気事
業における環境行動計画」における調整
後全電源排出係数を採用。

①プロジェクト実施直後～1年後までは限
界電源排出係数を、②1年後～2.5年後ま

では限界電源排出係数及び全電源排出
係数の平均値を、③2.5年以降は全電源
排出係数を採用。

グリーンエネルギー
ＣＯ２削減相当量

Ｊクレジットにおける②移行限界電源方式に同じ。

ただし、限界電源排出係数が、全電源排出係数よりも低い場合には、限界電源排出係
数として全電源排出係数を用いる。

地球温暖化対策計画

地球温暖化対策計画における「再生可能エネルギーの 大限の導入」に関する対策効
果の測定方法の指標として火力平均が採用されている。

・2013年度の火力平均の電力排出係数：0.65kg‐CO2/kWh
（出典：「電気事業における環境行動計画」（電気事業連合会）より算出）

・2030年度の火力平均の電力排出係数：0.66kg‐CO2/kWh
（出典：長期エネルギー需給見通し（平成27年7月 資源エネルギー庁））

※限界電源とは、需要の変化に対応して出力を調整することのできる電源であり、技術的に調整可能であるだけでなく、経済的合理性からみれば設備コストが
比較的安価で燃料コストが相対的に高いという特性をもつ火力電源とされている。（出典：平成21年8月 小規模電源導入等による代替系統電力ＷＧ報告書）

◆一般的に再生可能エネルギーをＣＯ２削減相当量に換算するための換算係数（デフォルト値）としては、全電源排出係数が用いられているが、
他制度においては、全電源平均以外によるＣＯ２排出原単位（具体的には限界電源係数等）の利用についても採用されている。
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論点3-1-② 卸電⼒取引所からの電気調達に伴うFIT電⼒量の調整について

○現状、電気事業者の調整後ＣＯ２排出量の算定に用いることができる国内認証排出削減量等のクレジット
については、削減量の二重利用（ダブルカウント）を避けるため、発電した電力を系統に送電する場合には
クレジットの認証を受けることが出来ないこととされている。

○今般、非化石証書の対象となる非化石電源は系統に送電するものを対象とするが、非化石電源からゼロエ
ミ価値を分離した後の電気について調整後ＣＯ２排出量算定の段階で削減相当量分を適切に加算すること
で、削減量のダブルカウントを防ぐこととしてはどうか。

○なお、非化石価値市場導入当初はＦＩＴ電気由来の証書のみを取引対象とすることから、従前の係数算定に
おけるFIT電気の取扱いを踏襲することが適切と考えられる。具体的には小売電気事業者が調達したＦＩＴ電
気を小売供給した場合、ＦＩＴ電気調達分に係るＣＯ２排出量を調整後排出係数算定時に加算することとなる。

○ただし、下表のとおり従来の算定方法では卸電力取引所から調達したＦＩＴ電気分の調整が行われていな
いため、卸電力取引所の取引量が増加している中で、所要の改正が必要と考えられる。

相対取引分
⇒従来どおり

現行同様、FIT電気の相対取引を報告する様式でＦＩＴ電力量を把握し、調整後排
出係数算定の段階で削減相当量を加算。

取引所取引分
⇒改正案

卸電力取引所に供出されるＦＩＴ電気は、取引所の排出係数算定段階における実
排出係数の計算ではすべて０（ゼロ）として取扱われることから、調整はされていな
かった。
⇒今後は、取引所からの調達電気分に含まれるＦＩＴ電気割合を算出し、電気事業
者の調整後排出係数算定の段階で削減相当量を加算することとしてはどうか。

検討課題
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卸電⼒取引所からの電気調達に伴うFIT電⼒量の具体的な調整⽅法について

○取引所で扱われるＦＩＴ電力量については利用可能なデータがないため実測による計数管理は難しいが、
取引所からの電気調達分に含まれるFIT電気の割合を算出し、各電気事業者の係数報告において、

「取引所からの調達電気」×「取引所からの電気調達分に含まれるFIT電気割合」＝「みなしFIT電力量」

を求め、調整後排出係数算定時にFIT電気調達分として加算することとしてはどうか。

○具体的には①送配電事業者による取引所への供出量（送配電買取分）に②全国販売電力量に占めるＦＩＴ
小売買取量の占める割合に基づく想定量を加算した量を、取引所に含まれる「みなしＦＩＴ電力量」とする。

