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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 12 回会合） 

 

日時 平成２８年６月１７日（金）13:30～15:30 

場所 経済産業省別館 11 階 1107 会議室 

議題 

1. 現行の係数算出方法における課題と対応について 

2. 実排出係数の算出におけるＦＩＴ電気の扱いについて 

3. その他 

 

○事務局（曳野室長） 

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 12 回の

会合を開催させていただきます。まず委員のうち島田委員がご欠席でございます。またオ

ブザーバーのうちエネットの秋山部長が途中でご退席ということで、小林代理が途中から

着席されます。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。よろしく

お願いします。 

○山地座長 

 はい。昨年度末から日程調整していたのがやっと開催になったのですけれど、後で議論

していただきますけれども、まだ調整不十分なのですが、決められるところは決めていく

ということでございます。早速議事に入りたいと思います。まず、事務局の方から配布資

料の確認をお願いします。 

○事務局（曳野室長） 

配布資料の確認でございます。お手元座席表、そのあと議事次第と資料の一覧が一枚紙

で付いております。その後、資料１が委員名簿、資料２が横紙パワーポイントで現行の係

数算出方法における課題と対応について、資料３が実排出係数の算出におけるＦＩＴ電気

の扱いについて、これは議題の２の関係でございます。資料４がパブリックコメントにつ

いてということで、後ろに通達の改正案というものをお付けしております。資料５、一枚

紙で今後のスケジュール案でございます。もし不足等あればお申し付けいただければと思

います。 

○山地座長 

資料よろしいですか。今説明があったなかで資料２と３を説明していただきますが、そ
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れぞれ議題の１、２に対応するもので、議題１の方、資料２の方が通達改正事項というこ

となので、まずそこを分けて議論していただきます。それから２番目の資料３の説明があ

って議論ということにしたいと思います。それでは事務局の方から資料２の説明をお願い

いたします。 

○事務局（曳野室長） 

資料２の１枚おめくりいただきまして、１ページをご覧いただきたいと思います。今回、

温対法に基づく通達についての改正に関するご説明でございます。本年４月１日より、電

力の小売全面自由化が開始されております。これにあわせて、電気事業者ごとのＣＯ２排

出係数の算出方法等について、見直しを行う必要が出ております。 

 具体的には、同時同量制度におけるＣＯ２排出量の考え方、あるいは、この自由化に備

えた電力の小売営業に関するガイドライン等を踏まえた算定制度の見直しというところで

ございます。 

 下の方に４つほど書いてございますが、そのうちの１から３の３つについては「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」と、現行の通達の改

正についてのご審議をいただければとございます。３つ書いてございますのでそれぞれ、

この資料の２ページ以下でございますが、ご説明させていただきます。 

 まず１つ目ということで、「メニュー別排出係数の運用について」、これは昨年の本検

討会からの継続検討事項となっているところについての今回の事務局からのご提案でござ

います。 

 ３ページでございます。「温対法に基づくＣＯ２排出量の報告について」ということで、

昨年２月、３月の検討会においてはメニュー別排出係数の算出方法についてご議論いただ

きまして、一定の結論が得られたところでございます。今回は電気事業者の排出係数、そ

れから、需要家であります特定排出者のＣＯ２排出量の報告時期等についてご議論いただ

ければと考えております。具体的には、若干技術的ではございますが、このメニュー別排

出係数の報告、それから公表時期のずれが出てくるケースがございますので、これについ

ての検討ということでございます。 

 現行は、下の図に書いてございますけれども、Ｘ－１年度の係数、電気事業者のＣＯ２

の排出係数というのがＸ年度、翌年度の７月末までに報告されるのが原則でございます。 

 一方で、これに基づいて国の係数が告示されるのが年度の秋頃でございまして、これに

基づいて需要家サイドでの特定排出者のＣＯ２排出報告は前年度の電気の購入量に、前々
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年度の係数を掛けて報告がされるということで、排出係数の算定年度と電気の購入年度は

期ずれでございます。ずれが生じているという現状がございます。 

 ４ページをご覧いただければと思います。今申し上げた前提のもとに、メニュー別排出

係数の場合に、この作成報告というのが事業者の任意とすること。それから、このメニュ

ー別排出係数については、電源の特定が必要であるといったことがここで取り決められた

ところでございますが、他方で、需要家である特定排出者が購入した電気の購入年度と報

告に用いる排出係数の算定年度がずれているということでございますので、長期的に見れ

ばほぼずれが生じないということは考えられますけれども、特に低ＣＯ２メニューの電気

を先ほどのケースで言いますとＸ年度に購入したとしても、その年度のＣＯ２排出量の報

告に用いるメニューの排出係数というのは、少なくとも最初の年には存在しないといった

問題が生じる懸念がございます。 

 なお、新規参入者の排出係数については、そもそもこれは前年度の排出係数が存在しな

いわけでございますが、このケースにおいては参入年度末までに需要家に供給した電気に

ついて排出係数を算出しまして、翌年度当初―これは通常よりも１カ月早くということで

ございますが、国に提出しまして、これは年度の期ずれが生じず、かつ、特定排出者の報

告、仮に新規参入者から電気の購入があったとしても、支障は来たさないという形の対応

がされています。 

 こういう新規参入者の排出係数の取り扱いなども踏まえまして、今回ご提案、「対応方

針（案）」ということで下に書いてございますが、メニュー別排出係数の告示を希望する

電気事業者については、メニュー設定時点から年度末までの供給した電気について排出係

数を算出して、翌年度初めに提出するということで、期ずれをこのケースでは生じないと

いう方法を採用してはいかがでしょうかというご提案でございます。 

 次に、この「メニュー別排出係数の報告に係る取り扱い」ということで、５ページをご

覧いただければと思います。一般論のところ、まず書いてございますが、（１）として、

通常は電気事業者はある年度の供給したメニュー別の電気については、翌年度の６月半ば

までに国に報告すると。国はそれに基づいて、メニュー別排出係数について確認をした上

で、この特定排出者の報告期限である７月中にはこのメニュー別排出係数を公表すると。

これに基づいて、特定排出者はＸ年度の電気に当該年度の実績に基づいた排出係数を乗じ

て報告するという形で対応したらどうかということでございます。 

 ※印で下に書いてございますが、若干例外的な措置といたしまして、メニュー別排出係
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数のうち「残差により作成される係数」というものの扱いがございます。これは、資料の

