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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15回会合） 

 

日時 平成30年３月30日（金）10：00～11：15 

場所 経済産業省別館３階 312会議室 

 

○鍋島室長 

 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、第15回の会合を開催させていただきます。 

 それでは、以後の議事進行は、山地座長にお願いしたいと存じます。 

○山地座長 

 この会合、このところ年１回ぐらいの頻度でございますけれども、きょうは、まさに平成29年

度ワーキンググループデーとしては最終日、しかも、プレミアムフライデーでの開催にもかかわ

らず、お集まりいただき、ありがとうございます。 

 きょうは、来年度から始まる非化石証書、それと、あと連系線の間接オークションとなってお

りまして、方向性については、特に非化石証書については、前回のところで大体議論して固まり

ました。今回はそれに基づいて具体的にどうするか、後で見ていただくとわかりますけれども、

期ズレの問題というのがあって、算数ですね、きょうは。ですので、ご理解いただければ、それ

ほどの議論にはならないんじゃないか。冒頭、こんなことを言って失礼ですけれども、と思いま

す。粛々と進めていきたいと思いますので、どうぞご協力、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事進行ということで、今回からペーパーレスですけれども、まず資料２が本

体ですので、それについて事務局から説明、お願いいたします。 

○鍋島室長 

 資源エネルギー庁の鍋島と申します。 

 それでは、資料２に基づきまして、ご説明いたします。 

 タイトルは、現行の係数算出方法における課題と対応（案）というものになります。 

 １ページ目でございます。 

 資料の構成ですけれども、本日の論点としまして、４つございます。 

 最初は、非化石価値取引市場創設に伴うＣＯ２排出係数の整理について。２点目は、電気事業

者の排出係数の告示について。３点目は、間接オークションとＣＯ２排出係数の整理について。

４つ目として、通達の改正時期等について、ということで４点ございます。 

 それでは、２ページ目から、最初の論点が始まります。 
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 ３ページ目でございますけれども、最初に非化石価値取引市場の概要について、ご説明いたし

ます。 

 前回の検討会でもご報告したところでございますけれども、非化石価値取引市場につきまして

は、この１つ目のポツにありますが、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達成を後押しする。それから、需要家にとっての選択肢を拡大

しつつ、固定価格買取制度による国民負担の軽減に資するという２点を目的に、市場を創設する

こととしております。 

 ＦＩＴ電源につきましては、2017年度に発電したＦＩＴ電気から市場取引対象といたしまして、

非ＦＩＴ電源につきましても、2019年度の電気から市場取引対象とすることをめどに、準備を進

めることになっております。 

 次の４ページ目でございます。 

 この非化石証書を取引するわけですけれども、証書が持つ環境価値について整理したスライド

になります。 

 証書につきましては、環境価値として、①非化石価値、②ゼロエミ価値、③環境表示価値の３

つの価値を有すると整理されておりまして、このうちゼロエミ価値につきましては、小売電気事

業者が調整後、排出係数を算定する際に、ＣＯ２排出量を実二酸化炭素排出量から減算すること

ができる価値と整理されております。 

 次の５ページ目でございます。 

 非化石証書のメニューについてでございますが、このメニューにつきましては、現段階では、

再エネ指定と指定無しの二種類を発行する予定でございます。 

 今般、発行するＦＩＴ電源に係る証書につきましては、全量を再エネ指定として販売すること

としております。 

 ６ページ目でございます。 

 このＦＩＴ電源に係る非化石証書の取引スキームでございますけれども、ＦＩＴ法上の費用負

担調整機関である低炭素投資促進機構（ＧＩＯ）が日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）を通じて、小

売電気事業者に売却するというスキームにしております。 

 その際、入札最低・最高価格につきましては、最低価格を1.3円、最高価格を４円と設定してお

りまして、この数値につきましては、取引初年度の価格動向を踏まえて、次年度以降、必要に応

じて見直しを行う予定としております。 

 ７ページ目でございます。 

 まず、17年度の報告スケジュールと、この非化石価値取引市場の関係でございます。 
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 この非化石価値取引市場につきましては、2018年５月をめどに、ＪＥＰＸにおいて初回オーク

ションを行う方向で準備を進めております。 

 この５月のオークションにおいて取引される非化石証書につきましては、2017年４月から12月

に発電されたＦＩＴ電源に係る非化石証書となっております。この集計のタイミングとの関係で、

年度末までのＦＩＴ電源に係る証書が発行されるのではなく、12月まで、要するに、暦年の証書

が５月に取引されることになっております。 

 小売電気事業者につきましては、2018年６月、７月に報告する2017年度の排出係数算定時に、

この購入した証書を利用可能としております。 

 ８ページ目でございます。 

 ５月の初回オークション以降の非化石証書の取引スケジュール及び排出係数の報告スケジュー

ルとの関係でございますが、非化石証書のうち、高度化法に係る取り扱いにつきましては、暦年

で発電されたＦＩＴ電源に係る非化石証書を、翌年７月に実施する非化石電源比率の報告に当た

って、Ｘ年度の実績として反映させることが可能と整理されております。これが高度化法の取り

扱いですけれども、この温対法上の取り扱いにつきましても、同じ整理に合わせたいと考えてお

りまして、暦年に発電されたＦＩＴ電源に係る非化石証書を、この年度の実績として反映させる

ことが可能になるようにしたいと考えております。 

 ９ページ目ですけれども、そのような暦年の発電分に係る証書を年度の報告に反映させるとし

た場合に問題になりますのが、期ズレの問題でございまして、３つ目のポツでございますけれど

も、何を申し上げたいかといいますと、Ｘ年度の排出係数の報告に利用できる非化石証書の総発

行量は、Ｘ年の１から12月、暦年の発電相当分のため、当該年度のＦＩＴ電気の総発電量とは異

なるという状況が生じます。 

 その次のページでございますけれども、２つ目のポツですけれども、調整後ＣＯ２排出量の算

定におけるＦＩＴ電気に係る調整はゼロエミ価値の再分配と考えておりますので、調整の前後で、

このＣＯ２の量を変えるとすると不都合があるのではないかと考えております。調整後排出係数

の計算におきましては、ＣＯ２排出量は、その調整の前後で一致させる必要があるのではないか

と考えております。 

 それで、３つ目のポツですけれども、このため、全小売事業者の調整後ＣＯ２排出量の合計値

が、年度の実際のＣＯ２排出量の合計値と一致するように、非化石証書のゼロエミ価値につきま

して、これまでは単純に全国平均係数とすればよいのではないかと考えていたところでございま

すけれども、期ズレが生じることから、何らかの補正を掛けることが重要ではないかと考えてお

ります。 
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 11ページですけれども、具体的な方法についてはまず、１つ目のところですけれども、これま

