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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８回会合） 

平成25年２月14日 

 

日時：平成25年２月14日（木）17：00～17：50 

場所：経済産業省別館1111号室 

議題 

１.再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入に伴うＣＯ２排出係数の調整方法について 

２.グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度における認証状況について 

３.その他 

 

【江澤室長】 それでは、定刻になりましたので、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８回会合を開催させていただきます。 

 議事に先立ちまして、まずは新委員のご紹介をさせていただきます。専修大学経済学部の鶴

田委員が退任され、今回より東京大学大学院経済学研究科の大橋教授に、委員にご就任いただ

いております。 

【大橋委員】 大橋でございます。よろしくお願いいたします。 

【江澤室長】 それでは、以後の議事進行は山地座長にお願いいたしたいと思います。 

【山地座長】 ご多用中のところお集まりいただき、ありがとうございます。 

 たまに開く会合なんですけれども、前回は余剰買取で排出係数の調整をしましたけれども、

皆さん、ご存じのように昨年７月から再生可能エネルギー発電の全量固定価格買取制度が始ま

りましたから、それに伴うＣＯ２排出係数の調整方法についてであります。後で事務局から説明

していただきますけれども、基本的には余剰のときと同じ考え方です。少し思い出していただ

くと、コントロールトータルで誤差がどれぐらいかという確認が必要になりますけど、そこが

メインです。あとはＣＯ２削減相当量認証制度における認証状況についての報告があるというこ

とでございますので、よろしくお願いいたします。 

 まずは、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 

【江澤室長】 配布資料の確認をさせていただきます。お手元の資料一覧をごらんください。

議事次第、資料１が委員名簿、資料２はパワーポイントの資料でございます。資料３もパワー

ポイントの資料で、「グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度における認証状況等につい

て」という資料でございます。資料４「パブリックコメントについて」、資料５「今後のスケ

ジュール案」でございます。資料は以上でございます。不足がある場合にはこちらにおっしゃ
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っていただければと思います。 

【山地座長】 資料のほうはよろしいでしょうか。 

 そうしますと、早速、議事に入っていきたいと思います。まずは、本日のメインの議題であ

ります「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入に伴うＣＯ２排出係数の調整方法につい

て」。資料２が出ていますので、まずはこれを事務局からご説明いただきます。 

【中野補佐】 基盤課の課長補佐の中野でございます。本日は、お忙しい中お集まりいただき

ましてありがとうございます。 

 資料２に基づきましてご説明させていただきます。１ページ目の「前回までの議論の整理」

というところです。太陽光余剰買取制度のもとでは、一般電気事業者の供給区域ごとに、一般

電気事業者と新電力の需要家に対して一律の太陽光サーチャージ単価が設定されているという

状況があり、このため一般電気事業者が買い取った太陽光余剰電力量の環境価値については、

一般電気事業者と新電力の供給区域ごとにそれぞれの需要家に公平に分配することが必要とな

り、そのような観点から排出係数の調整方法を整理する必要がありました。 

 この点につきまして、ちょうど前回の検討会から１年くらいたってしまっていますけれども、

前回の検討会で検討を重ねた結果として、制度の簡便さ、わかりやすさ、今後導入される再生

可能エネルギーの固定価格買取制度との整合性という観点から、一般電気事業者の供給区域ご

とに、ＣＯ２排出量ではなく買取電力相当量―調整電力量という呼び方をするわけですけれども、

それによりＣＯ２排出量を調整するという整理とした次第です。この際、再生可能エネルギーの

固定価格買取制度との整合性も視野に入れながら整理させていただいておりましたので、それ

を踏まえて今回の細かいところを整理したというところでございます。 

 ２ページ目は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入に伴う排出係数の調整方法の

具体論です。先ほど山地先生のほうからもありましたけれども、平成24年７月から導入された

再生可能エネルギーの固定価格買取制度、いわゆるＦＩＴと呼ばれるものですけれども、これ

において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ということに

なっております。ですから、供給区域ごとというところで整理していた余剰買取制度とは前提

が異なってきます。 

 ２つ目の丸です。他方、先述の太陽光余剰買取制度の導入に伴う排出係数の調整方法は、Ｆ

ＩＴ導入後の制度の整合性も見込んで整理されたものであり、ＦＩＴ導入に伴う排出係数の調

整については同様に調整電力量によりＣＯ２排出量を調整します。これを基本としながら必要な

補正を加える形で枠組みを考えるということで整理しました。 

 １点だけ、注意点としては平成24年度の４～６月までは太陽光余剰買取制度が存在しており
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ます。その上で、７月以降にＦＩＴに集約されるという形となっておりますので、併存する期