７ページをご覧いただければと思いますが、例えばある電力会社、これはかなりメニュー

をたくさん想定した場合でございますが、１、２、３、４といったＣＯ２が低いメニュー、

それから、５、６、７、８といったやや低いメニュー、９とかそれ以外の残差により作成

した販売メニューといった場合に、この９とか 10 といったところについてはｔ－ＣＯ２以

外の部分全体で、現実にはかなりさまざまな電気が今後算定というか、そういう形で計算

が必要な場合が出てくるわけでございます。 

 ５ページに戻りまして、この残差により作成される係数については、算定にかかるデー

タというのは恐らく膨大であるということが想定されますので、事業者側の負担というと

ころが非常に過度になる懸念もございますので、ここに配慮した形で、これについては従

来どおりＸ＋１年度の７月末の報告としてはどうかということでございます。 

 次に、６ページをご覧いただければと思います。これは現状余り使われていない制度で

ございますけれども、現行の通達上は旧特定規模電気事業者が一般電気事業者より調達を

して需要家に供給した電気については、昼間と夜間に区分して実二酸化炭素排出量を算定

することができるといった制度がございます。 

 これは平成 19 年の排出係数検討会第１回で決められたものでございまして、一般電気

事業者と新電力と間の取引の場合には、電源を特定しない取引になりますので、より実態

に近く精度の高い係数算定に資するといった目的で、当時導入されたものでございますが、

これはあくまでも「できる」ということでした。今回、４月からの小売全面自由化、ある

いはライセンス制度の導入に伴いまして、一般電気事業者あるいは特定規模電気事業者と

いった区分がなくなっておりますので、昼夜別係数については廃止することとしてはどう

かということでございます。 

 なお、昨年度までこの仕組みを利用されていた事業者は今１社あるというふうに私ども

認識をしておりますが、この事業者さんは今後使う予定はないということで、新規参入者

が今年使うということが可能性としてゼロではございませんけれども、こういった制度の

実際の法令上の仕組みの変更もございましたので、今回廃止してはどうかということでご

ざいます。 

 次に８ページ以降、「京都メカニズムクレジット等の取り扱いについて」ということで、

２つ目の論点でございます。９ページをご覧ください。京都議定書の第一約束期間の終了

したのが昨年の 11 月 18 日でございましたけれども、この第一約束期間の京メカのクレジ



5 
 

ットについての償却前移転の申請の期限というのがこの１カ月前でございますが、昨年の

10 月 19 日とされております。 

 したがいまして、この一般則のところで償却前移転の申請と期限等が決まっております

ので、実態上余り影響はないかと思いますけれども、制度上は明確化の観点から、電気事

業者が調整後排出係数の算出に用いる京メカのクレジットにつきましても、同日 11 月 18

日までに償却前移転が行われたものに限ることを明確化してはどうかということでござい

ます。 

 それから、その下はＪＣＭクレジットの追加でございます。温対法に基づいて今までの

京メカ、それから国内認証排出削減量に対して、ＪＣＭクレジットが追加されたというこ

とでございまして、これは速やかに本来やるべきことではございますけれども、このＪＣ

Ｍクレジットにつきましても調整後排出係数の算出に用いることができるように制度を改

めたいというふうに考えております。 

 現状、ＪＣＭクレジットを保有している電気事業者はいらっしゃらないというふうに認

識をしておりますが、今後の活用が想定されますので、制度改正が必要ではないかという

ところでございます。 

 10 ページはＪＣＭクレジットのご説明でございますので、飛ばさせていただきます。 

 11 ページをご覧いただければと思います。「その他クレジットの利用における見直しに

ついて」ということで、これも技術的な論点でございます。 

 ①の「クレジット様式の見直しについて」ということで、今の様式ですね。これは事業

者さんからご報告いただく様式につきましては、「自ら償却前移転等したクレジット」と

いうのと、「他者から調達した電気に係る償却前移転されたクレジット」という、この２

つについて記載をする様式となっておりますが、自らに代わり第三者が償却前移転等した

クレジットを用いた場合、いわゆる代理償却の場合にこのうちのどちらに記載するのかが

必ずしも明確でないというような現状がございますので、この後者の分ですね。「他社か

ら調達した電気に係る償却前移転されたクレジット」、この表の８と 10 を改正いたしま

して、こちら側で代理償却されたクレジットについても報告をするという形での明確化を

行いたいというところでございます。 

 それから、②がクレジットの償却前移転の期間に関する例外措置についての扱いでござ

います。一般則としては、既存事業者の償却前移転等の期間については、係数の算出対象

年度、それからその翌年度の６月 30 日までの間としておりますけれども、先ほどちょっ
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とございました新規参入者の初回でありますとか、その後の２回目の報告、これは新規参

入から１年間ということで例外的な措置になってございますが、この間の償却前移転の期

間というのは明記がされておりません。 

 したがいまして、これについては既存事業者の取り扱いと整合性を図りつつ、それから、

係数の報告時期も踏まえて以下のとおりということで、初回報告については係数算定対象

期間（年度末）までと５月 31 日までということで、これは報告期限の１カ月前までとい

うことで通常のルールとあわせると。２回目の報告については、係数算定対象期間及びそ

の翌月から翌年度の５月 31 日までという形で明確化をしたいというふうに考えておりま

す。 

 12 ページでございます。これは、自由化に伴いまして導入がされました「計画値同時同

量制度におけるＣＯ２排出量の考え方」についての整理でございます。13 ページをご覧く

ださい。 

 これまでは離島供給、これは事実上独占だったということで制度上離島供給が一般電気

事業者ではございませんけれども、この部分。それから、インバランス供給にかかわるＣ

Ｏ２排出係数につきましては、一般電気事業者の事業者別排出係数を用いて計算していた

ところでございます。自由化に伴いまして、小売・発電・送配電にそれぞれ事業別に類型

化されておりますけれども、この離島供給、それから発電・需要側インバランスの調整は

一般送配電事業者が担うということで整理をされているところでございます。 

 このＣＯ２排出係数については、今後旧一般電気事業者の小売部門のＣＯ２排出係数と必

ずしも一致しないということでございますので、基本的にはこの表にございますとおり、

一般送配電事業者のＣＯ２排出係数という原則で整理をしたいということでございます

が、その上で、「対応方針（案）」と書いてございますが、一般送配電事業者の排出係数

につきましては、こうした形で原則一般送配電事業者が算出して国が公表するというもの

が原則だとしても、一方で各一般送配電事業者の系統というのは地域間連系線でつながっ

ており、相互に融通しながら電力品質を常に維持をしているということ。 

 それから②でございますが、一般送配電事業者の供給する電気というのは、これも安定

供給の観点から全体として調達をされるものでございまして、結果的に、全体として見れ

ば、電気事業者の平均的な係数に近似していくのだろうということも考えられますので、

ここで何か差別化を図るというようなことには恐らくならないかと思いますので、全国平

均係数―具体的には前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いうこ
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とで、これを代用するということも制度上許容してはどうかということでございます。 

 ただし、沖縄については系統が独立しておりますので、原則としては一般送配電事業者

としての係数ということが考えられるところでございます。これについて、平成 29 年度

の報告から適用したらどうかということでございます。 

 14 ページをご覧いただければと思います。今申し上げた原則のもとで、計画値同時同量

制度が今回導入をされております。済みません。ちょっと概要を申し上げれば、実同時同

量制度、本年の３月までの制度につきましては、あくまでも小売電気事業者サイド、旧特

定規模電気事業者サイドでインバランスについては小売事業者と一般送配電事業者との間

で精算が行われてきたわけでございまして、インバランス供給が行われた場合には、小売

事業者サイドでどのような調達がされたＣＯ２排出量かということについては把握が可能

であったということでございますが、計画値同時同量制度のもとでは、特に発電側の計画

値と実績値とのずれについて、これにどういう形で埋められたかということについては、

小売事業者側が把握することが困難な場合があるというところが問題点というか、課題、

論点でございます。 

 具体的には、15 ページに図示しておりますけれども、これまでは不足のインバランスが

あれば一般送配電事業者から 10 の電気が供給されると。ただ、今後につきましては、発

電側で計画量に対して、このケースで言うと 100 の計画に対して実質的発電量は 60 であ

ると。これについては、例えば発電バランシンググループなどで 15 を他社から調達し、

不足インバランスを送配電事業者から調達しているといったような場合に、これが小売事

業者サイドから見て必ずしも見えないケースがあるのではないかということで、こうした

場合には、この調達分の 100 の内訳のＣＯ２排出量を把握することが困難になるケースが

あるのではないかという論点でございます。 

 これの対応といたしまして、16 ページをご覧いただければと思います。こうした課題が

ございますので、これは電力の小売営業に関する指針において、電源構成の開示方法にお

いても似たような問題がございますので、ここでの整理も踏まえて算出方法というのを考

えてはどうかということでございます。 

 下の①と②ということで２つの方法を書いております。１つは、発電事業者と小売電気

事業者の間の卸売契約に基づき計画どおりの発電量が供給されたものとみなして算出をす

るというもので、もう１つは補給を行う一般送配電事業者が公表する排出係数等を織り込

んで算出する方法。これは把握困難な場合があるということですが、①の選択肢も確保さ
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れるということで、いずれかを事業者において選んでいただくと。 

 ただし、表示側で①を選べば、こちらの排出量についても①の考え方というような形で、

電源構成の開示の考え方とそろえるということでいかがでしょうかということでございま

す。 

 次に、17 ページをご覧いただければと思います。これは、発電バランシンググループを

組んだ場合におけるＣＯ２排出量の考え方でございます。複数の発電者が発電のバランシ

ンググループを組んで電気を小売事業者経由で供給しているという場合。この場合の排出

係数の算出をどうするかということの明確化でございます。 

 このバランシンググループから調達した電気のＣＯ２排出係数については、発電量調整

供給契約―これは一般送配電事業者と発電ＢＧで組んでいるものでございますが、赤枠と

書いてございますが、これはＧ１、Ｇ２、Ｇ３を全て横断している全体の箱でございます

が、この平均係数を使うというのを原則とすると。 

 そうした上で、この小売のガイドラインの整理を踏まえまして、仮に契約上特定の発電

所から電気を調達するということを特に約している場合には、このケースで言うとＣ社が

Ｇ３という低炭素電源の供給を電源を特定した上で卸売契約を行っているということであ

りますが、この場合には当該調達先の排出係数を使用すると。その上で、このＡ、Ｂにつ

いてはＧ３を除いた平均係数を使うということで、要するにダブルカウントはしないとい

うことでございます。 

 18 ページは小売のガイドラインでございまして、これは表示の場合の考え方を同じよう

な考え方で整理をしておりますので、具体的な説明は省略させていただきます。 

 20 ページをご覧いただければと思います。「その他」ということで、小売全面自由化等

を受けましてこの制度の見直しということで、今回あわせて、国が全ての小売電気事業者

に対して、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のためのＣＯ２排出

係数の実績報告への協力を要請し、国に報告されたＣＯ２排出係数を公表するということ。 

 それから、ＣＯ２排出係数報告において前々年度実績のＣＯ２排出係数やその要因分析の

項目を追加するということで、従来は前年度だけだったわけですが、ここに項目を追加す

るということで、報告内容を充実させるといった点についてもあわせて対応したいという

ふうに考えております。 

 それから、これ以降については直接的な通達改正事項ではございませんが、今後想定さ

れるものといたしまして、簡単にここに列挙させていただいております。今後の状況を踏
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まえた上で、必要に応じて本検討会においても議論いただきたいと考えておりますが、具