での考え方ですと、非化石証書のゼロエミ価値につきましては、非化石証書の量（kWh）に全国平

均係数を掛け合わせたものを減算できると単純に考えていたところですけれども、先ほど申し上

げたような理由によりまして、補正率を乗ずることにしてはどうかと考えております。 

 具体的には、２つ目のポツの最後の行でございますけれども、非化石証書によるＣＯ２削減相

当量につきましては、非化石証書の量（kWh）に全国平均係数を掛けた上で、さらにそれに補正率

を掛けるという方法で計算したいと考えております。その際の補正率につきましては、調整前後

のＣＯ２排出量が一致するような方法で、補正率を算定していきたいと考えております。 

 12ページでございます。 

 非化石証書のゼロエミ価値というスライドをつけておりますけれども、先ほどのご説明のさら

に詳細な補足になりますので、割愛したいと思います。 

 13ページでございます。 

 非化石証書を取得した小売事業者の排出係数報告でございますが、２つ目のポツですが、小売

電気事業者が自身の排出係数を算出し報告する際には、証憑書類として、ＪＥＰＸから残高証明

書を入手した上で、報告様式とあわせて提出するという方向を考えております。国は、その際に、

この証憑を確認するというスキームを考えております。 

 なお、非化石証書の活用状況のモニタリングの観点から、事業者の任意の協力のもと、非化石

証書によってゼロエミッション化される前の電気の排出係数の加重平均値を公表する予定でござ

います。 

 14ページでございます。 

 今後検討しなければならないことでございますけれども、今回はＦＩＴ電源由来の証書の取り

扱いについてご検討いただいておりますけれども、今後、非ＦＩＴの非化石証書も発行が見込ま

れております。この非ＦＩＴの非化石証書に係る制度設計につきましては、2018年度以降に、こ

のスキームの検討がなされる予定でございます。非ＦＩＴ非化石証書のＣＯ２排出係数の整理に

つきましては、次回以降の本検討会において、改めてご審議いただければと考えております。 

 以上が、最初の論点になります。 

 続きまして、２ということで、電気事業者の排出係数告示につきまして、資料をご説明いたし

ます。 

 16ページでございます。 

 現在、電気事業者の排出係数につきましては、官報で告示を行っております。しかしながら、

２つ目のポツでございますけれども、官報掲載に際しましては、原稿の入稿から掲載までに一定
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の期間を要するという事情がございます。現在も、温対法の算定・報告・公表制度、資料上はＳ

ＨＫ制度と書いておりますけれども、この制度の関係で排出係数に関しては、ホームページでも

公表しておりまして、多くの事業者の方からは、そのホームページを参照していただいていると

考えております。 

 以上のように、告示に関しましては、掲載までに一定の時間を要する。利便性につきましては、

ホームページ掲載のほうがすぐれているというところもございますので、今後は、官報による告

示を廃止いたしまして、ＳＨＫ制度等のホームページによる公表のみ行うこととしたいと考えて

おります。 

 続きまして、３つ目の論点といたしまして、間接オークションとＣＯ２排出係数の整理につい

て、資料をご説明いたします。 

 18ページですけれども、こちらは間接オークションの検討の背景について、説明したスライド

になります。 

 現在、再エネ等の導入拡大によりまして、地域間連系線の利用・増強ニーズが高まっておりま

す。３つ目のポツですけれども、さらなる再エネの導入、それから全国において最も安いものか

ら、電源から活用していくという広域メリットオーダーの実現のためにも、連系線の増強にあわ

せまして、連系線の利用ルールの見直しも必要だという議論が行われてきております。 

 次の19ページでございます。 

 現時点での、地域間の連系線利用ルールにつきましては、先着優先ルールとなっておりまして、

先に予約をした事業者の方から連系線を使えるようになっております。この仕組みを改めまして、

２つ目のポツですけれども、コストの安い電源順に送電できるようなルールを導入したいと考え

ております。これによりまして、広域メリットオーダーの達成と合理的な連系線の利用方法を実

現したいと考えております。 

 20ページでございます。 

 間接オークションを導入した際のさまざまな論点の一つでございますが、１つ目のポツですけ

れども、間接オークションを導入すると、連系線を介した電気のうち、相対契約ができなくなる

のではないかという指摘がございました。 

 ただ、この点につきましては、さまざまな検討が行われておりまして、例えばでございますが、

発電事業者と小売電気事業者の間で差金決済契約を結ぶ。そうすれば、取引価格を固定した上で、

従前どおりの経済取引、相対契約が実現できるのではないかというふうに考えております。 

 21ページでございます。 

 この間接オークションでございますが、前回の排出係数検討会におきまして、間接オークショ
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ンにつきまして、排出係数の取り扱いについては、必要に応じて本検討会において、継続審議す

るとされていたところでございます。 

 そういう経過がございますので、22ページ以降が検討のスライドになりますが、まず、最初に

申し上げることといたしまして、１つ目のポツですけれども、現行の排出係数算定の仕組みにお

きましては、契約等に基づき、電源が特定できる場合は、発電元の排出係数が利用できることと

なっている。これが、現在のルールになっております。 

 ３つ目のポツですけれども、このルールのもとにおきまして、小売電気事業者が日本卸電力取

引所（ＪＥＰＸ）から電気を調達した場合は、電源の特定ができないということでありまして、

当該電気の排出係数はＪＥＰＸの排出係数を用いることとされている、これも現在のルールにな

っております。 

 こうした点を踏まえまして、今後どうするかというところをまとめたのが、23ページでござい

ます。 

 １つ目のポツですけれども、間接オークション導入後、エリアをまたぐ取引につきましては、

ＪＥＰＸを介して送電・受電を行いますので、従いまして、原則として電源の特定が困難である

と考えますと、ＪＥＰＸ係数を使うということが原則になるのではないかと考えております。 

 一方で、２つ目のポツですけれども、送電側と受電側が、電源を特定した、あるいは電源構成

を特定した契約、特定契約を結びまして、それに基づいた取引を行っている場合におきまして、

さらに両社がＪＥＰＸにおいて、通常の取引とは別のユーザーＩＤを取得して、この当該取引に

係る取引に相当する送電量・受電量が確認される。要すれば、この間接オークションというのは、

ＪＥＰＸの取引を通じて電気を流しますので、実際にこのＪＥＰＸの取引が行われているという

ことが確認されるということを条件に、例外的に、契約等に基づき、電源または電源構成が特定

できるものとみなしまして、送電元の排出係数を利用することが可能としてはどうかと考えてお

ります。 

 以上が３点目の論点になります。 

 最後、４点目、その他というところで、資料をご説明いたしますが、25ページでございますが、

今回ご審議いただいた内容につきましては、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と考えております。 