間が存在するということが留意点としてあります。最終的にはＦＩＴに１本化されますので、

そういう前提でどう整理するかというところがございます。 

 具体的な調整方法は３ページ目です。上から４つ目の青色の枠の中からご説明するのがよい

かと思いますが、今回はまず「ＦＩＴ調整電力量」というものを整理しました。要は、「ＦＩ

Ｔによる買取電力量」の全国総量にそれぞれ「個社販売電力量」のシェアを掛け合わせたもの

を「ＦＩＴによる個社買取電力量」から引くという整理をしたものでございます。それに「実

ＣＯ２排出量」を掛ける形で、赤字の下から２つ目の横長の四角に書いてあるとおり「ＦＩＴ調

整ＣＯ２排出量」を整理しております。それを、その１つ上にあるとおり「実ＣＯ２排出量」と

「ＦＩＴ調整ＣＯ２排出量」を足したものから「京都メカニズムクレジット等」をマイナスした

ものを「調整後ＣＯ２排出量」として整理しました。それを「個社販売電力量」で割ったものを

「調整後ＣＯ２排出係数」と整理するということでございます。 

 留意点としては先ほどとかぶる部分がありますけれども、下の四角の中に書かせていただい

ているとおり24年度と25年度については余剰買取とＦＩＴの両方が併存することになり、それ

らを踏まえた調整が必要になるという点です。 

 ２つ目の丸の、平成24年度については平成23年（暦年）の余剰買取電力量に応じたサーチャ

ージ回収分を、平成25年度は平成24年１月～６月の余剰買取電力量に応じたサーチャージ回収

分をそれぞれ調整する必要があるというところが具体的なところでございます。 

 具体的な式は、次ページに示しております。要は、ＦＩＴ分と、一番下の枠に書いてある

「余剰買取調整ＣＯ２排出量」のそれぞれで調整する必要がありますというところを示したもの

でございます。詳細は割愛させていただきます。 

 ５ページ目は、そうやって考えたときにどうしても総ＣＯ２排出量に誤差が生じる形になって

しまうということです。１つ目の丸ですけれども、ＦＩＴによる買取電力量が一部の事業者に

集中した場合にＦＩＴによる環境価値を再分配すると、事業者ごとに実排出係数が異なるので

誤差が生じることになるという事情がございます。それがどのぐらいかを整理させていただい

ております。平成24年度のＦＩＴによる買取電力量の見込みは約120億kWhでございます。これ

の環境価値の再分配による誤差を試算すると、結果は表に示してあるとおりなんですけれども、

相当デフォルメした試算ではありますけれども一般電気事業者の排出量がプラス13.5万トン、

新電力の排出量がマイナス11.4万トンというところで、差分としては約2.1万トンです。 

 他方で、これがどのぐらいのインパクトのある数字かというところは、２つ目の丸の「すな

わち」以下です。電気事業分野全体の総ＣＯ２排出量が約4.5億トンですので、これに対する誤
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差の約2.1万トンというのは0.005％程度です。排出係数においては、小数点第５位に影響を与

える程度となっているということでございます。これを踏まえると、この誤差が排出係数の算

定に与える影響というのは、現時点では極めて僅少であると整理できるのではないかと考えて

おります。いわゆるネグリジブル・スモールな世界として整理していいのではないかと考えて

おります。 

 ６ページ以下は、今申し上げましたような前提で具体的に通達をどう改正するかというとこ

ろです。６ページの右側の赤字で書いてあるところが今次の改正箇所になります。要は、ＦＩ

Ｔ調整電力量、あるいはその係数をどう調整するかというところを追記させていただいている

形になっております。次の７～９ページも、それを踏まえて別紙様式などをどう改正するかと

いう話ですので、細かいところは割愛させていただきたいと思います。ここまでがＦＩＴを導

入するに当たって、どのように調整するかという点から整理させていただいた内容です。 

 10ページ目は、今後、どういう改正が見込まれるかというところで、少なくとも現時点で認

識できているものについて整理させていただいております。これらは認識はしているものの、

実際にこの制度に基づいて電気事業者の算定・報告が行われるのは平成26年度以降になります

ので、今後の状況も踏まえながら来年度以降のこの検討会の場で整理していくということで考

えております。 

 具体的には、大きく２つ、全部で３つあります。１つ目が「太陽光余剰買取制度に基づく排

出係数調整の削除」ということです。先ほどもＦＩＴにかかる調整の中でもご説明しましたけ

れども、いずれ太陽光余剰買取制度についてはＦＩＴに１本化されます。その１本化された後

については、余剰買取について措置している部分というのは基本的に削除するということで考

えているのが１つ目です。 

 ２つ目は、制度改正に伴っていじる必要が出てくる部分というのがあるということでござい

ます。（１）は温対法の改正に伴う通達の見直しです。今の通達の中では、冒頭に京都議定書

第３条の規定に基づく約束を履行するためという規定があるものですから、ここの文言が今次

の温対法の法改正やそういったところを踏まえて微修正をする必要が出てくるところです。文

言修正の範囲だとは思いますけれども、改正する必要が出てくるのではないかというのが１つ

目でございます。 

 （２）は、今、国内クレジット制度とＪ－ＶＥＲ制度を統合するという話がございます。そ

うした場合に、通達の別紙７では電気事業者の調整後二酸化炭素排出量の算定に用いることが

できるスキームが整理されているんですけれども、それの書きぶりを少し変えていく必要があ

るというところでございます。いずれも今後の話ですので、来年度のこういった場で議論をさ
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せていただくということで考えております。 