体的には総合エネ調の方でも議論されております低炭素電源市場に関する設計に備えた検

討。それから、メニュー別排出係数における実排出係数の取り扱い。それから、ＦＩＴ制

度の見直しということで、これは先の通常国会でＦＩＴ制度の改正法が成立いたしまして、

来年度より一般原則としては送配電買取が導入されますので、これに備えた検討といった

ところ。その他も含めてこのような論点が想定されるのではないかということでございま

す。 

 21 ページ以下は、今、ご説明を申し上げたことについての通達の新旧の改正を具体的な

条文ベースに落としたものですので、詳細な説明については割愛をさせていただきます。

以上でございます。 

○山地座長 

 どうもありがとうございました。小売の全面自由化とか環境変化に対応したかなりテク

ニカルな調整でありますが、今の資料 2 の説明につきまして、ご質問、ご意見等いただき

たいと思います。いかがでしょうか。工藤委員。 

○工藤委員 

 かなり情報が多くてまだ消化し切れていない部分があるので、今の段階でとりあえず感

じたことで幾つかお伺いしたいところがあります。 

 要するに、システム改革に伴う小売事業に関する指針等があって、その内容に対応する

ことが語られていたのですが、本質的に全体として考えた場合にそういった市場、もしく

は消費者の誤解を生まないということを前提に考えれば、この指針に沿って調整するとい

うふうに最初に割り切っていただけると非常にわかりやすかったのですけれども。いずれ

にせよ、そうした基本的な考えに沿っているのですねということを最初に確認させていた

だければと思います。 

 細かい話ですが、「メニュー別排出係数の運用について」の対応方針（案）のところに、

「メニュー別排出係数の告示を希望する電気事業者については」というふうに断りが書い

てあるのですが、図を見ると必ずしもそうなっていないような気がします。これも確認で

すが、大概の事業者はメニュー別料金を設定していると思うのですが、これはあくまでも

希望する人はこういう方針で、という解釈でよろしいのかどうかの確認です。 

 3 番目はクレジットの償却前移転の話で、若干期日が 1 カ月ぐらい前倒しになっている

ように見受けました。恐らく関連する調整後排出係数にカウント可能なクレジットの事務
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的手続きとの関係も含めて、1 カ月位の前倒しは大丈夫ということなのか確認させて下さ

い。例えば国内クレジット制度の中で、年度末以降に算定・審査等を行っている場合、こ

うしたスケジュールでも問題ないかということです。 

 それから、全国平均係数の妥当性について、確かに地域によっていろいろな状況がある

ので全て把握できないようなこともあるから全国平均を採用するという考え方は一般的だ

と思いますが、一般的な人が現在のマーケット、例えば原子力の再稼働状況など地域によ

ってばらつきがあるのではないかと思った人が仮にいたときに、全国平均の妥当性をしっ

かり説明する必要があるのではないか、特に排出係数に対して非常に大きな影響を与える

電源の状況を鑑みたときに、説得力のある理解可能な説明が必要だと思うのですが、少し

気になったので確認させていただければと思います。 

 資料最後の「その他」のところで、実績報告について、各事業者に対していろいろ働き

かけをしようというところですけれども。私も頭の中で、事業者の方々が今後電源構成や

排出係数を市場でどうアピールしていくかという話と、実績をきちんと出してくださいと

いう部分が両立する構造がどうなるのかと思っています。例えば今度、できるだけ時期が

同年度の購入電力で調整するというのは、まさにマーケットの状況で考える、しごく良い

ことだと個人的には思います。一方で、日々刻々ではないですが、メニューをどんどんつ

くり込もうと期中にいろいろ考えていた事業者の人たちが係数を訴求しようとする場合

と、最終的にここで年度末に報告してくださいといって出てきた係数は経年的にどう変化

しているかという説明を行うことが併存することは、いろいろ複雑な構造になるような気

がします。いずれにせよ、こういった公表データを経年的にトレースしていく可能性があ

る中で、どういう形で公表し説明していくのかについて確認したいと思います。以上です。 

○山地座長 

幾つか、質問という形で確認事項がありました。ほかの委員の方からのも聞いてまとめ

て対応していただければと思います。 

 ほかにいかがですか。森口委員、お願いします。 

○森口委員 

私もなかなか理解が追いついていないところがあります。前回から時間が経っていると

いうこともありますが、それ以上にこの電力自由化に伴う新しい問題になかなか頭が追い

ついていないところがございます。１点だけ基本的には今回の改正は割にテクニカルなと

ころが中心だと理解したんですが、５ページのあたり、あるいは３ページと５ページを比
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較すればわかるのかもしれません。今工藤委員がおっしゃったことも関係するかと思うん

ですが、実際に係数については、期ずれがないように、実際に購入した電力の電源構成に

見合ったものになるような報告をするというのは極めて妥当だと思います。今日は本質的

なメニュー別排出係数なるものをどういうふうに算定するのかということ自身がまだ中身

を議論しないまま、どの時期にやるかという枠組みというか、手続きだけ先に定めている

と理解しているんですけれども。 

○山地座長 

電源特定ですから。 

○森口委員 

それは前回既に、そのように理解しております。 

 そういう意味では、これは別に係数の定め方の問題にかかわるところではないんですけ

れども、実際、購入される側の立場に立ったときにメニュー別排出係数なるものがいつの

時点で示されるのか、ある程度落ち着いてくれば、当然その前年度の実績があり、かつ、

前年度の実績からある種の期待値としてこのぐらいのものが出てくるのかなと思うんです

けれども、制度のスタート時点での購入行動を考えた場合に、どういう情報をもとに電力

ユーザーはメニュー別の購入行動をとられるのかなということを考えた場合、この報告制

度は事後届出制度なので構わないと思うんですけれども、そういった情報、今でも電力排

出係数というのはあくまでも温対法に基づく報告制度のためにつくられてはいるんですけ

れども、それがどういう意味を持って解釈されているかということを考えた場合に、特に

初期値的なものがどういう示され方をするのか、あるいは全くされないのかというあたり

がちょっと誤解をしている部分があるかもしれません。勝手につくっていいということで

はなくて、ある種の電源の実際の構成に基づいたメニューの係数をつくるということなん

ですが、そのスタートラインをどういうふうにお考えになっているのかということを今の

時点でお聞かせいただけることがあれば、お教えいただければと思います。 

○山地座長 

工藤委員もそうですけれども、これは、通達改正案をこの場でまとめて、パブコメにか

けますので、あまりよく理解できないけれどもという発言はできるだけ避けてください。 

 ほかに、大橋委員。 

○大橋委員 

17 ページ目ですけれども、Ａ社とＢ社の係数ですが、Ａ社もＢ社も電源は特定されてい
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ないということですけれども、ちょっと細かいですけれども、Ｃ社はＧ３に電源は紐づけ、

特定されているわけですが、ただ、全てＧ３が売り切れているわけではなくて、実はＧ３

はＣ社の売れ残りがあってそれがＡ社、Ｂ社に仮に流れているといった場合でも、単なる

決めの問題かもしれませんが、Ａ社、Ｂ社という形、要するにＧ３を除く排出係数として

考えるのかどうかというのが１点と。 

 もう１点は、仮にＧ３が混ざっているということをＡ社とＢ社が知っていた場合、メニ

ューをつくってＧ３の部分だけメニューで売るということが仮にでもＡ社とＢ社でできる

のか。それを教えてもらいたいと。 

○山地座長 

ほかにいかがでございますか。森口委員どうぞ。 

○森口委員 

理解が追いついていないという発言はお叱りを受けましたので、もう少し言い方を改め

させていただきますと、やはりこの資料だけだと若干難解なところもあろうかと思います。

パブコメにかけてパブコメを出そうとされる主体にとってもそういう部分があろうかと思

いますので、少し全体の改正事項がどこにかかわるものかということを、例えば１枚のポ

ンチ絵でお示しいただくとか、ちょっとそういう工夫をしていただけるとありがたいなと

いう、そういうふうに建設的な提案をすべきところ、大変失礼いたしました。 

○山地座長 

では一通り委員の発言が終わりましたので、ここで、事務局から対応をお願いします。 

○事務局（曳野室長） 

ありがとうございます。まず総論でございますけれども、森口委員からご指摘いただい

た、資料がちょっとわかりづらいという点について、相当今回は技術的な、特に資料２の

ところが電力自由化に伴っての制度を合わせていくというところで、かなり経過措置的な

ものも含めて細かい点が多々含まれておりますけれども、ご指摘を踏まえて分かりやすい

絵がどういうふうに示せるかを事務局としてしっかり検討した上で、プロセスを進めたい

と考えています。 

 あわせてご指摘いただいた点で、工藤委員からあった、全体の考え方ということでござ

います。基本的には市場もしくはシステム改革のガイドラインの内容に対応してそれと整

合性のある形で今回改正の考え方をお示ししているつもりでございます。ただ、全ての点

についてそういうふうになっているかということでございますと、まさに今日の資料３と
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いうのは、実排出係数についてどう考えるかということで、そこも含めて、全体の議論と