みなしＦＩＴ電力量の算定について

取引所からの電気調達分
に含まれるＦＩＴ電気割合 ＝

Ａ ＋ Ｂ－Ａ （ Ｙ－Ａ ）
（ Ｘ－Ａ ）

Ｂ

※「送配電買取分」以外の市場に供出されるFIT電気は、小売事業
者が相対で調達し市場に供出した量となり、全国の販売電力量に占
めるＦＩＴ小売買取量の占める割合＝(Y-A／X-Ａ)から推計。

※２０１７年以降に認定されるＦＩＴ電気は２０１８年以降に徐々に市
場供出が開始されることから、当面は「取引所からの電気調達分に
含まれるＦＩＴ電気割合」＝「Y／X」となる。

①送配電買取分

②ＦＩＴ小売買取量／全国販売電力量
に基づく小売買取分の想定量

③市場約定電力量

【備考】
Ｘ（全国販売電力量）
Ｙ（ＦＩＴ全国総量）
Ａ（送配電買取分）
Ｂ（市場約定電力量）

卸電⼒取引市場

ＦＩＴ電源

送配電事業者
費⽤負担調整機関

⼩売事業者

相対契約 ①市場供出
（送配電買取分）

AkWh

相対契約

②市場供出
（⼩売買取分）

？kWh

⼩売事業者

③市場約定電⼒量
BkWh



（参考）H26FY実績に基づく「みなしＦＩＴ電⼒量」の試算
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（諸元）
①販売電力量（全国総量） 851,410,025(MWh)
②固定価格買取制度による買取電力量（全国総量） 28,601,544(MWh)
③全国平均係数 0.567(kg-CO2/kWh) ・・・ただし、H25FY実績

◆取引所からの調達電気に含まれるＦＩＴ電気割合（みなし） ＝
②ＦＩＴ全国総量

①販売電力量全国総量
≒ 3.4％

◆卸電力取引所からの調達電力量が3,000(MWh)であった場合

取引所からの調達電力量に含まれるみなしＦＩＴ電力量 ＝ 3,000(MWh) × 3.4％ ＝ 102(MWh)

◆調整後排出係数算定におけるＦＩＴ調整量

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 × 排出原単位

＝ 102(MWh) × 0.567(kg-CO2/kWh) ＝ 57,834(kg-CO2) ⇒ 調整後排出量に加算調整される

※H26ＦＹ実績の電気事業者ごとの排出係数報告を基に、取引所からの調達電力量に上記の割合（３．４％）を乗じ試算した結
果、調整後排出係数の小数第３位に影響を与える程度。 （ただし、取引所からの調達電力量が多い者についてはこの限りでない。）

（事例） みなしＦＩＴ電力量加算前 0.598(kg-CO2/kWh) ⇒ みなしＦＩＴ電力量加算後 0.599(kg-CO2/kWh)



（参考）FIT電気の送配電買取と卸電⼒取引所の活⽤
 現状、FIT電気の買取義務は⼩売電気事業者にかかっているが、2016年5⽉に成⽴した改正
FIT法により、2017年4⽉以降に特定契約を締結するFIT電気に関しては、⼀般送配電事業
者等に買取義務があり、原則として卸電⼒取引所を通じて⼩売電気事業者に受け渡すことが
義務づけられる。

契約上の電気の流れのイメージ 詳細

１
項

（１）市場経由の引渡し  この引渡しを原則とする。

 旧⼀般電気事業者内のやり取り（法律上は「使⽤」）について
も同様とする。

２
項

（２－１）電源・供給先固定型  再⽣可能エネルギー電気卸供給約款における供給メニューの⼀
つとして措置。

 発電・⼩売双⽅の間に契約が成⽴していることが条件。

 地域をまたぐ場合は、連系線の確保が必要。

（２－２）電源・供給先⾮固定型  再⽣可能エネルギー電気卸供給約款における供給メニューの⼀
つとして措置。

 利⽤できる場合は、
①市場が存在していない地域（沖縄・離島等）
②市場が存在していても使えない場合等（災害時等）

卸電⼒
取引市
場

FIT電源

FIT電源

送配電
事業者

FIT電源

FIT電源

⼩売電気
事業者

⼩売電気
事業者

送配電
事業者

※個別の電源は特定されず、⼩売電気事業者にはｋＷｈだけが渡される。

FIT電源 ⼩売電気
事業者

送配電

事業者

※ＦＩＴ発電事業者と⼩売との間に個別の契約が締結されていることが必要。
※あくまで送配電事業者が買い取った上で、⼩売電気事業者に供給。

市場での買い付け

市場での買い付け

⼩売電気
事業者

⼩売電気
事業者

＜改正FIT法第17条に基づく引渡しの詳細（省令事項）＞
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2016.11 第3回市場整備
ワーキンググループ事務局提出資料