 なお、次回以降の排出係数検討会におきまして、非ＦＩＴ非化石証書とＣＯ２排出係数の整理

について、あるいは、その他の電力システム改革に伴う排出係数の整理につきまして、論点が浮

上しましたら、必要に応じて、本検討会において検討することとしてはどうかと考えております。 

 資料の説明は以上になります。 
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○山地座長 

 ご説明、ありがとうございました。 

 資料は、資料２で１つなんですけれども、説明にもあったように、１、２、３と分かれて、論

点３つありますので、議論は論点ごとにやっていきたいと思います。 

 最初の論点は、非化石価値取引市場創設に伴うＣＯ２排出係数の整理にかかわることというこ

とですが、要するに、期ズレがあるので調整しなきゃいけないということでございますが、シミ

ュレーションを含めて、丁寧に説明していただきましたけれども、委員の皆さんからご意見いた

だきたいと思います。 

 どうぞ、名札を立てていただいて。では、工藤委員から。 

○工藤委員 

 どうもありがとうございます。 

最初の期ズレ等の技術的な話。一見すると非常にわかりづらいところもあるのですけれども、計

算値等で丁寧に説明していただいて、内容の理解が深まったと思います。 

 若干一般的なことで恐縮なのですが、ちょうど温対法の報告制度のホームページで今後掲載す

る云々という事案があったものですから、改めてホームページを拝見しました。この制度そのも

のは、事業者の取組を促進することに加えて、社会全体の理解も高めることも目的の一つに加わ

っています。今回、電力システム等で複雑化が進んでいる中で、係数というシンプルなものをど

う計算するかということもかなり高度、複雑化していると感じたところです。ですので、事業者

の方も、多分ご苦労されるかもしれませんが、一方で、社会全体で理解を進めるということをあ

る程度念頭に置いた取り組みを、意識をする必要があるという気がしました。相当ご苦労された

資料だとは思うのですが、この辺どうやってうまく、こういうふうに決まりましたということを

伝えていただくか、そういう部分がやはり大事だということを感じた次第です。 

 それから、もう一点、環境的訴求で、価値が３つあるという最初の説明はまさにそのとおりで、

高度化法と温対法、並びに市場で電力の価値を訴求できるという、この３つの点があるわけです

ね。私自身、グリーン電力証書という環境価値を取引する制度の設計をやっていたときには、費

用負担した人に環境価値が帰属するという、比較的シンプルな形で構築したのですけれども、今

回進めている仕組みは、言ってみれば、３本の矢があるみたいなイメージになっておりまして、

３本の矢で１本の力を発揮するという形なんでしょうか。一方で、やはりそういう部分が、複雑

な構造があるがゆえに、できるだけ公平で公正な計算方法が必要なのだということを意識する必

要があるということを、逆に感じた次第です。そういった観点も含めて、前提が長くなったので

すが、期ズレ等に関する調整については、基本的に賛成いたします。  
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２点ほど確認させていただきたいのですが、１つは、ご説明にはなかったのですが、８ページ目

に、売れ残りの証書を小売事業者へ最終的に分配しますということが書かれています。当然、売

れ残っている部分についても、最終的に高度化法上でそれを活用するということが目的だとは認

識するのですが、細かい話ですが、具体的にどのような形でそれが分配されるのか。特に説明が

なかったので、これは確認事項です。 

 それから、２番目は今回の算定の肝である補正率というところなのですが、やはり算定するの

は難しいだろうなということもあって、説明上は暫定的という言葉をお使いになっていらっしゃ

る。こうなると最終的な確定値というのがあるのかという話になってまいります。暫定的という

言葉を使われている背景といいますか、逆に言うと、この後で確定値が出てきて、何かしらの手

続、運用が起こり得るのか否か、これは確認事項ですけれども、教えていただければと思います。 

 それから、もう一点。13ページ目に、小さい字で書いてある任意ではあるのだけれども、ゼロ

エミッション化される前の電気の排出係数、何に置きかわったかを公表してもらうように働きか

けを行いますと書かれています。年度で各社の係数を考える場合に、何に変わりましたかという

ような考え方と、恐らく今後グリーン料金のようなものが出てきて、小売の方が訴求する際には、

自分たちが通常調達している特定の電気を置き換えているというような非常に細かい表現のどち

らのイメージを捉えられているのか、少し読みづらかったので、具体的な内容を教えていただけ

ればと思います。以上でございます。 

○山地座長 

 質問いただきましたが、どうですか。一通り発言いただいてから、まとめてでよろしいですか。 

 では、森口委員、どうぞ。 

○森口委員 

 ありがとうございます。 

 総論的なことと、それから少しテクニカルなことに分けて、発言をさせていただきたいと思い

ます。総論的なことは、今、工藤委員がおっしゃったことと、かなりかぶるかと思いますが、大

きく分けて、３つございます。 

 １つ目は、もう工藤委員のおっしゃったことの繰り返しになるんですが、やっぱりわかりやす

くしていただきたいということがございます。一つ一つの改正、いろいろ重ねてきておりますの

で、ずっと携わってきたものは理解できるんですけれども、初めてこの世界を見られた方には、

とても複雑な構造になっているかなと思います。 

 前年度までの議論の中で、何が実排出係数で、何が調整済みかみたいな議論もありましたが、

先日、ある省の所管の低炭素社会実行計画のフォローアップの会合の座長をしておりましたとこ
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ろ、電力に非常に詳しい委員ですら、実はそもそも調整後排出係数って何だったろうかみたいな

議論が出てまいりましたので、こうやって、どんどん排出係数なるものが複雑化していくという

ことにつきましては、そういう複雑化しているということ自身が、本当にこれを信用していいの

かということの、ある種の不信感にもつながりかねないかなと思いますので、ぜひ、そのような

ところをお願いできればと思います。 

 １点目は係数そのものに関することで、２点目は環境価値にかかわるところです。これは係数

の話というよりは、そもそもこれのもとになっている制度側の議論かと思いますが、従前はＦＩ

Ｔに関しては、むしろ環境価値を訴えてはいけないという議論があり、一方で、こちらのほうで

は、積極的に環境価値を訴えていくという議論になっていて、そこも含めて、やはりわかりにく

さ的なところが出てくるのかもしれないなという感じがいたしますので、一方で、全然別の分野

ではありますけれども、環境にいいというふうな認証を得ているようなものであっても、実は認

証のプロセス自身が不透明で、必ずしも本当にその認証を信じていいのかといったことが、ちょ

っと問題になっているようなケースがございます。これは、別分野でありますけれども、そうい

ったことも含めて、１点目とも重なるんですけれども、非常に精度が複雑化するがゆえに、本来

よかれと思ってやっているものがなかなか理解されにくいということを懸念いたしますので、そ

れにつきましても、ご理解いただければと思います。 

 ３点目は両方に結局かかわってくるんですけれども、こうやって供給される電力がどんどん複

雑化してくると、もうそういうものに頼るんじゃなくて、やっぱり再生可能エネルギーをみずか

らの業界でどんどん生み出していって、それを自家消費していったほうがわかりやすいんじゃな

いかというふうな動きも、先ほど申し上げた各業界別のフォローアップなんかしておると、そう

いうふうに感じます。数年前までは、電力排出係数、何を用いるべきなのか、震災原発事故以降

の炭素排出係数の大きな変化に伴って、自分たちで努力をしても、排出係数の影響を非常に大き

く受けてしまう、というような議論があって、電力排出係数は何がいいんだろうかという議論が

大勢を占めていたわけですが、最近もう、そうではなくて、もう自分たちで調達というか、自分

たち自身でやっていこうというような動きが、特に今年は、私自身強く感じ取られたような気が

しておりまして、むしろ、そういう議論がある中で、後手に回らないようというか、そういうと

ころも十分お考えいただければなというふうに思います。 

 ちょっと総論が長くなったんですが、各論は１点だけでございまして、９ページ目９枚目のス

ライドだったかと思います。期ズレのテクニカルなところで、囲んだ中の４つ目のポツで、「例

えば2017年度は」と書かれているんですが、これ、多分、私、2017年度は例えばではなくて、2017

年度だけの固有の問題があるのではないかなと理解をしております。2017年度は初年度であるか
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らして、３期分で第４四半期分を考えなきゃいけないと。この場合には、ある種の季節的な違い、