しては必ず合わせるべきなのか、それとも、これはこれとして排出係数の考え方というの

を、もともと法制度の趣旨を踏まえて少し調整を行っていくのかということ自身が論点か

と思います。これはまた後ほど議論をしていただくことにも関連するのかなというふうに

思っています。 

 ２つ目で資料４ページのところ、「メニュー別排出係数の告示を希望する」については、

希望した場合のケースということでございます。 

 11 ページのところで、ご説明が不十分で申しわけないのですが、一般則としては実は７

月末までが報告時期でございまして、６月 30 日までのクレジット償却を認めている。今

回、新規参入者の初回の報告が５月 31 日としているのはこのクレジットの報告の期限が

６月中旬ごろということで、要は１カ月ずらしてやりましょうということで、これにつき

ましては事業者さんの実態面での負担、それから現状の実務がしっかり回っていくという

形で今現に回っていますので、そこに合わせるという形で提案させていただいているとこ

ろでございます。 

 一般送配電事業者のところ、全国平均値というのをとれるようにすることの可否、是非

ということでございます。もちろんこれは事業者全体で全国で見た場合に、電源構成の違

い、ご指摘いただいた原発の再稼働の状況といったもので、個別に見ていくとそれは事業

者別に多少のでこぼこは確かに地域別に出てくる可能性はあるかと思いますけれども、実

際問題として、連系線で北海道から九州まで全部つながっております。その中で全体の電

力需給の調整を行っているということ、それから、現実にはインバランス供給といったと

ころは、本来であれば、計画値同時同量制度のもとでしっかり合わせていただくというの

が本質でございますので、その部分が、大宗を占めることにはならないと考えますので、

全体としては、無視できるという言い方が正しいかわかりませんけれども、違いとしては

小さくなってくるのではないかと事務局としては考えています。 

 経年的な変化というところでございます。もちろん事業者別の排出係数が出てくること

で、経年的にこれはむしろ自主行動計画といった枠組みの中で、しっかり事業者さんに排

出係数、低炭素化に向けた取組をしていただく。これは大原則でございますけれども、個

別のメニューについて経年変化をがちっとやってしまうと、自由化の中でさまざまな新し

いメニューをつくっていただく際に、それを逆に縛ってしまう可能性もあるわけでござい

ます。そうした中でのバランスというところは必要かと思っています。全体としてしっか
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り出していただくというのがある中で、個別にどこまで事業者さんの自由化の中での工夫

というところとのバランスを図っていくのかというところでの対応ということではないか

と考えております。 

 それから、森口委員からご指摘をいただいた期ずれのところですが、私は先ほどのご説

明の中では、大原則を申し上げていなかったような気がいたしておりまして、大変申しわ

けありません。今後も一般ルールとしては３ページでご説明したとおり、期ずれは発生す

るということでございます。これ自身はさまざまな電源のところで、報告を事業者さん側

からもいただいて私どもとして確認をして告示をしていくという形で、一定のタイムラグ

がどうしても発生してしまうということでございます。 

 一方で、そもそも論としてできるだけずれが発生しないようにすべきではないかという

ことであれば、私どももこれは少しマンパワー上の問題もございますので、そこも含めて

今後しっかり検討しなければいけないということかもしれませんが、少なくとも、新規参

入される方が期ずれがあるためにメニューがうまく出てこないので、それによってせっか

く低炭素メニューを出しているにもかかわらず、その数字が出せないということは問題で

ございますので、そこについては今回パッチを当てるというか、対応したいということで

ご提案しているところでございます。 

したがって山地座長からありましたけれども、電源は特定しますので、事業者において

排出係数の計算自身は可能ではないかというふうに考えています。 

 購入される立場からでございます。これは基本的に私の理解としてはあくまでも消費者

の保護というか、消費者の選択肢の確保ということで、小売のガイドラインの方で規定を

するということです。すみません。私は今日着任したものですから詳細のところは全部覚

えていないんですけれども、ガイドラインで事業者において全部電源構成を開示すること

が望ましいということで決まっておりまして、かつ現状それを２～３割の事業者さんは既

に出されていて、出す予定であるというところまでを入れるとたしか７～８割の事業者さ

んがそういうつもりであるということで報告を受けているところでございます。そうした

中で事業者さんからの情報の開示を受けて、消費者においてしっかりとデータをもとに選

択がなされるということかと考えております。 

 大橋委員からご質問があった点、ありがとうございます。これはまず、電源を特定した

バランシンググループの係数は 17 ページです。これはちょっと若干雑に書いてございま

して申しわけございません。Ｇ３が 100％全部Ｃ社に行くというケースなものですから、
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現実には多分それはなくて、残った電気は通常、Ａ、Ｂに行くということだという理解で

す。 

○事務局（江澤課長） 

昨日まで電力需給室長だった江澤でございます。今日から石炭課長ということになって

おります。 

 大橋委員からご指摘のあった点、17 ページですけれども、電源特定をして、Ｃ社にＧ３

の電源が行くんですけれども、これは全部このＣに売るとなったらＣ独占となるのですが、

残る場合は当然Ｇ１、Ｇ２と混ざった形でＡ、Ｂに売られるということになりますので、

残りのものということでございます。 

 今、曳野から回答させていただきましたけれども、工藤委員からマーケットでどうアピ

ールすべきかとご指摘がありました。まさに森口委員からも初期値をどうするかというこ

とですけれども、初期値はこれぐらいだというのをそこまで言えて特定できるかどうかと

いうのは難しいんですけれども、例えばメニューを構成する際に電源特定をすれば、これ

ぐらいの係数になるはずだということをおっしゃるか、もしくはこういう電源から供給し

ますということをもって係数が類推可能であると思います。 

 これは期ずれの問題もあるんですけれども、ずれてしまうと結局その年に供給していた

ものは何なのかということになりますので、メニューにして、そうやってアピールをして

売るのであれば、期ずれはない方がいいということでこのような提案をさせていただいて

おります。 

 経年的にトレースする必要性もございまして、毎年公表されているものを事業者が、自

分が経産省、環境省に提出して出たデータを、私の係数はここ数年こういう係数ですとい

うことを恐らく相手に売るときにＰＲされるのかなと思います。 

 今公表している小売のガイドラインの中でもこういった電源構成とか係数については、

公表するのが望ましいものというふうに位置づけておりますので、望ましいですし、ぜひ

やっていただいた方が選択も進むということであると考えております。 

○山地座長 

大体よろしいでしょうか。森口委員。 

○森口委員 

関連して２点だけ再確認させていただきたいんですけれども、現室長は期ずれは生じる

とおっしゃったんですが、メニュー別排出係数の場合にはずれないようにしないといけな
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いと、これはよろしいですね。 