 説明は以上です。 

【山地座長】 どうもありがとうございました。 

 基本的には前回の余剰買取のときの考え方を踏襲しているわけですが、数式で書くと四則演

算でごちゃごちゃしています。今の事務局の説明につきまして、ご質問、ご意見等がございま

したらお受けいたします。いかがでしょうか。 

 では、工藤委員、どうぞ。 

【工藤委員】 ありがとうございます。１年前の前回の議論を踏襲した基本的な考え方ですの

で、この整理に異論はないです。 

 ただ、前回も申し上げたので、もう一度確認いたします。５ページの誤差の考え方の表記な

のですけれども、「排出係数へは小数点５位に」と言われているその排出係数が具体的に書か

れていません。どの排出係数を指しているのかを明確にしていただかないと、小数点５位が何

かわかりません。恐らくこれはkgＣＯ２/kWhだと思いますができればそれを書いておいていただ

きたいと思います。 

 強いて言いますと、毎年この会議が開かれた上で、チェックをして影響が出たから変えまし

ょうという流れなのか、将来的にこうなりそうなので変えましょうという議論になるのかにも

よるんですけれども、恐らくFeed-in Tariffは数量的なものが見込みづらいところがあります。

こういうものがどの辺まで行ったらちゃんと考えなければいけないのかという相場観みたいな

ことは、次回ぐらいにFeed-in Tariffのパフォーマンスも含めて整理しておいていただけると

ありがたいという気がいたします。 

 あと１点、本題とは直接関係ないのですが、今回、Feed-in Tariffが入ってきたので確認し

たいと思います。いわゆる環境価値の考え方ですが、Feed-in Tariffでは基本的にkWhの費用負

担を需要家が行うことで環境価値も需要家に転嫁された形です。この委員会で検討することで

はないということで全く問題ないと個人的には認識しているのですが、一方で設備を入れて買

い取ってもらっている人たちの排出量算定や、いろいろな公表のための排出量の説明の仕方に

何かしら配慮されているんでしょうか。 

 どういうことかといいますと、ダブルカウントを証書等で議論しているときに、必ず環境価

値が移転した側の方々が、環境価値の表記や公表について制度的に何か配慮しているのかとい

うことが証書制度ではいつも気にしております。今回のFeed-in Tariff等で、こういう形で明

確にkWhの原単位に反映させるとなったということは、裏を返しますと発電設備を導入して購入

してもらっている方々の排出量をどういう形で算定する考え方になっているのか、何か決まり
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事があるのかどうかについて教えていただければ幸いです。 

【山地座長】 後半の発電設備とおっしゃっているのは、再生可能エネルギーの発電設備のこ

とでしょう。 

【工藤委員】 そうです。 

【山地座長】 系統逆潮としている部分と自家消費する部分がありますよね。系統逆潮は今回

のやつで対応していて、環境価値の帰属は系統の電力消費者に行くけれども、自家消費分は当

然その人に帰属していると思います。 

【工藤委員】 気になっているのは、例えばバイオマスのような比較的容量の大きい発電設備

の電気の扱いです。その際、バイオマス発電を所有されている方のＣＯ２排出量の算定の考え方

は、どうなっているのか。要するに、ゼロエミッションでいいんでしょうか。もしくは、環境

価値が移転しているので、そこの発電設備から発生するＣＯ２があるとする評価をするのかとい

うことです。 

 グリーンエネルギー証書では、必ずダブルカウントを回避するために発電設備を所有する

方々には移転した環境価値相当量の環境宣言をしないように規定しております。それと同じよ

うな考え方がFeed-in Tariffで採用されているのか否か。太陽光の余剰買取の場合は家庭内の

非常に小さい世界なので余りそこまで気にせずともとは思いつつも、比較的大きい設備が入っ

て来たときに何かしら配慮しているのか否かというところを確認したかったのです。 

【山地座長】 事務局からお願いします。 

【江澤室長】 申し遅れました。電力需給室長の江澤でございます。 

 まず、設備を持っている方が仮にバイオマスでも、その電気をFeed-in Tariff下で電力会社

なりに買い取ってもらった場合にはこの制度に乗ってきます。先ほどの山地先生の逆潮したも

のというのはその整理でございます。 

 自家消費の部分については、恐らくゼロエミッションだと宣言されるんです。さらにもっと

深いところの質問は、グリーン電力証書を発行した場合はどのようになるのかということです

けれども、その整理については資料３でグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量証書制度の現在の

状況と、それがダブルカウントした問題について今どういう状況なのかということを整理させ

ていただいていますので、その中でご討議いただければと思います。 

【工藤委員】 わかりました。 

【江澤室長】 それから、済みません。５桁は、kWh当たりのkgのＣＯ２でございます。 

 実は、誤差という書き方がどうなのかというところもございます。係数の悪い者と係数の良

い者でのゼロエミ電源の価値というのは、キャンセルされる分の量が違うので、必ずこういう
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差分は生じてしまいます。これを誤差と言うべきかどうかというところはございますが、我々