特に再生可能エネルギーは季節的な変動があると思いますので、2017年度に関しては、第４四半

期分をどのように補正するかというのは、特別の配慮が必要ではないか。それ以降は、第４四半

期分がどの年度の分を使うのかという問題になってくるので、これのほうが、算数の問題として

はより簡単ではないかなと思います。ですから、ちょっとその２つの算数の問題が混同されない

ようにしていただきたいと思っておりまして、そういう意味では、この４つ目の丸を例えばと書

いているのは、恐らくこれは、必ずしも適切ではないかなと思いますので、そこのところは少し

お考えいただければと思います。以上でございます。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、まず小川さん、お願い。その後、島田委員。 

○小川部長（電気事業連合会） 

 ありがとうございます。 

 いろいろ工夫されて、考えられていて、実務する立場としても、なんとか算出できそうだなと

いう気はしておりまして、１点質問と、あと１つお願いでございますけれども、質問は補正率の

ところで、オークションの前に出していただけて、これは実務をする立場としては非常にありが

たい。なるべく早く出していただければ計算できますので、ありがたいという点と、先ほど工藤

委員からありました確定値というのが、これもできれば早目に出していただけると、非常にあり

がたいなというところでございます。 

 それから、もう一点は、先ほど森口、工藤委員からありました、システムがどんどん複雑化し

ておりますので、前、このＳＨＫ制度が入ったときも、初年度というのはいろいろ、私も実務や

らせていただいたんですけれども、非常に情報を集めるのもいろいろありまして、特に初年度と

いう意味では、我々、実務をやった者の不満というか、いろんなことを聞いていただける場をぜ

ひ、あるいは、次の排出検討会でこういう意見があったというところで、もし不具合等がありま

したら、次の検討会で検討していただけるとか、そういうのをぜひお願いできればなと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○山地座長 

 では、島田委員、お願いします。 

○島田委員 

 ありがとうございます。 
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 期ズレについての補正のあり方自体は異論ありませんので、これで結構かと思います。一方で、

総論として、これまでの委員の発言と同様に、これまで度重なる調整の方法や補正の方法が積み

重なってきています。これらを行う民間側、それから行政側の、いわゆる取引費用の観点からも、

検討すべき時期に来ているんではないか、もう少し整理・再編してシンプルにするというような

ご検討も必要な時期になっているのではないかというふうなのが、全般的な意見になります。 

 １点、スライドの８ページの３ポツ目の米印にある、売れ残ったものを小売電気事業者の全体

に分配されるというところは、非常に重要なところで、この手続も、さらにここのチャートの中

に入ってくるんだと思います。その時期的な調整も含めて、きちんと手続きが回ることが担保さ

れるように、チャートに整理しておくべきではないかと思いました。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

大橋委員、どうぞ。 

○大橋委員 

 基本的に、案に対して反対するものではないんですけれども、多分、複雑になったという点で、

どういうところに懸念があるのかなと考えてみると、その一つはリーケージみたいなことがある

と、それを確認するのが結構難しくなるということのご懸念なのかなというふうに思いますので、

リーケージはないんだということを、ちょっとわかりやすくというんですか、きちんと説明する

というのは重要かなと思います。あともう一点は、それは国レベルですけれども、事業者間で公

平にきちんと数字が反映されているということもやっぱり重要な視点なのかなと思います。今回、

これで多分大丈夫なんだろうと思いますけれども、やっぱりそこらあたりというのは、今後も注

意して見ていかなきゃいけないのかなというふうに思います。 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 では、最初の論点に関して、一通りご発言いただきまして、質問もございましたので、事務局

のほうからお願いします。 

○鍋島室長 

 ありがとうございます。 

 工藤委員からご質問をいただいたところでございますけれども、まず、売れ残り証書のゼロエ

ミ価値は分配されるところでございます。 

 こちらにつきまして、先ほど、島田委員からもチャートに整理すべきではないかというご指摘
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がありました。確かに、この証書につきましては、実際に売れたものはその証書の購入者に帰属

しますけれども、売れなかったものにつきましては、従前どおりでございますけれども、ＦＩＴ

の賦課金をお支払いいただいた方、すなわち、全需要家に対して、均等に配分するということに

なります。したがいまして、この証書の販売状況を確認した後、速やかに、今までどおりでござ

いますけれども、その証書を買わなかった方への補正の手続の準備を進めていく必要がございま

す。その際の手続等につきましては、ちょっとチャートで、また改めて整理しまして、わかりや

すく需要家の方々、報告される方々にお伝えできるようにしたいと考えております。 

 それから、補正率につきまして、暫定値というご指摘、工藤委員からございましたけれども、

こちらは、資料におきましては、11ページの左下に暫定値を出すという記載に関して、ご指摘を

いただいているのだと思います。これは、小売事業者の排出係数の調整の予見性を高める、すな

わち、この年度の報告に利用できる最後のオークションの際に幾ら証書を買えばいいのかという

ところをわかるようにするために、なるべく早いタイミングで暫定値を公表するというものでご

ざいます。先ほど、小川委員からもご指摘ありましたけれども、そういう観点から、まず、最後

のオークションを行う前の段階で断定値を公表いたしますけれども、それと確定値が大きく異な

るかどうかというところはありますけれども、終了後、速やかにまた確定値を出していきたいと

考えております。 

 それから、工藤委員からご指摘いただいた点としまして、13ページのところの米印のところで

す。非化石証書の活用状況のモニタリングの観点から、非化石証書によってゼロミッション化さ

れる前の電気の排出係数の加重平均値を公表するという点でございます。この加重平均値につき

ましては、ここに書いてあるとおりでございますけれども、各事業者が、証書によって、どうい

う電気をゼロエミッション化したかということを、この事業者の排出係数ということから類推し

て、要すれば、その複数小売事業者の加重平均値を出すという考え方になります。この加重平均

値をもとに、どういうふうに、各団体等において活用していくかというのはこの各団体における

考え方によるのではないか。ちょっと説明が前後しますけれども、この加重平均値は、私どもと

しては、非化石証書の活用状況のモニタリングの観点から公表したいと考えておりますけれども、

一方で、この証書の利用方法などを確認して、証書を活用している企業を評価したいというよう

な団体におきましては、こういう排出係数の加重平均値を確認することによって、この証書が有

効に活用されているかどうかモニタリングしたいというようなニーズがあると聞いております。

どういう形で、その団体がこの証書の活用方法をモニタリングするかという点につきましては、

団体側のいろんな考え方もあるかと思いますので、私どもとしては、まず加重平均値を公表する

こととさせていただいて、それをさまざまな観点で、その団体において活用していただければと
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考えております。 