○事務局（曳野室長） 

はい。 

○森口委員 

もう１点手続き的なことですが、そういうマーケットに対しての情報として出す排出係

数と、ここで議論する排出係数というのは別物である。つまり、前者についてはこの検討

会は権限を一切有していないという、そういう理解をすべきなんでしょうか。つまり考え

方にずれがあるのは望ましくないと思うので、事後報告ともちろん見通しとして示すもの

は完全に整合性はとれないかなと思うんですけれども、それは別の場で議論されるという

ことになるのか、あるいはここで議論したものがやはりそちらに対してもインプットされ

ていくものなのか、そのあたり基本的な検討の手続きを教えていただければと思います。 

○事務局（曳野室長） 

少なくとも表示において排出係数という言葉を使う場合は、温対法に基づく排出係数で

ある以上は、ここで決まったものと違うものを出すというのはない。例えばグリーンとい

うものの定義は何かとか、ＦＩＴで買ったものについて再エネ 100％ですと言っていいの

かということについては、別の場ということでございますけれども、ここで決まった排出

係数というものはこうでありますということを表示される場合には、それはここで決まっ

たことをもとに表示されることなので、表示のところで排出係数の定義が違うということ

はあり得ないと考えております。 

○山地座長 

よろしいでしょうか。実はこの後議論することもあるし、低炭素電源市場ができたらま

た対応が難しくなる。本来は期ずれなどなくて、即、係数が出ればいいんだけれども、計

画値同時同量は運用が始まったばかりで、まだインバランス精算に支障を起こしているよ

うな状態ですから、今の段階でできることという対応だというふうにご理解いただければ

と私は個人的に思っています。 

 どうぞ、森崎さん 

○森崎オブザーバー 

電気事業連合会の森崎でございます。オブザーバーからでございますが、ひとつお願い

ということをさせていただきたいと思います。 

 これまでも排出係数算定においてかなりのデータを扱うということで、期ずれの問題は
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あったにしろ、７月末を早めるということは非常に難しいということを申し上げてきたと

ころです。 

 今回、メニューを限って早く報告するということで、それも期ずれを少なくするという

意味では非常に理解できますので、我々事業者としてもできる限り早く報告したいと思っ

ているところではございますが、いかんせんＦＩＴが固まるのが６月中ごろとなっていま

して、最終的にＦＩＴも含めてメニューの係数を確定するとなると、先ほど資料の中であ

りました６月半ばというのは物理的に困難というところがありまして、我々としても早く

出したいと思っているのですが、少なくとも６月末がめいっぱいでそれ以降にしていただ

かないと非常に厳しいなという思いは事業者側としてはありますので、そのあたりをお含

みおきいただいて進めていただければと思っているところです。 

○山地座長 

今のはご要望ということですね。 

 最初の議案につきまして、今説明で確認していただいた内容で通達改正案としてパブコ

メにかけるということでよろしゅうございますでしょうか。 

（異議なし） 

○山地座長 

どうもありがとうございました。議題の１番目については以上にしまして、議題の２番

目、資料では３「実排出係数の算出におけるＦＩＴ電気の扱いについて」事務局からご説

明をお願いします。 

○事務局（曳野室長） 

それでは、資料３をご覧ください。「実排出係数の算出におけるＦＩＴ電気の扱いにつ

いて」ということで、まず１ページをご覧いただければと思います。 

 「ＦＩＴ電気に係るＣＯ２排出量の考え方」ということで、電気小売自由化に向けて定

められた小売営業に関する指針の中で、ＦＩＴ電気についての記載ということで２つ書い

ております。ポイントといたしまして、まず１つ目がＦＩＴ電気については賦課金を通じ

て国民全体の負担により賄われているものであり、費用負担や二酸化炭素排出係数の取り

扱いがＦＩＴ制度によらない再生可能エネルギー電気と異なるということ。 

 それから第２点といたしまして、小売電気事業者がＦＩＴ電気を販売する際には、当該

電気について二酸化炭素が排出されない電気であることの付加価値を訴求しない方法によ

り説明をする必要があるということでございます。 
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 論点でございますが、現行の温対法に基づく算定・報告・公表制度では、実排出係数に

おけるＦＩＴ電気についてＣＯ２をゼロといたしております。これは現行の整理というこ

とで下の表に書いてございますが、ＦＩＴ以外の再エネはＣＯ２ゼロ。ＦＩＴに基づく再

エネ電気についてもＣＯ２ゼロ。この際には、一方には国内クレジット等は含まずと、こ

ういう整理になってございます。 

 今回、この指針で示されたＦＩＴ電気については、ＣＯ２が排出されないことを付加価

値として訴求しない方法により説明する必要があると、こういった考え方を踏まえて、ま

さに先ほどの議論の中でも出ましたけれども、現行の実排出係数の整理を見直す必要があ

るかどうかと。ここがぜひご議論いただきたいということでございます。 

 調整後排出係数において、ＦＩＴの負担に応じた買取電力量相当量の割合で実排出量を

調整しておりまして、ある意味で京メカのクレジット等と同様の調整後の段階で調整をす

るということでございます。 

 以下、電力の小売営業に関する指針。それから、温対法に基づく温室効果ガスの排出量

算定・報告・公表制度、そのような観点から比較検討したのが２ページでございます。表

の左側でございますが、「電力の小売営業に関する指針の観点」というところでご説明を

させていただきたいと思います。 

 この２つのオプションという形で書いてございますが、まず上半分。ＣＯ２排出係数を

ゼロとした場合にどういう論点があるかということでございますが、ＣＯ２が排出されな

い電気であることの付加価値を仮に小売事業者が需要家に対して訴求すると、これは需要

家にまさに誤認を与える恐れがございます。 

 第２に、ＦＩＴ電気とＦＩＴ以外の再エネ電気を等価で扱うということは、交付金を受

けずに自ら全ての調達コストを負担して、まさにＦＩＴ以外の再エネというものを販売す

る事業者との差別化が排出係数の中ではできなくなりまして、結果として、ＦＩＴ以外の

再エネ電気の価値を損ねるのではないかという観点。 

 それから３つ目といたしまして、ＦＩＴ電気は事業者の負担や努力のみによって導入さ

れたものではなくて、国民負担のもとに導入されているわけでございますが、このＣＯ２

排出係数をゼロとすることが、需要家が自ら支払った電気代が再エネの追加投資につなが

るといったことを誤認する恐れがあるということ。これはつまり、高い電気を払うという

のではなくて、もともと国が定めた価格で買い取ってもらいますので、別にこれで払うこ

とが追加投資にはつながらないということでございます。 
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 他方で４つ目、これらに対する少し見方を変えた観点でございますが、この法令及びガ

イドラインの中では、ＦＩＴ電気を販売する際には、ＣＯ２が排出されない電気であるこ

との付加価値を訴求しない方法により説明をする必要があるというふうになっておりま

す。 

 また、このガイドラインの中では、ＣＯ２が排出されない電気であることの付加価値を

訴求しないための具体的方法、あるいは電源構成の情報開示の際には、調整後排出係数を

あわせて記載することが望ましいことといったことが明記されてございます。 

 したがいまして、法令遵守及び指針を徹底すれば、今申し上げた３点の懸念は生じない

のではないかと、こういった観点も述べさせていただいております。 

 仮に、逆にＣＯ２の排出係数の調整を行う場合といったことで、法令及び指針に違反し

て、ＣＯ２が排出されない電気であることの付加価値を排出係数の数値としては小売事業

者は訴求できなくなるために、誤認を需要家に与える恐れは、これはなくなります。それ

から、交付金を受けずに自ら全ての調達コストを負担して再エネ電気を販売する事業者と

の間では差別化が図られまして、いわゆる電力の価値を損ねないということが考えられま

す。 

 以下、３ページ以下にいろいろこれまでの小売のガイドラインの抜粋、それから、５ペ

ージ目では温対法の関連する条文。それから６ページに、本年４月に政府として公表いた

しましたエネルギー革新戦略における低炭素価値の評価に関する記載。それから、８ペー

ジがＦＩＴ電気についての環境価値についての総合エネ調等におけるこれまでの整理。そ

れから、今回自由化に伴いまして、９ページでございますが、電力システム改革小委員会

の制度設計ワーキングでの委員の先生方からの関連する主な発言の抜粋ということでござ

います。 

 １点だけ、２ページの一番下のところで、ちょっと補足させていただきます。参考にな

る関連制度といたしまして、エネルギー供給構造高度化法における非化石エネルギー源の

電気事業者の判断基準ということで、この中では、平成 42 年度において、2030 年ですね、

供給する全ての電源による発電量に対する比率を 44％以上とすることを目標にするとい

うことを定めておりますが、現行上は、ＦＩＴ電気の調達に関しては調整をすることとは

されておりません。 

 ただ、一方で申し上げると、これは今後見直しを行うこととしておりまして、もともと

先ほどの参考資料で言うと８ページになりますけれども、平成 23 年の２月 18 日に総合エ
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ネ調の買取制度小委員会―今のＦＩＴをつくったときの整理でございますが、この中で、

環境価値の中で「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」ということで、「等」の中に非化石価値が入ってございまして、「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」ということで、非化石