としては、排出量の算定公表制度は有効数字３桁までを公表しますので、そこに影響を及ぼす

ぐらいだと何か考えなければいけないということであるんですけれども、まだ１桁くらいふえ

てもアローワンスがあると現時点では考えております。 

【山地座長】 ほかに何かご発言のご希望はございますか。 

 森口委員、どうぞ。 

【森口委員】 事前に資料を見せていただいたんですが、何分１年ぶりということでなかなか

頭が再稼働いたしませんで、これに追いつくのに時間がかかったんですけれどもようやく理解

できました。 

 ５ページの今まさに議論となった誤差と言われたところです。結論から申し上げますと、今

回はこの規模ですのでこのとおりでよろしいかと思うんですが、やっぱり収支が合わないとい

うのは何となく気持ちが悪いわけです。毎回、いろんな制度なりが導入されるたびに、それぞ

れに応じて計算方法を考えて何か合わない部分が出てくるというのは、やはり非常に二度手間、

三度手間になりかねないと思っております。基本的には、その都度、収支をきっちりと合わせ

ておく汎用性の高いことをやっておくということができないものなのかと考えておりました。 

 今回の過不足が出る原因は、今日ご説明いただいた資料の３ページの赤い枠で囲ってある

「ＦＩＴ調整電力量」に対して、「個社販売電力量」当たりの個社ごとの「実ＣＯ２排出量」が

掛かっています。結果的に、調整電力量にＣＯ２排出係数の個社ごとの重みが掛かった形で調整

されるがゆえに、その重みの分だけがずれてきてしまいます。それをずらさないためにはどう

すればいいかというと、調整電力量に掛ける原単位を各社ごとに変えるのではなく全国一律の

平均的な原単位にすれば過不足がなくなるはずだと思います 

 ただ、そのときに掛けるべき原単位が、それでいいのかどうか。現在、実際の排出係数が個

社ごとに異なるという中で、現在大きな排出係数のところが、カーボンフリーな電力が入るこ

とによって調整量が大きくなるということのほうが公平なのか。あるいは、既にカーボンイン

テンシティーの低い電力を供給しているところが、さらに低くなるということのほうが価値が

大きく分配されるべきなのか。多分、こういう議論をしなければいけなくなるんだと思います。 

 そういったことを考えますと、にわかに何がベストだという解は私も持っておりませんので、

今回はこれでよろしいかと思います。単純に過不足なく調整するということであれば、赤枠の

中にある右辺の２項目を対数の数字にすれば過不足はなくなるはずであるということだと思い

ます。ただ、そうすると、その数字を毎回計算しなければいけません。今のままですと、個社

ごとの排出係数に電力の部分を調整するだけで済むということで、確かに計算上はそのほうが
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楽だと思いますので今回はこれでよろしいかと思いますけれども、規模が大きくなってきたと

きに誤差が大きくなる算定方式というのは、やはり基本的にあまり望ましくないと思います。

工藤委員がおっしゃったように、より大きなものが出て来たときに、この制度ではなくても他

の電力供給が参入してきたときにも使えるような汎用性のある算定方式を、別途時間をかけて

考えておいたほうが潰しがきくのではないかと思います。ただ、今回は余りにも時間がありま

せんでしたので、今回に関してこの調整方法をとるということについては異論ございません。

今後に備えて、そういう考え方については準備しておいたほうがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

【山地座長】 事務局、いかがですか。 

【江澤室長】 基本的にご指摘のとおりだと思います。 

 ただ、同じ係数を使うと、もともとのその会社のＣＯ２排出係数で、水力ではどの程度効果が

あったのかというところにも影響します。実は、調整している部分だけではなく根っこの部分

にも影響しますので、その辺を考えていかなければいけません。森口先生が仰ったとおり調整

部分については同じ係数で調整すれば、つまり調整電力量ではなくＣＯ２量でトレードすればこ

ういった収支が合わないという問題は解決できると思いますので、これが大きくなったときに

そちらをとるかどうかというところをその時点で議論していくのかと思います。なかなか行き

当たりばったりな印象で大変申し訳ないですけれども、現状はそのように考えております。 

【山地座長】 では、島田委員、どうぞ。 

【島田委員】 私も、今回のＦＩＴ、余剰電力買取制度の調整方法については、この案で結構

かと思います。昨年も発言しましたけれども、現在のところでは非常に微々たるものですけれ

ども、いま誤差と言われているもののフォローアップはきちんと事務局でやっていただきなが

ら、定期的にこの委員会でもご報告いただきたいと思います。 

 １点、本題と少し外れるかもしれませんけれども、資料の３ページの下の箱の中に、制度の

経過で１月～６月分のサーチャージ分を調整するというようなやや煩雑な調整の話が注釈とし

てあります。ここで今後の課題としてご検討いただきたいものとして、ＣＯ２あるいは電力の排

出係数というものは、ずっと年度単位でいいんだろうかということを少し考えています。これ

からいろんな電力をめぐる状況が動いていく中で、例えば季節別の排出係数といったシグナル

を出して、需要家側に何かメッセージを発するということも制度としては検討していいんじゃ

ないかと思いました。長期的な課題になるのかもしれませんけれども、ご提案したいと思いま

す。 

 この手の委員会の議論は、ほかの制度に変わったからやや受け身でそれを見直していくとい
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うスタンスが多かったんですけれども、せっかくの温対法の制度ですからもう少しこれを使っ