 それから、森口委員から、この資料の書きぶりについてご指摘いただいておりまして、９ペー

ジでございますけれども、最後の段落のところが、「例えば」という表記になっておりまして、

2017年度がこの説明の例になっているけれども、この2017年度と2018年度以降の問題は質が異な

るのではないかというご指摘をいただいたところでございますので、これにつきましては、改め

まして、表現ぶりを精査していきたいと考えております。 

 あと、小川委員から、初年度の取引を踏まえて、いろいろな実務の問題が生じた場合は、そう

いう意見を吸収して、見直しにつなげてほしいというご意見いただきましたので、こちらにつき

ましては、環境省とも連携しつつ、あと、この取引を行うＪＥＰＸとも連携しながら考えていき

たいと考えております。 

○山地座長 

 どうもありがとうございました。 

 本件、算数が出てくるので、ずっと字ずらを眺めていると、何となくわからなくなってしまう

んですけれども、10枚目のスライドのところをじっくり読んでいただければ、大体わかると思い

ます。 

 ちょっと時間に少し余裕があるので、私から多少の解説をすると、10枚目のスライドのＦＩＴ

発電量というのは、2017年度としては４期分、だから、３月末までありますから、合計で600億kWh

になる。一方、非化石証書は、これは例外的で、例としてはよろしくないという話があったけれ

ども、１期分がないので、１－３がないので、480となりますよと。この部分ですね。そのうち、

この10枚目のスライドにあるのは、30％が市場で売れましたよ。７割が売れていませんよとなっ

ています。どの期でも３割売れるというシミュレーションになっている。これで、しかし、排出

係数の全国平均で、500ｇ/kWhでやるとずれちゃうんじゃないですか。だから、この480というの

を使ったからずれてしまうので、ここ600使っておけば問題ない。その補正が次のところに書いて

ある。言われてみれば、それほどのもんでもないんですけれども、数値を読んでいくのは多少ス

トレスがかかるかなという感じかと思いますが、ご理解はいただいている。 

ただ、やはりわかりやすさというのは非常に大事ですので、そこは私のほうからも、事務局に

お願いしておきたいと思います。 

 あと、きょうは時間があるので、余計なことをちょっと言うと、非化石のフロアプライスの1.3

円/kWh。これ、平均排出係数、0.5キロ/kWhですから、キログラム当たりにすると2.6円、トン当

たりにすると2,600円。これくらいのオンプライス。上のほうは、8,000円になるのかな。そうい

う感じだという捉え方をしていただければと思います。 
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 したがって、内容的にはこれでいきましょうという。ただ、幾つか、今後、改善の余地がある

ねというところです。 

 では、２番目の論点です。これは、資料は簡単ですが、電気事業者の排出係数の告示にかかわ

る件でございますが、ご意見、ご質問等あれば、ネームプレートを立てていただければ。 

 では、森口委員。 

○森口委員 

 まことにささいなことでございますが、16ページ目のスライドで、ＳＨＫ制度というのが出て

まいります。典型的なジャーゴンで、ジャーゴンという言葉自身もジャーゴンだと私は思うわけ

ですが、こういう英文字の略語で、もとが日本語。もちろん類似のＮＨＫもそうでありますので

余り言えないわけですが、ＮＨＫほど普及すれば問題ないと思いますが、このような非常に特定

の日本語をこのように略すのは、典型的なわかりにくさの原因かと思いますので、ぜひともこう

いう習慣は改めていただければと思います。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 そうですよね。算定・報告・公表ですか。ＮＨＫに似ているからＳＨＫを使ったんだと思いま

すけれども、これはまさにジャーゴンだと思いますので、わかりやすさからいうと、やっぱり改

定の余地ありますね。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 内容的には、では、よろしいということで、進めていってよろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、３点目です。間接オークションとＣＯ２排出係数の整理に関することですが、同じ

ように、ご質問等ございましたら、ネームプレートを立てて。 

 では、工藤委員からどうぞ。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。 

今回の考え方については、基本的に賛成でございます。 

 確認を１点だけ。具体的な計算といいますか、特にここのＪＥＰＸのほうで、いわゆるＪＥＰ

Ｘの係数を算定するはずなのですけれども、特定契約をしている事業者分を、どういう形で算定

上運用されるのか、基本的な点を確認させて下さい。要は、ＪＥＰＸは、もう無差別にとにかく

取り込まれた電気の総量のkWhとＣＯ２排出量を計算してしまって、何かしらのエビデンスに基づ

いて、その部分を後から抜くという話なのか、ＩＤを策定されるということなので、そのkWhもし
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くは電源のＣＯ２の特定化は、最初から除外したような形の運用をされるのか教えてください。

○山地座長 

 これも発言まとめて対応ということで。では、ちょっと順番。島田委員からお願いします。 

○島田委員 

 間接オークションの排出係数の考え方のスライド23ページです。上のほうに丸が２つあって、

原則ＪＥＰＸ係数で、下のほうは紐付け、特定されれば利用することが可能としてはどうかとい

うことで、選択制という制度の設計になっています。この考え方は、これを使う事業者は、そう

いう取引をすることで排出係数を下げられる事業者に向けた制度で、そういった取引を促進する

ような狙いも選択制の中で含まれているのかどうか、まず、その点、教えていただきたいと思い

ます。 

○山地座長 

 では、森口委員、どうぞ。 

○森口委員 

 ２点ございます。 

 １点目は、島田委員から、今ご発言のあった23ページのあたりに関係するんですが、選択制と

して、特定の取引に関しては実際に買った電気の排出係数にしていいということなんですが、そ

うすると、それをそう計算すると、バランスをとるために、それ以外のところとの平均が動きま

すよね。それはちゃんとバランスとって、そちらは、ある特定のものを抜いた後の平均の排出係

数を算定されるスキームに、なっていると理解しているんですが、それでよろしいかどうか。そ

の場合に、それを選ばなかった人に対しては、実は係数が間接的に影響を受けますよということ

が、ちゃんと伝わるかどうかですね。そこのところを確認いただきたいというふうに思います。 

 基本的には、以前検討されたメニュー別排出係数の話とかなり近いんだと思いますが、できる

限り、実際に売られた電気の電源を特定して、やはり、それに沿ったものにしていただきたいと

いうのが私の意見なんですが、なかなかそれの算定が困難な場合には、平均的なものを使わざる

を得ないところはあるとは思いますけれども、要は、その全体のバランスを崩さないようにして

いただきたいというのが大原則かなと思います。 

 今のが、実際に、この検討会そのものの所感です。２点目はちょっとその域を超えるのかもし

れませんけれども、せっかくきょう時間あるようですので、少しコメントといいますか、後学の

ために教えていただきたいんですけれども、19ページ目のスライドで、これはあくまで参考です

ので、この検討会で今議論していることの背景として、こういうふうに決まってきましたよとい

うことのご説明かとは思います。 
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 その上であえてお伺いするんですが、上のほうにある２つ目の丸で、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と書かれているわけですが、ここでいうコストの安いって一体