（抜粋）
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（参考）ＦＩＴ電気の取引所供出
2016.7 第9回制度設計専⾨会合

事務局提出資料（抜粋）

 2020年では、2017年4⽉以降に認定されるFIT電気176億kWh(電⼒需要の2.2％)程度が取引所へ供
出される可能性があり、限界費⽤が低く⼊札価格が安価となるFIT電気は約定する可能性が⾼い。

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

バイオマス発電

地熱発電設備

⽔⼒発電設備

⾵⼒発電設備

太陽光発電
（10kW以上）
太陽光発電
（10kW未満）

買取量実績
(億kWh)

56
181

1,060

試算の前提
• FIT電気の買取量は、2012-15年の年平均増加量で単純
成⻑を続けると仮定

買
取
量
の
想
定

取
引
所
供
出
量
の
想
定

・年度の買取量の内、下記認定〜運転開始までの期間を考慮し、
2017年4⽉以降認定分につき、全量取引所に供出と仮定

… … …
出典：再⽣可能エネルギー導⼊促進関連制度改⾰⼩委員会（第3回）配布資料１より
抜粋

取引所への影響
• 2017年以降に認定されるFIT電気は2018年以降に供出が
始まり、2020年では176億kWh(電⼒需要の2.2%)程度が
取引所に供出されると想定される

286
432

※改正電気事業法（第3弾）の施⾏に伴い、上記の試算結果が変わる可能
性がある。

56 
181 

286 

432 
558 

683 
803 

873  884 

0 

6 

62 

176 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

小売買取量

取引所供出量

(億kWh)

買取量実績

2017年4⽉以降に
認定されたFIT電
気が運転を開始

2017年3⽉までに認定
されたものは、⼩売買取

りが続く前提

（年度）
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論点3-1-③ 調整後排出係数算出におけるオフセット⽅法について

○非化石証書については一義的には高度化法における非化石電源比率（総発電電力量に対する非化石電
源による発電電力量の比率）の算定に用いられるものであるため、証書化される際もkWhベースとなる。

○よって、調達した非化石証書の電力量に「全国平均係数」を乗じることで、調整後排出係数算定時に調整
後排出量から減算することとしてはどうか。

全国平均係数

× （ｋｇ-CO2/ KWh） ＝ 調整後排出量から減算

○その際、ＦＩＴ電気のゼロエミ価値についてはその対価を支払う者に帰属することを踏まえると、非化石証書
の購入がない限り調整後排出係数算定の段階でＦＩＴ電気調達分だけCO2排出量が加算される。

※他方で、非化石価値オークションの結果、約定されず余剰となったＦＩＴ電気のゼロエミ価値については、現行の調整後排出

係数算定式同様、販売電力量のシェアに応じて分配することとしてはどうか。

対応方針

非化石証書
１，０００
（ＫＷｈ）

ＣＯ２削減相当量

ＦＩＴ
環境価値

ＦＩＴ
環境価値

ＦＩＴ環境価値（余剰）

販売電力量のシェアに応じ
て、全電気事業者に分配

販売電力量のシェアに応じ
て、全電気事業者に分配

オークションにより価値を
購入した者に帰属

【現行】 【改正案（取引後）】
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論点3-1-④ 排出係数報告に使⽤可能な⾮化⽯証書の対象年度について

○非化石証書については一義的には高度化法における非化石比率算定に用いられるものであるため、証書
の対象年度についても高度化法と取扱いを合わせることとしてはどうか。

○具体的には、X年度実績として認証された非化石証書は、X+1年度に電気事業者がX年度実績の排出係数
を報告するために使用し、Ｘ+1年度実績以降の報告に繰り越すことはできないこととしてはどうか。

対応方針

電気取引
（排出係数算出対象年度）

⾮化⽯⽐率の
報告期限（6⽉末）

電気取引期間
翌年度〜

６⽉ ７⽉５⽉

⾮化⽯証書取引
（翌年度当初に取引量が確定）

排出係数の
算定・報告準備

排出係数の
報告期限（7⽉末）

排出係数報告に使用可能な
非化石証書は、排出係数算
出対象年度実績として認証さ
れたものに限る。
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（参考）ＦＩＴ電気表⽰とＦＩＴ交付⾦との関係

出典：再⽣可能エネルギー導⼊促進関連制度改⾰⼩委員会（第10回）-配布資料

＜参考＞電⼒の⼩売営業に関する指針におけるFIT電気の定義
（※現⾏FIT法の条⽂に基づく記載となっている）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
（平成２３年法律第１０８号。以下 「再エネ特措法」という。）第２条第２項に規