て何か需要家側にメッセージを発して、ダイナミックに需要家側に行動変化が起こるようなこ

ともあり得るのかと思いましたのでご提案させていただきます。 

 以上でございます。 

【山地座長】 どうでしょう。温対法は年度ですか。季節というのはあるの。 

【江澤室長】 温対法の発想からしてということだと思いますが、煩雑さと実際のメリットと

か、その辺で考えていかないといけないということです。企業のほうも、係数を見てシフトす

るのかとか、その辺のメリット等もあると思います。 

 あと、今はどうしてもクレジットの償却があります。クレジットの償却とのタイミングで公

平性というところもあると思います。いろんな論点があるので、そういう議論はあると思いま

す。 

【山地座長】 今後、議論するときの論点の１つということで受けとめたいと思います。 

 大橋委員は、今回初めてで申しわけない。前回の議論の引き続きみたいなところがあるもの

ですからこのあたりで議論してしまいましたが、何かご意見はございますか。 

【大橋委員】 特段はないんですが、先ほどの森口先生のお話が非常にわかりやすかったです。

基本的にそうなんだろうなと思って伺っておりました。 

【山地座長】 一通りご意見をいただきましたけど、今回は事務局の提案で了承というご意見

だと思いますので、そういうふうに進めてよろしいでしょうか。したがって、この通達改正案

をこれで出していくということです。 

 では、ありがとうございました。今日のメインの議題はこれでございましたので。 

【谷口オブザーバー】 済みません。オブザーバーですけど、一言だけ。 

 森口委員のご発言で、補足的なところでお願いがございます。先ほどの、当面、この案を適

用することについて何か異論を申し立てるわけではないんですが、23年度のＣＯ２排出係数を見

たときに、新電力の中を見るとグリーン系の非常にＣＯ２係数の小さなところから石炭系の大き

なところまであります。この比率を見ると50倍くらいの差があります。ＦＩＴの全体量が全販

売電力量の１％くらいということを考えれば、誤差の範囲で片づくとは思うんですが、今後、

ＦＩＴの比率がふえていくと、この50倍の比率は各事業者に対する配分の不公平感というとこ

ろでかなり出てくることが想定されます。事業者ごとの影響というのも、今後、見直すときの

評価に入れていただけたらというのが１つです。 

 もう１つは、先ほどの全電源平均の排出係数で配布するというような一律の比率を使えば特

に問題はないんですが、原案では、販売電力量の同じ事業者が２社いるとしたときに、そのお
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客様から回収するサーチャージの金額は同じなんですけれども、自分が持っている排出係数の

多い少ないで、自分のところにかえってくるＦＩＴ調整量が結構変わってしまいます。物によ

っては、倍・半分の差が出るようなケースも少なくありません。公平配分という観点からも、

見直しのときに論点として追加していただければというのがお願いでございます。 

 以上です。 

【山地座長】 ごもっともな指摘であります。 

【江澤室長】 そうですね。係数によって影響が変わるという部分では、この考え方で太陽光

の余剰買取をやり、それとコンシステントな形で今回もやるという既定路線だったんですけれ

ども、どうしても影響の部分については、新たな論点ではなくもともと想定された論点ではあ

ったんですけれども、そういう影響も考えながら、電事連さんからも新電力さんからもいろい

ろご提案いただいて、またご相談していきたいと思います。 

【山地座長】 ありがとうございました。 

 今後、固定価格買取の量が増えていきますと、そういう問題が出てきます。それはチェック

していくということでございますので、その中で対応していくということにしたいと思います。 

 では、この議題については以上でよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、次の議題です。資料３「グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度における認

証状況について」でございます。まずは、資料３のご説明をお願いいたします。 

【中野補佐】 それでは、資料３に基づいてご説明させていただきます。 

 １ページ目の「グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度の現状について」というところ

で、課題が３つくらいあるということを冒頭に書かせていただいております。１つ目が、発電

事業者が電力のみを電気事業者に売電し、グリーンエネルギー証書を別事業者に売却した場合

に発生し得る環境価値のダブルカウント問題について、認証削減量分を加算する等の調整が必

要ではないかという点です。 

 ２つ目が、電気事業者が排出係数を算出する際の認証削減量の加算を行う必要がある場合、

各制度の認証委員会等が、無効化の有無や認証削減量等の情報を電気事業者に通知するよう制

度整備を行う必要があるのではないかという点です。 

 ３つ目は、クレジットの無効化時期と電気の排出係数算出の「期ずれ」が発生しないように、

クレジットの無効化期限を設定する必要があるのではないかといった点が課題としてございま

した。 

 こういった点を踏まえながら、前回の検討会でも議論させていただきました。そこでいただ

いたコメントとしましては、排出係数の算定・報告において、長年見直しがされていない排出
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係数等を用いており、それによる誤差に比べれば非常に小さい数字の議論なのではないかとい