何なんだろうかというのは、かなり重要な点かなと思います。基本的には、これ、理解では燃料

費というか、オペレーションに係る部分かとは思いますけれども、特に、今回対象になってくる

再生可能エネルギーなんかが中心にあるとすれば、それはやっぱりオペレーションに係る部分と

初期投資に係る部分の比率というのは、従来の燃料費が主体になっているものとは全く変わって

くると思います。もちろん、原子力のバックエンドの話なんかし出すと、これはまた全然別の話

になるわけですけれども、このコストの安い電源ということの決まってきた背景に、そのあたり

の議論がどの程度あったのか、なかったのかというのを教えていただければなと思います。 

 結果的に、ここで議論しているような非化石価値であるとか、あるいは再生可能エネルギーで

あるとか、そういったものが入りやすい仕組みになっているのかどうかという、実態も教えてい

ただきたいなと思います。 

 行きつく先は、さっき山地座長から、炭素価格にすると幾らぐらいというお話もございました

ので、炭素価格も乗せた上で一番安い電源からみたいなところも、一つの理想像としてあり得る

のかもしれませんけれども、当面ここでやっているコストの安い電源順ということの運用の結果、

どのような電源が入ってくるのか、要するに、結果的にそれが日本全体としての二酸化炭素排出

量の削減に逆行するような制度になっていない、と私は信じておりますけれども、やっぱりそう

いう意味では、せっかくの貴重な設備を使うということと温暖化対策とが、ぜひ同じ方向を目指

していていただきたいので、それがそのように見込める制度になっているのかどうかということ

を教えていただければと思います。 

○山地座長 

 では、大橋委員、お願いします。 

○大橋委員 

 私も23ページ目になるんですけれども、２ポツ目の特定契約にかかわるものは、事業者が特定

契約にするかどうかというのを選択する形になっているのかどうかというの１点と、あと、２点

目は、仮にですけれども、もしそうだとすると、別の制度の仕方として、例えば、間接オークシ

ョンを使うもの全てについて、こういうふうな形にすると、特定契約のような形にもっていくと

いうことというのはできるかどうか。事務的に負担がかかるのかもしれませんけれども、ちょっ

とその点、２点教えていただければと思います。 

○山地座長 

 ほかにはよろしゅうございますでしょうか。 
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 では、一通り、発言一巡しましたので、事務局から対応、お願いいたします。 

○鍋島室長 

 ありがとうございます。 

 最初の、工藤委員からのご指摘をいただいた件でございますけれども、工藤委員からご指摘を

いただいたのは、ＪＥＰＸの係数の算定時に、23ページの図でいうところの、例外とされたこの

取引に係るその排出量を抜いて、分離して計算するのかという点でございますけれども、それは、

そういうふうにしようと考えております。そういう観点からも、今回、この例外としたものにつ

きましては、ＪＥＰＸにおいて特別のユーザーＩＤを取得していただこうと考えておりまして、

この例外に当たる計算方法をするのはこのユーザーＩＤですというふうに事前に決めて、教えて

もらった上で、そのユーザーＩＤについては、そのまま排出係数の計算に使っていただく。そう

いう特殊なユーザーＩＤでないものにつきましては、全て合算して加重平均を出すということで、

ＪＥＰＸ側できちんと管理していただこうと考えております。こういうところについては、きち

んと例外とその他の部分につきまして、仕分けができるようにしたいと考えております。 

 次に、島田委員から、この原則と例外は選択制なのかというご質問いただきまして、これ、大

橋委員からのご質問も関連するのだろうと思っておりますけれども、原則にするか例外にするか

というところについて、なかなか、どちらの取引形態をするかということについては、強制が難

しいんだろうと思っております。 

 と申しますのも、従来から、この連系線またぎの取引というのはございまして、これを今後、

間接オークションに移行する際に、多くは特定契約という形をとるのだろうと思いますけれども、

他方で、これは民事的な事業者間の話し合いによるものと思っておりますので、この特定契約と

いうものを結ばないということも論理的には考えられる。通常、そういうことは余りないとは思

っているんですけれども、これは当事者間の私的自治の範囲内の話だろうと考えております。大

きな意味でいいますと、原則の方法をとるのか、例外の方法をとるのかというのは私的自治です

ので、事業者の考えによるのだろうとは思います。その一方で、この例外の方法をとって、特定

契約を結んで、ユーザーＩＤを取得して、そこで約定しているというものにつきましては、そこ

で選択制を認めるということではなくて、そういうものについては、そういう例外のやり方を使

って取引をしている以上は、排出係数はこの電源紐づけ紐付けの排出係数にしてくださいという、

ここは選択ではなくて、そういう取引方法をとっている以上はそうしてくださいというふうにお

願いするというか、そういう制度にするのだろうと考えております。 

 その上で、森口委員からご指摘いただいた点でございまして、これは本検討会の検討内容とは

直接関係するものではないところだと思いますけれども、資源エネルギー庁でこの制度にかかわ
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っている者として、私見も含めて申し上げますと、この間接オークションという制度を導入して、

コストの安い電源順に送電させるというルールをつくるという点ですが、ここでいうコストの安

い電源順というものは、ＪＥＰＸの取引上、コストの安い電源がＪＥＰＸで約定され、その約定

した電源が動いていくという仕組みだと理解しております。ＪＥＰＸにおいて約定する電源とい

う、つまり、ＪＥＰＸに投入する際の売り入札価格が低い電源というのは、その通常の経済活動

としては、事業者にとっては短期の限界費用が低いものになると考えております。場合によって

は、利潤だとかさまざまな観点で入札行動が変わるかもしれませんけれども、基本的には限界費

用だと考えておりまして、その際に、再生可能エネルギーを含めた非化石電源というものは、一

般的には限界費用は低いと考えておりますので、そういう意味でいいますと、従来、先着優先で、

そうしたコストとかかわりなく、予約が早いものが連系線を使うという仕組みに比べますと、非

化石電源もそうだと思いますけれども、こういう限界費用の低い電源、そういう電源が社会にお

いて活用される率は高まっていくのではないか。これは私見でございますけれども、そのように

考えております。 

○山地座長 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 はっきり答えなかったかもしれませんが、当然ですけれども、先ほどの非化石価値の売れ残り