価値については別の場で議論するという整理がなされております。こちらの時期を見てい

ただくとわかるんですが、平成 23 年３月に震災が起きまして、その後、検討が具体的に

はなされていないという状況をちょっと補足をさせていただきます。 

 私からは以上でございます。 

事務局（松澤課長） 

それでは２ページを再びご覧いただければと思います。この表は上段がＣＯ２排出係数

をゼロというところの説明。下が調整を行うという部分の説明になっています。右側の欄

が温暖化対策推進法に基づく排出量の算定・報告・評価制度の観点ということで、今の考

え方をここに書いております。 

 まず、右段の上からご説明いたします。 

 この算定・報告・公表制度で、実排出係数は電力の発電の際の物理的なＣＯ２排出係数、

つまり、実際のＣＯ２の排出係数に基づくものでつくられています。これは、排出量算定

のベースとなるものでございます。 

 したがいまして、この係数は、環境価値を含め、社会的な価値判断を考慮していないと

いうのが現状であります。 

 算定・報告・公表制度では、実際のＣＯ２排出量を明らかにするために、需要家でござ

います特定排出者の皆様に実排出量の報告をいただき、さらに環境価値やクレジットがど

のように考慮されているかを明らかにするため、調整後排出量の報告、これをそれぞれご

提出いただいてございます。その算定のために、実排出係数と調整後排出係数がそれぞれ

必要になっているということでございます。 

 そして、次の３つ目でございます。ＦＩＴ電気、これに関しましては、実排出係数にお

いては物理的にＣＯ２を排出していないということから、ＦＩＴ以外の再エネ電気と同等。

つまり、ゼロということであります。 

 この実排出係数では、したがいましてＦＩＴであるか、ＦＩＴによらないかという社会

的な状況というのを考慮されておりません。 

 それから４つ目、温対法の報告は、排出者自らが排出量を算定することによる自主的取
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組の基盤になるものを確立していこうと。さらに、その情報の公表・可視化による国民・

事業者全般の自主的取組の促進へのインセンティブ、あるいは気運を高めると、こういう

ようなことを目的としてございます。 

 これに関しまして２つ見方がありまして、国民負担のもとに導入されたＦＩＴ電気の使

用に伴う特定の需要家の排出量について、実排出量、これをゼロと報告することは事業者

自身の負担や努力を正確に反映したものとはならないのではないかのではないか、こうい

う見方があろうかと思います。 

 それから２つ目の三角のところですが、調整後排出量ではＦＩＴ電気に係る調整を行っ

ており、物理的な排出量である実排出量の概念を変更する特段の理由はないのではないか

ということでございます。 

 それから、下の欄に移りまして、今度ＣＯ２排出量の調整を行う、こうした場合につい

てであります。実排出係数を費用負担関係を反映するものに転換すると。これは考え方を

変更するということになります。 

 それから、それに伴いまして、これまでの実排出係数の実績との連続性がなくなってく

るということでございます。 

 それから、３つ目は若干技術的なお話になります。もしかすると難しいといいますか、

わかりにくいかもしれませんが、今の制度では、実排出係数ゼロでございますので、例え

ばメガソーラー・風力発電のＣＯ２の扱いについて、こういう発電を行っている方が同時

に火力発電の事業も行われていた場合に、その火力発電で原油換算年間 1,500kl 以上のエ

ネルギーを使用する場合には、特定排出者ということで、発電所等配分前のエネルギー起

源ＣＯ２の算定報告義務が生じております。それで、現行ではＦＩＴ制度を利用していて

も再エネ発電分は物理的なＣＯ２排出ゼロですので、ゼロと算定されております。 

 他方、これをもし変えました場合には、小売電気事業者のＦＩＴ電気の実排出係数ゼロ

でないということにした場合に、発電と小売でＦＩＴ電気について、片方はゼロのまま、

片方はゼロではないということになって、この間に違いといいますか。不整合が生じてま

いります。仮にそれを避けるというふうにした場合には、ＦＩＴ電気の発電について、実

際にはＣＯ２の排出がないんですが、その算定報告義務を発電事業者に追加でお願いする

必要が出てくるということでございます。 

 以上であります。 

○山地座長 
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どうもありがとうございました。この議題については議論をするということで結論を得

るということではないんですけれども、今両者からご説明がありましたように、実排出係

数は何かということにかかわることですけれども、今まで実排出係数、調整後排出係数を

使ってきたけれども、ＦＩＴ電気の実排出係数は何かという点ですね。ゼロのままでいっ

た方がいいというのが後者の説明で、最初からＦＩＴ電気は実排出係数も平均的な電源の

排出係数というふうにしようというのが前者の説明です。それでどうしましょうかという

ことでございます。 

 多分理解されている方にとってみる、論点はわかっていると思うので、どう表現するか

という問題だと思います。２ページ目のところで電力小売営業に関する指針の観点からと

いうところでも１カ所環境省さん側の意見が上の欄の一番下の行に書いてあるし、温対法

に基づく観点というところからの上のほうも下の方の矢印２つの上側の矢印は、経産省側

の意見が入っている。こういう位置づけであります。これからは議論でございますから委

員の皆さん、オブザーバーの皆さんのご意見を聞きたいと思います。では工藤委員から。 

○工藤委員 

先ほどの最初の質問がまさにここだったのですけれども、温対法の報告制度がまず先に

導入されて、その後にシステム改革等が入って、報告制度をそれに適用しようとしている

わけですね。そうすると、今の政策的な優先度をどう考えるかというポイントがまず１つ

あると思っています。そういう意味で、後半に説明された温対法の報告制度というものが、

システム改革等における消費者保護等を含めたさまざまな指針とある程度リンクを持った

制度として世の中的に受け入れられているのか。もしくは独立したものとして受け入れら

れているのかによって判断が分かれるのかなという気がします。 

 排出係数の場合、先ほどもこの先事業者の方がどう訴求するかわからないと申しました

が、やはり、消費者訴求をするネタになる可能性はやはり高いと思っています。そうする

と、温対法で評価している数字と、小売の段階で使われている排出係数で混乱が生じてし

まうと、せっかく環境訴求を広めようとした際に、マイナスの影響は回避をした方がいい

と思います。自由化をして、かつ低炭素の電源を広めていくということを消費者理解のも

とにどうやって進めていくかという視点で双方の案を評価すべきと感じます。 

 一方で、委員長がおっしゃった、実排出係数とは何ぞいやという議論の説明の中に物理

的にＣＯ２を排出しないという説明は、ちょっと難しいと思います。なぜかというと、こ

れをやり出しますとバイオマスの話がややこしくなります。国際的には、例えばＩＳＯの
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世界（ISO 14064-1）ではバイオマスは排出量算定上は最初カウントして、その後の報告

書段階で調整するという内容になっています。あくまでも説明として、物理的に考えると

いうことを前提にする場合には、こうした点を注意して説明しないといけないと思います。

報告書上で調整する／しないの評価は、最初に私がコメントしたような市場で混乱しない

ルールとしてどちらが適しているかということを考えるべきだと思います。以上です。 

○山地座長 

ありがとうございました。森口委員。 

○森口委員 

結論を先に申し上げると、私は物理的な排出量に基づく考え方を維持していただくのが

いいのではないかなと思っております。今工藤委員がおっしゃったバイオマスに関しては、

確かに物理的に排出はされるんだけれども、それは、カーボンニュートラルの炭素か、そ

うではないのかということを物理的に区別することによって識別は可能であると思いま

す。それをややこしくしているのが廃棄物発電でありまして、バイオマス起源なのか、化

石燃料起源なのかということの議論をちゃんと詰めないことには、そこが混乱するわけで

すけれども、そのあたりの問題と絡んでいるかなと思います。 

 私自身が物理的にこだわっておりますのは、気候変動枠組み条約に基づく国家の排出イ

ンベントリ検討会も長年務めておりまして、国家排出量の９割を占めるエネルギー工業プ

ロセス部門の座長などもしておりますけれども、そういうところにおいても日本特有のル

ールを当てはめてしまったがゆえに、実は国内向けに報告している数値と、条約事務局に

対して報告する数値が二本立てになるとかいろんなことが起きております。 

 もろもろの政策的な事情を忖度することの必要性はわかる一方で、そういったことは調

整した結果、調整後排出係数とすれば、過不足なく機能するかと思いますので、実排出係

数という考え方は、やはり物理的なものに基づいた方が望ましい。 

 ただ、「実」とは何かということの中で強いこだわりがあるのであれば、むしろ実排出

係数という言葉を改めていただいて、物理的排出係数としていただくというような考え方

もあり得るのかなと思います。私もかなり文理折衷的なところで仕事をしておりますけれ

ども、工学部の教員としましては、ある意味、教育上も実排出係数というのは物理的に定

義できるものの方が望ましいのではないかなと思う次第でございます。 

 一方、価値のことに関しては、ＦＩＴ電気の環境価値を訴求してはいけないということ

に関しては、例えば全く努力なしに、ＦＩＴ電気だけを調達してそれがカーボンフリーで
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あると言うことは明らかにまずいんだと思います。そのＦＩＴ電気で調達したものに関し