う森口委員からのご指摘。今後の動向をチェックし、現在は無視できるものも、大きくなって

くれば当然取り扱うというスタンスでよいのではという山地座長のご指摘。グリーンエネルギ

ーのＣＯ２削減相当量の認定制度上、どの発電設備から発電され認証された電気か、最終的にど

の需要家にわたっているか、証書発行事業者に報告してもらうという管理をしており、制度上

の情報の公表、透明性は既に確保されているという工藤委員のご指摘などがございました。 

 これを踏まえて、今後どのように対応していくかを２ページ目にまとめさせていただいてお

ります。そもそもの実態ですけれども、グリーンエネルギー証書の平成24年11月末時点での認

定設備容量は約58万kWとなっておりました。その後、平成24年７月からＦＩＴが導入されてお

り、平成25年度の認定設備容量は見込みで約21万kWに減少するということが想定されています。

64％の減少です。こういった状況ですので、まずは今後の動向を注視していく必要があるとい

うことです。 

 ２つ目は、平成23年度末に当該制度が導入されて、平成23年度というのは申請期間が実は１

カ月しかございませんでした。ですから、同年度に認証されたクレジットは760トン程度にとど

まっているわけですけれども、これらは全て自家消費分の電力によるクレジットということで、

ダブルカウントの問題は基本的に発生していないということです。 

 ３つ目は、平成24年度申請分の認証は平成25年３月に行われる予定になっておりますが、認

証クレジットは最大で見積もっても約3.5万トン程度であります。かつ、そのうちの大半が自家

消費されるバイオマス発電が占めると予想されております。 

 そのような前提で、制度への影響をでき得る限り大きく見積もって、仮に平成24年度の認証

クレジットの全てにダブルカウントが生じて、かつ、全てを新電力が買い取っていたと仮定し

たとしても、下に試算がございますけれども差は約0.002程度ということで、排出係数の小数点

第３位に影響を与える程度にすぎないということでございます。 

 ですから、今後は平成24年度の認証状況等を精査し、ダブルカウントが生じる懸念のある系

統への販売電力によるクレジットと、自家消費電力によるクレジットそれぞれの認証された量

を確認し、それらが排出係数へ及ぼす影響も勘案しつつ必要な措置を検討していくということ

としてはどうかと考えております。 

 事務局からの説明は以上です。 

【山地座長】 ありがとうございます。 

 ２ページ目の下側を書くと、何か起きそうで誤解を招きそうなんですけれども、これは自家

消費をせずに全部逆潮して、それも全部新電力が買ったという考えられる最大のダブルカウン
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トの場合にこの程度という意味でつけております。現実にはそんなことはないと。 

 これは工藤さんに確認したほうがいいですけど、実際にグリーンエネルギー証書の価格の増

分と比べると、やっぱり買取価格の増分のほうが大きいので自家消費分ぐらいしかなくて、今

後も電力価値のままで逆潮するというのは考えにくいかと思っています。余り余計なことを言

うと議論を招いてしまうかもしれませんが、そういうことです。 

 今ご説明いただきました資料３につきまして何かご発言のご希望はありますか。 

 森口委員、どうぞ。 

【森口委員】 あまり本質的な議論ではないんですが、資料３の１ページの下に「前回検討会

における委員等のコメント」というのが書かれておりまして、私のコメントが少し誤解を招き

かねない引用のされ方をしていると思いまして、どういう趣旨でこういうことを申し上げたの

かを思い出しておりました。 

 排出係数の算定・報告において、長年見直しがされていない排出係数等を用いており、それ

による誤差に比べれば非常に小さい数字の議論ではないかと、こんなちまちました議論はしな

くていいと言ったように見えるんですが、そうではなくてもっと大事な議論をしましょうとい

う趣旨で申し上げたのであって、これは前置きでございます。言いたかったことは、もっと大

事なことをきっちり議論しましょうということを言いたかったということです。それは、この

場でちゃんと議事録にとどめていただきたいと思っております。 

 長年見直しをされていない排出係数等についての見直しも、別途、排出量の算定方法の検討

会で、経済産業省、環境省の両省の協力のもとに進めていくという部分に私もかかわっており

ますので、それも進むと思います。 

 あとは、この場での検討課題ではないのかもしれませんけれども、島田委員がさっきおっし

ゃったように、やはり需要家に電力を通じた間接排出量が下がるような省エネ努力をしていた

だけるような、そういうインセンティブが働くような排出係数を作っておくということは非常

に大事だと思っております。以前から、季節別あるいは時間帯別の排出係数のようなものを、

リアルタイムで公表していく考え方もあり得るのではないかということも申し上げたことがご

ざいます。今は原子力がとまっておりますので、実はそこの効果があまり出ないということが

あるわけですけれども、総論としては島田委員がおっしゃったようなこともありましたので、

そういうことを含めてこのコメントは申し上げたつもりであります。資料３の今日今日の本題

ではないかもしれませんけれども、たまたま引用されておりましたので、この機会をお借りし

て発言させていただきました。 

【山地座長】 ありがとうございます。 
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 工藤委員、特にありますか。 