定する再生可能エネルギー電気（小売電気事業者が当該調達した再生可能
エネルギー電気について再エネ特措法第８条第１項の交付金を受けている
場合に限る。）をいう。 再エネ特措法に従い、以下のエネルギー源を変換して
得られる電気である必要がある。以下同じ。

① 太陽光
② 風力
③ 水力（設備認定基準上、出力が３万ｋＷ未満の水力発電所を用いたもの

に限定されている。）
④ 地熱
⑤ バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用

することができるもの（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びに
これらから製造される製品を除く。）。以下同じ。）

100kWh/月

買取義務者たる⼩売が交付⾦を100％申請
→ 100kWhすべてFIT電気

買取義務者たる⼩売が交付⾦を0％申請
→ 100kWhすべて再エネ電気

FIT電源
＜現在の運⽤＞

＜改善案＞
以下の選択を可能に

100kWh/月

買取義務者たる⼩売が交付⾦を70％申請
→70kWh分がFIT電気、30kWh分が再エネ電気

買取義務者たる⼩売が交付⾦を20％申請
→20kWh分がFIT電気、80kWh分が再エネ電気

FIT電源

○先般の再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会（第10回）において、ＦＩＴ交付金の全部又は
一部を申請しなかったkWh分の割合については、電源構成表示上も「再生可能エネルギー」としての表示を
認めることとされた。

○交付金の申請については設備ごとに認定を受けた電源が紐づいていることから、上記取扱いに伴う排出係
数算定上の追加的な整理は特段必要ないものと考えられる。
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３－２．卸電力取引所にて導入される間接オークションについて



38

連系線利⽤・増量ニーズの⾼まり

○近年、再エネを含め発電設備を設置しようとする者からの地域間連系線の利用・増強ニーズが高まっている。

○現状では、空容量に対して利用ニーズが上回っている状況で、先着優先による利用登録を認めると、１秒を
争う競争を誘発し、かつ、現在の登録状況・情報量の差による不公平を発生させる。このように、先着優先
ルールでは対応できない事象が既に発生している。

○更なる再エネの導入・広域メリットオーダー実現のためにも、連系線の増強だけでなく、利用ルールの見直
しが必要と考えられている。
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競争的な送電線利⽤ルール（間接オークション）の策定

○現状の地域間の連系線利用ルールである「先着優先ルール」は、経済的に優位性のある電源が新規に現
れたとしても、空き容量が十分でない場合は連系線を利用出来ないため、広域メリットオーダー（より安い
電源から動かす）の妨げとなっている。

○そのため、コストの安い電源順に送電させるようなルール（間接オークション）を導入し、広域メリットオーダ
ーの達成と競争活性化を促す必要がある。

＜連系線利⽤状況イメージ＞

利用計画１（８円／kWh）

利用計画２（１０円／kWh）

利用計画３（７円／kWh）

利用計画４（２５円／kWh）

利用計画５（５円／kWh）

利用計画６（１７円／kWh）

利用計画１（８円／kWh）

利用計画２（１０円／kWh）

利用計画３（７円／kWh）

利用計画４（２５円／kWh）

利用計画５（５円／kWh）

利用計画６（１７円／kWh）

（現状：先着優先） （今後：間接オークション）

①
②
③
④

①

②

③
④

（４つの利⽤計画分を送電できる容量があると仮定）
①〜④は優先順位
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間接オークション導⼊に伴う検討課題

○間接オークション導入により、連系線を介した電気の取引を市場経由で行うこととすれば、相対契約ができ
なくなるという指摘がある。

○この点、発電事業者と小売電気事業者の間で、差金決済契約（卸電力取引所約定価格との差額を決済する
契約）を締結すれば、原則として、取引価格を固定した上、必要な量の電気の取引を行うことが可能となり、
実質的に相対契約と同じ効果が期待できる。

発 小

（例）東北エリアの発電事業者と、東京エリアの小売事業者との間で、以下を内容とする差金決済契約を締結。
・両者の間で、10円/kWhの固定価格で取引を行う。
・実需給の○日前に、小売事業者は、実需給日の必要電力量を発電事業者に通知。
・その必要量に関し、発電事業者は売入札を、小売事業者は買入札を、それぞれ卸電力取引所に対して実施。
・金銭の授受においては卸電力取引所約定価格との差額を決済。