て、一切それがカーボンフリーであるという、事実といっていいのかわかりませんが、物

理的には私はそう考えていますけれども、それを過度にそのことを言わないようにしなけ

ればいけないというのは、若干中立を越えてＦＩＴ電気に対して、グレーであるというよ

うな印象をむしろ与えてしまいかねないのではないかと。このあたり前回の議事録でかな

り細かく具体的な議論がなされておりますし、最後のところで山地座長の方から、必ずし

も私の主張には、十分に賛成できないと。全く賛成できないとはおっしゃっていなかった

と思いますので、グレーな部分が残るかとは思いますけれども、私自身は、昨年申し上げ

たことと立場は変わっておりませんで、基本的には資料の２ページ目の右上に書かれてい

ることで必要十分ではないかなと思います。 

○大橋委員 

 私は環境を専門としているわけではないですが、経済や社会科学全般的なところでこの

議論を眺めてみたときに、やはりＦＩＴが入る前と後だと随分状況が変わったなというふ

うに思います。今回ご説明いただいた温対法の報告ということのそもそもの趣旨を考えて

みたときに、国民なり事業者が温暖化の対策を自主的に取り組む、そしてその取り組みを

促進させるインセンティブなり気運を高めるということが非常に重要だというふうに伺い

ました。 

そういう観点でいうと、今回のＦＩＴ制度におけるＦＩＴのＣＯ２価値は何だというと、

まさにご説明いただいたとおり、国民全体で負担しているものだという観点から言えば、

ＣＯ２というのは全電源平均という形で考えないと、本当におかしなことになってしまう

ということなんだと思います。そういう意味でいうと、小売のガイドラインに書かれてい

る内容が実際問題として温暖化対策を国民が取り組む上での指針として使うべきものなん

だろうと思います。 

 他方で、確かに物理的にどうだというのは物理的な観点でやるべきだと思いますが、こ

れは実体的に絡みそうだというものは先ほどの２ページ目のご報告でいうと、右下の欄の

一番最後のポツなのかなと思っています。ここの報告徴収のところをどうするかというと

ころが実体的な問題ではないかというふうに私は受け取りました。ここのところはやはり、

大変申しわけないけど追加で情報徴収するなりという形をしていただいた方がいいのでは

ないか。なお国民に２つの排出係数指標を示すと、私は実排出係数が本物だというふうに

感じてしまうのではないかと懸念します。多分十中八九みんなそう思うのではないかと思
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います。そうすると国民の自主的な取組を促す上で、ネーミングがかなり情報を歪めてし

まうのではないかという感じがしてしょうがないというところであります。以上です。 

○山地座長 

ありがとうございました。実と調整後というと、実が本物という感じがするんだね。物

理的排出係数と経済的排出係数にしても、何か物理の方がイメージがいいかもしれません。

皆さん、内容はわかっているわけですね。ＦＩＴ電気は環境価値のところを国民全体とい

うか、電力の消費者全体で支えている。だからＦＩＴ電気で環境価値を訴求するのはでき

ません。ここは皆さん納得されていると思いますが。 

 森口さん、そこがまだちょっと違いますか。 

○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。実が正当であるということを申し上げているつもりは毛頭ございません。 

○工藤委員 

議論と最初伺ったんですけれども、皆さん、ポジションをとりあえず明確にされている

ので私も言っておかないと怒られてしまうかなと危機感を今覚えました。 

 最初の説明のときに、なぜ今こういうことを行っているかといえば、電力のシステム改

革が行われて、その調整措置として考えているということを鑑みる必要がある、例えばＦ

ＩＴ電源とそれ以外に再エネを入れたいと思っているものをきちんと差別化するとかで

す。 

 それからどちらのオプションをとったとしても、消費者理解というものが今後進んでい

かないと社会全体で活用されないことを考えれば、当面このシステム改革に基づいた、新

たな再エネ電源等のチャレンジとか、そういったことの可能性を踏まえた観点から、左の

最初の方で当面やっていくというのはあるのかなと思っています。 
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 ただし、そういうものが本当の意味で実効性を持つかどうかというのは、また、時間を

経ていろいろ見えてくる可能性も否定はしないので、まずは左のところでやりながら、適

宜調整をしていくという点に留意していくというのが、１つのやり方かなと思っています。 

○山地座長 

私も委員の１人として質問があるのですが、２ページ目の整理の右側の下の箱のところ

の３番目のポツ、一番長いところです。ここで書いてあることは、発電事業者がいて、再

エネ発電をしてＦＩＴ電気として売っている。一方で、化石燃料でも発電していて、特定

事業者だと報告しないといけない。そのときに再エネで発電してＦＩＴとして売ったもの

に、この実排出係数というところで係数を使うとそこでカウントされちゃうとおっしゃっ

ているんですか。実際そうなんですか。 

 ＦＩＴ電気として買うという行為は小売事業者からだから、ＦＩＴ電気は最終的には小

売と消費者との間で成立するんですよね。 

 発電事業者が買取制度を利用して、再生可能エネルギー発電をしたときの排出というの

はゼロにするのが当たり前だと僕は思うんだけれども、それが実係数にしてしまうとでき

ないとおっしゃっているんですか。 

○事務局（松澤課長） 

そうです。もし先生のアングルから整合性を図るということにした場合には、まさに今

先生がおっしゃったとおりで小売と発電と扱いを変えるという新しい考え方を、算定・報

告・公表制度で、実排出係数について、そこを変えれば何でもできるわけですけれども、

根底的な考え方を変えるというのはもちろん議論をすることはあり得るわけです。その考

え方を変えなければ、小売と発電は一緒であるというままでいけば、先ほど大橋先生が言

われましたけれども、追加で義務をお願いするということになってきます。 

 先生がおっしゃったように、１つのソリューションとしては、変えればいいということ

なのかもしれません。 

○山地座長 

再エネ発電事業者はＦＩＴ電気を調達しているわけではないですね、提供しているわけ

ですね。その提供のときにもＦＩＴ電気の排出係数が係るとおっしゃっているんですね。 

○事務局（松澤課長） 

はい。 

○山地座長 
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私は法律家ではないので、そのあたりの運用はよくわからないんですけれども、素人と

してしては、非常に不思議な感じを受けます。別にお金で買ってきたわけではないわけで

す。バイオマスの場合は買っているか。でも電気じゃないね、バイオマスは原料を買って

いる。ＦＩＴ電気じゃない。そうですか。私の単なる素朴な質問でした。 

○大橋委員 

この前の資料の排出係数の議論は、特定排出者というのは小売事業者ですね。それをそ

のままもってこれるのでしたか。 

○事務局（松澤課長） 

同じ電気について発電と小売で実排出係数の計算の仕方を変えてはいないので、今の算

定・報告・公表制度の観点からは、先生がおっしゃった発電と小売で変えるという考え方

は取り入れられていません。物理的な実際の排出という観点で、実排出係数は両方とも計

算されています。ですから、それをもし社会的事情といいますか、システム改革という政

策的観点を実際の排出係数の世界にも入れるべきだということであれば、先生がおっしゃ

ったような小売と発電で物理的排出係数、今実排出係数と言われているものを変えるとい

う議論はフリーなんだろうと、私どもも思っています。ただ、それはもうちょっとしっか

りと、我々なりに咀嚼する必要もありますので、先生が最初にＦＩＴ電気の実は何かと。

それはゼロなのか、それとも全電源平均なのかと、社会的価値を入れたものなのかと、二

者択一で先生はテーブルに載せられました。突き詰めていけばそこかもしれませんが、ほ

かの選択肢も当然あるので、ここではこの二者で議論をされるテーブルなのかもしれませ

んけれども、まずは本当に誤認を与えるという事態が生じているのか、電気事業法の世界

でいろいろな消費者への説明に関して、ここにも書いてある左上の欄の４つ目のポツは環

境省の意見ですけれども、こういうところをしっかりやるということがそもそも必要なん

じゃないかと私も考えています。そういった観点も入れれば少なくとも二者択一ではなく

て、社会全体で見ればほかの道もあるんだろうと思います。 

 それで算定・報告・公表制度は、物理的な係数とそれからいろいろな社会の価値判断を

入れた調整後ということで、２つの仕組みがありますので、今のご議論を踏まえた上でも

算定・報告・公表制度はその２段組になっていますから、社会のいろいろな価値判断は調

整後の方に入れることは十分できるし、それはしっかりとシステム改革に沿った形でやっ

ていくんだろうというのが、今私どもが思っているところです。 

○山地座長 
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今のところで取り上げて、２ページ目の左側の上の段のちょっとブルーがかっていると