【工藤委員】 ちょうど最初に委員長がご指摘されたように、この資料がそのままパブリック

コメントに出ていくとするならば、ここをパラレルに書かれていると誤解を生む可能性があり

ます。一番大事なことは、ダブルカウントが発生しないようないろんな意味での管理の大事さ

というところであります。ダブルカウントは影響が小さいから見込んでもいいというようなニ

ュアンスにされてしまうと、かえって誤解を生むという感じがします。この資料がこのままパ

ブリックコメントに行くならば、少し表現なりを工夫していただいたほうがいいという気がい

たしました。 

 前回お答えしたとおり、ダブルカウントをできるだけ回避するためのいろいろな仕組みを行

っていますし、多分、一番神経を使っているのもそこなんです。フリーライドなどを回避しな

いと、その制度は立ち行かなくなります。まずはその辺を前面に出していただきつつ、さらに

どうやってきちんとできるようにするかということが課題であるということを最大限強調して

いただいたほうが良いという気がいたします。 

【山地座長】 パブコメの話は次の資料４ですけれども、この資料３はかかっていないんです

か。 

【中野補佐】 この資料自体をパブリックコメントにかけるということではございません。基

本的に会議で使われた資料としては当然公表させていただく形になりますが、パブリックコメ

ントにかけるのは制度を改正する今回の資料２に基づく話になってきますので、資料３自体を

かけるということはございません。 

【工藤委員】 そうですか。わかりました。 

【島田委員】 パブリックコメントにかけないということなんですけれども、２ページの下か

ら６行目に「大半がバイオマス発電であり、ダブルカウント問題は発生しにくい」とあります。

ここは「自家消費される」という文言がついていないんですけど、ついていないとまずいと思

います。上と同じようにつけたほうが誤解を招かないと思いました。 

【山地座長】 それは、事実としてそれでいいんですね。どうですか。 

 バイオマス発電は、物によると買取価格が安いのもあるので……。 

【工藤委員】 そうですね。ただ、実態上は比較的そうだという感じだとは思うんですけれど

も、全体の中からＣＯ２のほうに申請していくものの中身の話ですので、件数的には多分そんな

に多くないはずだと思います。ですから、それはある程度申請案件の情報さえ確認できれば、

大半なのかどうかを確認できると思います。 

【山地座長】 ただ、島田委員がおっしゃるようにバイオマス発電だからというのではなく、
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自家消費分だからということがより重要だというのはおっしゃるとおりですから、そこは事実

を確認の上、少し表現を変えたほうがいいかもしれません。 

【中野補佐】 そうですね。ファクトを確認した上で、今日はこの形で配布をさせていただい

てしまっておりますけれども、反映して資料を公開していくことを考えたいと思います。 

【江澤室長】 自家消費だと書きます。今日の資料とは違うんですけれども、本日の資料とし

てそのような形で公表させていただこうと思います。 

【山地座長】 ほかには、この資料３について何かご発言のご希望はございませんでしょうか。 

【森口委員】 今の点の確認です。ここは細かく検討していなかったんですが、バイオマスか

どうかということは無関係で、自家消費かどうかということが関係するのであれば、「大半が

自家消費用途であり」と書かないと意味が変わるということですよね。したがって、上の対応

方針の丸部分の、「そのうちの大半が自家消費されるバイオマス発電が」と書いてありますが、

このバイオマス発電も多分不要と考えていいのではないですか。「大半は自家消費用途が占め

ると予想される」だけで必要十分なのであれば、そう表現していただいたほうが誤解がないか

と思います。 

【工藤委員】 ２つの情報が入っていますからね。 

【森口委員】 はい。条件は１つだけでいいんです。 

【江澤室長】 自家消費だというところがポイントなので、自家消費と書いたらいいのかとも

思いますけれども、一応バイオマスであるということも中身としてはこういうものですという

ところなので、「自家消費されるバイオマス発電」という表現を、「バイオマス発電の自家消

費分である」という言い方でしょうか。それが一番実態に近いですか。 

【森口委員】 いえ、どういう発電方式であっても自家消費されればクレジット上の問題は同

じだと思います。あくまでもパックとしてお書きになりたいということであれば、「自家消費

分が占めると予想される」ということに、脚注として「なお、これはバイオマス発電である」

とかというのはあると思います。価値の話にはバイオマスは関係ないのではないかというのが

意見の趣旨です。 

【江澤室長】 わかりました。そのようにさせていただきます。 

【山地座長】 それはおっしゃるとおりですね。 

 ただ、追加情報として皆さんに知ってほしいということでバイオマスが入ってきたんだと思

います。 

 では、これは資料を直しておきますか。 

【江澤室長】 はい。直していきます。 
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【山地座長】 では、よろしくお願いします。 

 ほかには、この資料３についてはよろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。順調に進んでおりまして、次は資料４の「パブリックコメントにつ