分をみんなに分配するのと同じように、全体のバランスはとるということが前提です。 

 ということで。竹廣さん。 

○竹廣部長（エネット） 

 ありがとうございます。 

 間接オークションが入ってくるということで、一つ難しい問題が出てきて、いろいろとお考え

いただいた案が、きょうご提示されていると思っています。 

今、鍋島室長からのご質問に対するお答えも踏まえますと、ＪＥＰＸの係数を算出しないとい

けないということから、そういう意味では、選択制ということの前に、特定契約分の約定量を把

握しないといけないということでＩＤを発行する、複数のＩＤを発行して対応するという案だと

理解をしております。一方で、実務上、いろいろと社内で議論をすると、やはりこの複数ＩＤ方

式を、今運用しているシステムに適用するとなると、システム改修が数百万円レベルでかかって

くるということもわかってきています。また、日々の入札の業務においても、やはり複数のＩＤ

で実際の入札をやっていくということで、作業がふえるということもあります。本当は、ここで

妙案をご提示できればいいんですけれども、今のところ出てはきていないのですが、パブコメも

あるということでございますけれども、妙案があるかどうかも含めて、事業者の声もお聞きいた
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だければと考えております。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 では、島田委員、どうぞ。 

○島田委員 

 二度目の発言で失礼しますが、先ほど、事務局からのご説明をお聞きすると、この23枚目のス

ライドは、上段が原則で下段が例外と書いているんですが、必ずしもそういうふうに想定してい

ないというご説明をうかがいました。そうしますと、前者をデフォルト、原則といってしまうと、

ナッジの考え方でいうと、そちらに誘導する政策と曲解されるおそれもあります。そこでフラッ

トに、２つの選択肢がありますという整理のほうがいい、あるいは大橋先生がおっしゃるように、

むしろ将来的には紐付けのほうにもっていくべきだというふうに考えるんであれば、そちらを原

則にするという整理を含め議論が要ると思います。今、竹廣部長からのシステムコストというこ

とも含めながら、検討すべき課題だとも思いますが、もう一工夫、この表現ぶりの再検討があっ

ていいのではないかというのが１点です。 

 もう一点、これは将来的な課題になろうかとは思いますが、昨今、ブロックチェーンを用いた

トラッキングという技術もかなり金融技術として進んできております。電力取引の世界でも、政

府としても、技術開発、研究開発を進めていると承知しております。そういった技術も活用した

トラッキングをしながら、できるだけ実の取引の状況を把握できるような努力もすべきと思いま

した。以上です。 

○山地座長 

 では、立ってましたから、森口委員。それから、大橋委員と回したいと思います。 

○森口委員 

 二巡目で申しわけありません。一巡目で余計なことを申し上げたので、鍋島室長、ちょっとそ

ちらのほうに気をとられてしまったのかと思います。ちょっと、念のため、申し上げます。23ペ

ージに関しては、２つ言ったつもりで、１つはちゃんとトータルのバランスが合うのかどうかと

いうことと、もう一つ、私の考え方として、今ここで例外とされているほうの考え方を、私は原

則として支持をしているということを申し上げたつもりでございまして、島田委員からのご発言

がありましたとおりでありまして、基本的にはメニュー別排出係数のときに申し上げたことなん

ですけれども、実際に使われた電気がどうやって使われたかということを、全ての制度において、

なるべくそのようなもので算定をしていっていただくのが適切であろうというふうに、私は考え

ておりますので、改めてそのことを申し上げたいと思います。 
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○山地座長 

 では、大橋委員、お願いします。 

○大橋委員 

先ほど２点ご質問させていいただいて、お答えいただいて、ありがとうございました。 

 質問した趣旨なんですけれども、多分、私、ＪＥＰＸ係数をどうつくるのかというところがち

ょっと理解があやふやなので、ご質問させていただいたんですけれども、この制度にすると、恐

らく何が起こるかというと、ＪＥＰＸ係数よりもいいものを特定契約として結ぶことになるだろ

う。そうすると、残るものがあるんですけれども、ＪＥＰＸ係数って、それに応じて下がるんで

すが、だけれども、これ、紐付けは事業者もあるし、電源でやっている場合もあるんだと思うん

ですけれども、全体としてちゃんと整合する形になっているのかなというのがちょっと疑問に思

って。確かに、そもそもＪＥＰＸは電源紐付けをしないということでやってきたので、そういう

意味でいうと、例外にするというのは、その流れでいうと正しいのかなという感じもするものの、

ただ、多分、ＪＥＰＸ係数のつくり方がきちんとされていればいいんだと思いますけれども、そ

こだけ気になったということです。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 確かに、重要なポイントだと思って、聞いておりました。 

システム改修コストとかいうのは、先ほどの取引費用みたいなもんなんで、できるだけ抑えて

いきたいということですけれども、この23枚目のスライドのところの、原則、例外という位置づ

けですね。だから、何もアクションとらなければ、デフォルトとしてこうなりますよ。それを原

則とまで言ってしまうと、確かにちょっと強いかもしれませんね。そのあたり、事務局、いかが

お考えですか。 

○鍋島室長 

 ありがとうございます。 

 この原則、例外の問題ですけれども、ＪＥＰＸの取引量の太宗を占めるものとしましては、こ

の原則といいますか、ほとんどはこの原則のほうにいくんだと思います。特別に当事者間でこう

いう特定契約を結んだり、相対取引を結んだりというものは、ＪＥＰＸの取引量の全体からする

と一部なんだろうと思います。他方で、今まで排出係数の際に、この契約に基づいて電源が特定

できる場合としていたような相対取引について考えますと、それはほとんどの場合は、この下の

例外というところにいくのであろうと考えております。という観点でいいますと、そういう「例

外」という表現ぶりがやや誤解を招くものかもしれず、ここは改めて精査したいと思っておりま
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す。 