東京エリア東北エリア

4円/kWhを支払い

ＪＥＰＸ

6円/kWh

6円/kWh
で販売

6円/kWh
で購入

発 小

東京エリア東北エリア

ＪＥＰＸ

5円/kWhを支払い

15円/kWh

15円/kWh
で販売

15円/kWh
で購入

卸電力取引所約定価格が6円/kWhであった場合
（相対取引価格＞取引所取引価格となる場合）

卸電力取引所約定価格が15円/kWhであった場合
（相対取引価格＜取引所取引価格となる場合）

例えば、上記のような契約とすれば、スポット市場を介しても、発電事業者と小売事業者との間で、
固定価格・必要量の電力取引を達成することが可能。

出典：地域間連系線利⽤ルール等に関する検討会（第１回）-配布資料
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論点3-2 間接オークションとＣＯ２排出係数の整理

○前述のとおり、間接オークションを導入した場合でも差金決済契約により金銭的な観点では従前の相対契約
と同様に電力取引を実現可能となる。

○他方で、実電気の取引では連系線を跨ぐ場合、取引所を経由することから排出係数の考え方について一定
の整理が必要と考えられる。

○具体的には、以下の図のようなケースに対する検討が必要と考えられる。

検討課題

○間接オークションを含む新しい連系線利用ルールについては、２０１８年度開始を目途に電力広域的運営
推進機関においてその検討が進められている。

○間接オークションについては既存ルールとの整合や考慮すべき事項を精査する必要があることから、排出
係数の取扱いについても議論の動向を注視しつつ、必要に応じて本検討会で継続審議することとしたい。

対応方針

東北G
(0.3kg-CO2/kWh) 東京L

JEPX
(0.6kg
-CO2/
kWh)

【間接オークション導入に伴う排出係数算定上の取扱いの検討】

200kWh 200kWh

取引所を経由する電気のうち差⾦決済契
約の対象となる200kWhに係る排出係数
について、取引所係数（0.6）と考えるか、
東北Ｇの係数（0.3）が紐づくと考えるか。
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（参考） 間接オークションの導⼊時期
2016.11

第5回地域間連系線の利⽤ルール等
に関する検討会 資料３

（抜粋）

（１）システムの観点からは、資料２の方向性に基づき、本年度中に、詳細ルールを含め、基本的な仕様を完全
に確定できること、及び、特段の支障が発生しないという前提があれば、２０１８年３月（平成３０年３月）までに
準備を整えることが可能と考えられる。

※1 経過措置管理機能、JEPX連携機能、連系線制御特殊処理（5分P0、段差制約等の改修）等に関するアプリケーション改修であり、連系線制御
特殊処理の改修においては、対向する一般送配電事業者等と詳細仕様や双方での改修の必要性など協議及び調整が必要

※2 市場取引増加に伴う信頼性、処理性能向上のため、ハードウェア、システムアーキテクチャーの抜本的見直し及びアプリケーション改修が必要

※3 設計、試験においては委託事業者、会員（一般送配電事業者等）、JEPXとの調整が必要

項目 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

広域機関システム
現⾏システム開発
（⾒込み）
システム開発①
（追加機能の開発）※1
システム開発②
（処理性能の確保）※2

JEPXシステム
システム開発（経過措置精算機能）

連携試験含む

システム開発

システム開発

試験※3

試験※3

詳細仕様検討・設計※3

詳細仕様検討・設計※3
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【その他】



2016年度 2017年度 2018年度

44

改正通達の適⽤時期等について

第14回
排出係数検討会

2⽉末 ４⽉ ７⽉末 ７⽉末８⽉〜

【2017年度報告】
論点2-3 グリーン証書（グリーンエネルギーＣＯ２削
減相当量認証制度）の係数報告への適⽤

【2018年度報告】
論点1 排出係数の名称変更
論点2-1 ネガワット取引に係る取扱いの適⽤
論点2-2 グロスビディングの取扱いの適⽤
論点3-1 ⾮化⽯証書の係数報告への適⽤

パブコメ

○今回ご審議いただいた内容については、議題に応じて排出係数報告への適用時期が異なることから、パ
ブリックコメントを実施後、適切な時期に通達を改正することとしたい。

○なお、「論点３－２．卸電力取引所にて導入される間接オークション」については、広域機関における議論の
動向等を注視しつつ必要に応じて本検討会において、排出係数制度との整理を検討することとしてはどうか。

通達改正
（１回⽬）

通達改正
（２回⽬）
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その他今後⾒込まれる検討事項について

◆非化石価値取引市場における全非化石電源を対象とした取引に向けての制度整備
◆ 間接オークションの導入とＣＯ２排出係数の整理
◆ ベースロード電源市場等におけるＣＯ２排出係数の整理