いて」でございます。ご説明をお願いいたします。 

【中野補佐】 基本的に資料２でご説明させていただいた中身でございます。要は、先ほどご

了解いただきました内容で、資料４の１ポツに記載させていただいているような形でパブリッ

クコメントにかけたいと思っております。 

 少し細かい調整を経る必要があるところがございますので、開始時期自体は２月25日の月曜

日とさせていただいておりますけれども、こういった形で１カ月間パブコメにかけた上で通達

の改正をして、４月１日の新年度が始まるまでには間に合わせる形で措置をしたいと考えてお

ります。 

 １点だけ、２ポツで記載させていただいておりますけれども、仮に非常にクリティカルな指

摘がパブリックコメントで出て来た場合にはまたご相談させていただこうと思いますけれども、

何らかの指摘があって微修正をするような場合は、基本的に事務局で修正させていただくとい

うことでご一任いただければと思っております。 

【山地座長】 ありがとうございました。 

 中身については資料２で説明されたことですので繰り返さないということですが、公的文書

なので最終調整は少しさせていただくということであります。資料４で、何かご発言はありま

すか。 

 では、工藤委員の後に森口委員で。 

【工藤委員】 事務的な確認なんですけど、先ほどの資料２にも書かれていたように温対法の

見直し等でこれから政策が動く可能性があります。通達の中身については適宜調整していきま

すという表現が資料２にあったのですけれども、委員会を開いて議論するような内容ではない

と判断されれば、適宜通達の内容は変わっていくということでよろしいのでしょうか。 

【中野補佐】 通達を改正する際には、必要的にこの委員会を開催するということになってお

ります。ただし、開催の仕方を工夫させていただくなど、微細な修正については基本的に極力

委員の皆様に負荷がかからない形で対応してまいりたいと思っております。 

【森口委員】 ２点あります。１点目は、本件に限らず各種いろんなパブコメがあるんですが、

非常にそっけないものから、このように文章が長くて難解なものまでいろいろあります。本当

に一般の方にご理解いただくためには、やっぱりこの文書だけでは非常に難解です。今回は、

何か説明図のようなものはつけられるのかどうかという事実の確認でございます。 
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 ２点目は、このパブコメでは出ないかもしれませんが、この制度そのものではないんだけれ

ども少しかかわるようなコメントが出てくることが一般論としてあり得ると思います。そのと

きに、今回のパブリックコメントの意見の募集の対象外ですというそっけないお返事を返され

るケースが非常に多いかと思います。そう返されるとしても、その中に非常に重要な指摘が含

まれていることもあろうかと思いますので、随分先で我々も忘れているかもしれませんが、ど

のようなパブリックコメントがあったかということについてしかるべき委員のほうにフィード

バックをいただければありがたいと思います。 

 以上の２点です。 

【中野補佐】 非常に重要なご指摘をありがとうございます。 

 １点目のわかりやすい図については、今回の資料２に用意しているものもございますのでそ

ういったところから抜粋するなどして、あるいは過去の資料のそもそもの経緯というところも

含めて、なるべくしっかりと伝わるような形で概要と合わせて公表するということを考えたい

と思います。 

 もう１点は、非常に重要なご指摘と認識しております。いただいたご意見については極力真

摯に我々のほうで丁寧に回答させていただくという方針を基本としつつ、こういう意見が来ま

した、こういう形で回答しますというところは、資料４の２ポツにも書かせていただいており

ますけれども、委員・オブザーバーにはしっかりと情報を共有させていただきたいと考えてお

りますので、なにとぞよろしくお願いいたします。 

【山地座長】 ありがとうございます。ほかにはよろしゅうございますでしょうか。 

 パブコメの趣旨と違うものが来たときにも、そっけない回答をしないでというところはどう

ですか。そこまでやりますか。 

【中野補佐】 なるだけかかわる部分についてしっかり答えていくというところがそもそもの

パブコメの制度趣旨だと思いますので、そこがないがしろになるようなことには絶対にしない

ということですけれども、やはりどこまでどう答えるかというところはなかなか線引きが難し

いところもございます。全く関係ないような話であれば、それは対象外ですというところはご

説明せざるを得ないと思いますけれども、かかわってくる可能性があるような部分でいただい

た意見については極力真摯に対応させていただきます。また整理をして事前に共有させていた

だきたいと思います。 

【江澤室長】 ご意見については、まとめてまたお示ししたい。 

【山地座長】 意見はとにかく全部皆さんのところにフィードバックいたします。 

 よろしゅうございますか。 
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 ありがとうございます。そうすると、最後の資料５で「今後のスケジュール案」についてご

説明をお願いいたします。 

【江澤室長】 スケジュールをご説明します。本日は２月14日で、第８回の検討会でございま

した。予備日を一応とっていたのですが、内容については本日ご了解いただいたので、予備日

については活用しないということでやらせていただこうと思います。 

 パブコメは先ほどの日程のとおりですが、２月下旬からやらせていただきます。できますれ

ば25日の月曜日から開始したいと思っております。パブコメを１カ月実施いたしまして、４月

１日から改正通達の運用開始をできればと思っております。そして、７月末までに各事業者か

らの24年度の報告がなされるということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

【山地座長】 ということでございます。資料２に書かれてあることが、文言は少し調整があ

るかもしれないということですが、それを踏まえてパブコメを行います。 

 それから、今回お配りした資料も公開ですが、先ほどの資料３のところは、ごもっともなご

意見でわかりやすくなるはずですから、自家消費分ということで、実態としてはバイオマス発

電が多いということがわかるような表現にして公開するということにさせていただきます。 

 実は大体１時間で終わるだろうと思っておりましたが、それより少し前に終われそうです。 

 大議論はお断りしますけど、全体として一言、二言でございましたらお受けいたします。よ

ろしゅうございますか。 

 よろしそうですね。それでは、以上で今回の委員会を終わりたいと思います。ご多忙の中、

熱心にご議論いただきありがとうございました。 

（了） 