 なお、大橋委員からご指摘をいただいていました、全体像としてどうなのかというところでご

ざいますけれども、これ、大橋先生ともいろいろご相談、あるいは検討していただいているとこ

ろでございますけれども、この間接オークションに関しまして、例えば間接送電権というものを

発行する、あるいは経過措置というような、そういう制度が別途ございまして、すみません、断

片的に申し上げていますけれども、相対取引を活用する上で重要な枠組み、仕組みとして、そう

いうものを現在検討しているところでございます。 

そうした際に、一方で、例えば経過措置という制度を用いることで、経済活動として相対取引

を行っていることが明らかでありながら、一方で、この排出係数の検討に当たっては、例えば、

ご指摘いただいたようなＪＥＰＸの係数との関係できちんと報告しないというようなことがある

ことは、もちろん、望ましくないと考えております。そうした観点から、できるだけ制度間の整

合性は確保していく必要があると思いますし、その際に、なるべく少ないコストでそういうこと

が実現できるように、ＪＥＰＸのユーザーＩＤの仕組みなどを活用していきたいと考えておりま

す。 

 その際に、竹廣委員からご指摘ございました点ですが、このシステム改修コストというのは、

どちらかというと、事業者側のさまざまな日々のトレーディングを行う際の、今、自動化処理を

している部分についての改修費用だと認識しておりますけれども、これも、なるべく少ないコス

トでできるような工夫をできないか、内部でも検討していきたい、ＪＥＰＸとも相談していきた

いと考えております。 

○山地座長 

 この件は、したがって、原則、例外というところの表現を少し、今後調整する、そういう理解

でよろしいんでしょうか。 

貴重な意見、ありがとうございました。 

という対応をした上で、パブリックコメントということですね。これ、パブリックコメントは

いつからやるんです。 

○鍋島室長 

 ちょっとこの後の点でご相談しようと思っていたところでございます。 

○山地座長 

 そうですか。では、ということで、この資料２に関する議論、よろしいでしょうか。 

そうしますと、資料３がパブリックコメントについてでございますので、まず、これの説明を

していただいて、今後の対応を考えたいと思います。 
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○鍋島室長 

 資料３をごらんいただければと思います。 

 パブリックコメントについてですけれども、本日のご議論いただいている資料については、本

日の議論を踏まえまして、修正いたしまして、通達の改正内容とあわせて、パブリックコメント

を行おうと考えております。 

 時期ですけれども、４月以降に１カ月間の時間をとりまして、実施したいと考えております。

また、意見募集期間が終了した後に、意見に対する政府の考え方も取りまとめた上で公表したい

と思いますし、パブリックコメントの内容を踏まえまして、必要に応じて、この改正内容を修正

したいと考えております。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 ４月以降、１カ月間。しかし、その後もありますから、そんなに余裕があるわけじゃないんで

すけれども、そういうタイミングでパブリックコメントを行うということでございます。この件、

さっき最終的な修正をどうするかというのはありましたけれども、そこも含めて、コメントとか

ご質問とかいただければと思います。いかがでしょうか。 

 では、森口委員。 

○森口委員 

 ちょっと総論的なことになりますが、資料３で、今ご説明いただいたんですが、資料２の最後

のスライドに、通達の改正時期等についてというあたりが書かれていて、そこの資料を拝見しな

がら考えていたことを２点、申し上げたいと思います。 

 １点は、パブリックコメントでどういう議論があったのか、我々非常にこの問題、関係者がど

ういうふうに注意しておられるのか関心がございますので、ぜひ、委員のほうにも、そういった

ことをお知らせいただければなと思います。 

 ２点目は、きょうの前半というか冒頭に、山地座長のほうから、大体、年に１回でという話が

あり、一方でいろんな改正を重ねてきているというのがありますので、次回、いつ開かれるのか

わかりませんけれども、これまで、どういう時期に何を変えてきたのかという、歴史をそろそろ

一度まとめていただく時期に来ているかなという気がしております。現状どうなっているのか、

あるいは、過去に決めたことに関して、どういう運用がなされているか。例えば、メニューの話

とか、いろんな話があったわけですけれども、実際にどのように運用されているのかということ

を教えていただければなと思います。 

その都度、変わるところだけが審議にかかって、そこの部分については我々チェックがかかる
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んですけれども、やはり、制度というのはずっと累積的に変わってきているものですので、そう

やって過去からずっとストックされてきたものが、全体として健全に運用されているかどうかと

いうのを見届けるのも、我々の責務だと考えておりますので、ぜひ、そのように次回以降、工夫

をしていただければありがたいと思います。 

○山地座長 

 では、工藤委員、どうぞ。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。 

 スケジュール等について、特に異論ございません。 

 １点、先ほど最後に質問した内容にも絡むのですが、任意にせよ、この非化石証書によって何

を代替したかについて加重平均で説明してくださいというのは、合理的なやり方だと思っていま

す。いずれにせよ、これによって排出係数の算定方法が決まってきますと、小売の段階で、非化

石証書を活用したメニューが、様々な形でこれから出てくると思っています。加重平均でやって

いる場合においては、比較的まだマイルドな訴求になるような気がするのですけれども、やりよ

うによっては、ある意味で誇大な表現をしたりとかということも起こり得るのではと懸念してお

ります。これは、この委員会ではなく、別の委員会の所掌だとは思っているんですが、非化石証

書の環境価値の訴求の方法、特にマーケットのほうで、今後どういうふうになっていくのかとい

うあたりについては、公平、公正と先ほど言いましたが、３本の矢で活用可能ということは、様々

な場で訴求されることにもなりますので、その辺について継続的にウオッチすることが今後の課

題になるのではということをお伺いしたくて、先ほど内容について確認させていただいた次第で

す。以上です。 

○山地座長 

 どうもありがとうございます。 

 そうしますと、全体としてわかりやすくという総論的なコメントも踏まえた上で、内容的には、

しかし、やっぱり、間接オークション導入に伴うところの、23枚目のスライドの対応の、特に、

その原則とか例外という表現ですか。ここについては、やっぱり委員の先生方のコメントを踏ま

えて調整した上で、パブリックコメントをかける、そういう対応でよろしいですか。 

 ここでどういう文案にするかというところまで、なかなか詰め切れないので、毎回やる方法で

ございまして、恐縮ではありますけれども、修正については委員長一任、座長というんですか、

座長一任ということに対応させていただければと思います。ですが、有益なコメントがあれば、

事務局のほうにタイムリーにインプットしていただくのは、事務局側も歓迎だと思いますので、
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ただ、タイムリーというのは、これ、どれぐらい急いでいますか。今日中とかですか、どのあた

り。 

○鍋島室長 

 なるべく早くというところでございますけれども、やはり、非化石証書の取引改正は５月を予

定しておりますので、パブコメなんかもそれの前にできるだけ行って、意見も反映して、制度を

固めていきたいと思っております。５月がデッドラインかというと、むしろ、その次の報告のタ

イミング、６月とか７月かもしれませんけれども、いずれにしても、余り時間がございませんの

で、早目にいただければと思います。 

○山地座長 

 私の気持ちとしては、だから、週末もありますので、来週早々にはお願いします。もし、あれ

ばですよ。ただ、きょうご発言いただいたことは、ちゃんと事務局が受けとめているはずですの

で、それの方向で修正していくということだと思います。 

 大体、きょうの議論のポイントは以上ですが、全体を通して何かということ、発言、ご希望ご

ざいますか。 

 よろしいですか。 

 そうしましたら、以上で今回の議論を終わりたいと思いますけれども、本日の資料と議事につ

いては、経済産業省のホームページで公表するということでございます。 

 では、事務局から、最後に何か一言ありますか。 

○鍋島室長 

 特にございません。 

○山地座長 

 ということでございますので、第15回の温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法に関する

検討会を閉会させていただきます。 

 どうもご多用中のところ、ありがとうございました。 

――了―― 