ころの４番目のポツですね。懸念を加えてあったんだけれども、最後の２行目で「法令遵

守及び『指針』を徹底（必要に応じてこれらを強化）すれば、上記各項目の懸念は生じな

いのではないか」と書いてありますけれども、これはどう思われますか。 

○森口委員 

私は懸念は生じないのではないかと思っております。例えば３番目の末尾に「追加投資

に繋がると誤認するおそれがある」と書かれているので、そんなところまで深く消費者は

考えておられるんだろうか。消費者のタイプにもよるんですけれども、それが直感でござ

いました。そもそも本当につながっていかないのかとか、つながらなければいけないのか

とか、つながってはいけないのかということも含めて考えますと、そもそもＦＩＴという

制度を何のために導入したのかということの全体の流れと、ここでやはり価値を訴求して

はいけないという議論、ちょっと根本的なところに戻ってしまうわけですけれども、そこ

も何となくしっくりこないのかなという感じがしています。 

 座長から振っていただいて、１つ戻って恐縮なんですけれども、松澤課長のご説明に関

して言えば、この温室効果ガスの排出インベントリに当初から関わっていて、それから、

今の議論は電力に伴う排出係数を、やはり電力のユーザーが、ある種の排出責任的なもの

を持っているという考え方に則ってこういう議論をしているわけですけれども、一番最初

に日本の排出量の算定方法を検討するときに、もちろんほとんど実排出者は発電事業者、

事業者の区分がいろいろありますけれども、発電所そのものなわけです。そうではなくて

消費側も一定の削減努力ができるようにということで、電力転嫁後の排出量なるものをち

ゃんと計算すべきであるという考え方を明確に主張した私は張本人でありますので、そこ

の責任も感じているわけです。 

 一方で、議論としては、電力を消費者側につけてしまうと発電側の排出責任というのが

軽減されてしまうのではないかという議論も常時経験してきたわけです。そういう意味で

は何が実かというよりも、本当にインベントリ上、どこの事業者が排出したのかというこ

とを正確に把握する仕組みは残していただきたいし、それは、算定・報告・公表制度の発

電分の転嫁前の計算上、やはりどうしてもそういう枠組みは維持していただきたい。そこ

の中にまでＦＩＴ電気に係数をかけるようなことにすると何か変になるのではないかとい

うのを、私自身も感じています。ただ、消費側の視点から見ていく排出係数に関して、Ｆ

ＩＴに関して特別扱いをしましょうとおっしゃっている観点も重々わかるんですが、それ
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にしても実を使うかどうかは別として、やはり物理的な計算としては、直接排出源別の排

出量の考え方と整合がとれている方が望ましいだろうというふうに考えております。 

○事務局（江澤課長） 

経産省から補足説明をさせていただきます。森口先生がおっしゃるとおり、発電段階で

はＦＩＴはゼロでしょうし、インベントリの算定ということであれば、それは燃料使用量

からやりますので、こういった小売の係数が幾つであるかというのは、最終的にはそこに

は影響しないということだと思っております。これは非常に経緯があって、両省もいろい

ろ議論を中でしておりますけれどもまだ平行線、両方の立場がございまして引き続き議論

をさせていただこうと思っております。 

 世界的に見てそうなのかなと思っているんですが、電力会社が事業者別に係数を出すと

いう制度自体が、我が国特有のものでありまして、世界的にそういうものがない中で、我

々が今これをやっているのは、小売の係数を見て消費者が電気を選ぶんだという発想のも

と、環境省、経産省でこういう小売事業者別の係数を出すということになっています。 

 こういった選ぶ時点で、ＦＩＴ電気とＦＩＴ電気でないもの、普通に大型水力であると

か、事業者の努力で開発したものはやはり別のものなのかなと考えており、仮にＦＩＴ電

気みたいなもので自分が買い集めてきたものを、さも価値があるかのように売ってしまう

ことが、今の電力システム改革の中で、小売を選ぶ時代にあっては、そういった国民負担

なんだけれども自らの自分の係数は低いですという売り方、そういうことになってしまう

と誤認が生じ得るということが、我々としての懸念だというふうに理解いただければと思

います。 

発電はまさにゼロであっても小売の係数を選ぶというところにポイントがございます。

ポイントは、さらによりよい電源を選ぶような形にしていくために、経済産業省は今後低

炭素電源市場というものをつくりまして、その中でなるべく選びたい人が選べるような市

場をつくっていきたいと考えています。そのときに実排出係数では価値があるんだけれど

も、調整後ではないですというものを、果たしてベースラインとなる価値判断をどこに置

くかというところに非常に影響してくるかなというところが、今後の懸念としてもござい

ます。 

 小売については、小売が確かにその電気を買っているんですが、小売がその電気を使っ

て消費者に売るという媒介機能を有していますので、その時点で表示する係数として何が

ふさわしいのかなということでございます。まさに、負担は小売ではなくて国民なので、
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それを価値判断、たまたまそれを多く買っている、今だと一般電気事業者の方が圧倒的に、

シェア以上にＦＩＴ電源も買っていらっしゃるので、そういったところの不公平がないの

かということでございます。 

 実排出係数については、ＦＩＴ電源についてもゼロということになってしまいますので、

実排出係数を例えばＦＩＴ電源だけを調達して、私の係数、実排出はゼロですという売り

方をした場合に、それで誤認が生じるのではないか。つまり実排出係数そのものを表示す

ること自体が、現時点ではここで小売のガイドラインでいっているような、誤認を生じ得

るケースとなってしまうので、この点について引き続き議論がなされなければならないと

いうふうに考えている次第でございます。 

○森口委員 

今、江澤前室長からご発言のあった、ＦＩＴだけを調達してそれを切り出して売るよう

なことは言えないということは、さっき明確に申し上げているわけで、そんなことはしな

いというのは大前提でございますので、そういう例で誤認が生じるとおっしゃっても、私

の申し上げていることとちょっと齟齬があるような気がします。 

○山地座長 

ただ、十分にあり得ることです。地方自治体の電力はそれをねらっているところがいっ

ぱいあると私は認識しています。 

○森口委員 

それがあるのであれば、それはやはり法令遵守なり指針を徹底して、懸念を生じないよ

うにしていただくということが重要だと。 

○山地座長 

私がさっき問いかけたのは、法令遵守と指針の徹底で本当に懸念が払拭できるとお思い

ですかという質問をしたのですが、できるということですか。 

○森口委員 

私はそう考えておりますし、そうすべきであると考えております。 

○山地座長 

江澤前室長はすごく懸念があるとおっしゃっているわけです。 

○工藤委員 

やはり法令遵守、法令という観点よりはどちらかというと指針ですね。どういう形で消

費者に訴求していくかという場を事細かに見ていけば、なかなか難しい状況になる可能性
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は高いと思います。数字というのは言葉による説明よりも注意を引く要素が非常に強いで

すから、数字をもってして、いろいろな意味で説得力を与えるような要素はたくさんある

のではないかという気がします。そういう意味で、ＦＩＴ以外の再エネとの差別化という

こといろいろ考えていったときに、そこが調整云々かんぬんという複数の説明文を含めて、

事業者が指針なり法令に則って、ある意味モラトリアムではないですけれども、できるか

どうかというところについては、リスクがあると思います。 

 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。 

ヨーロッパとアメリカで比較すると、消費者自らが再エネ電気を選ぶというトレンドは、

明らかにアメリカの方があります。それは、追加的な料金を需要家が選択するグリーン料

金メニューが提供される市場があるからです。ヨーロッパでも同様の訴求を、大きい電力

会社が取り組んでいますが、聞けば、なかなか消費者はそこを選んでくれない。なぜかと

いえば、ＦＩＴが導入されて、既にコスト負担をしているという認識があるからでしょう。 

 供給と需要サイドどちらにアプローチをするかの善し悪しは、政策的に非常に大きな論

点だと思います。新たなマーケットが立ち上がる中で、新たな再エネビジネスの立ち上げ

を阻害せず活発化させる、そうした視点で数字等を示すことが大事だと私は思います。 

○事務局（曳野室長） 

今日何か結論が出る場ではないというふうに事務局としても考えておりますけれども、

恐らく今日ご議論いただいている中で論点は２つあると、私は認識しております。 

 １つは何を実排出係数の段階で計上し、何を調整後の排出係数の段階で入れるべきかと

いうことで、これは委員の先生方の中でも、両案というかそれぞれの意見があって、国際

的な調整もあれば社会的な部分を含めてむしろ合わせるべきではないかと両方あるのかと

いうふうに、私は認識いたしました。 

 もう１つの論点としましては、今回自由化をして一般消費者の方々も含めて、実排出係

数の考え方というのは、それによって電気を選ぶかもしれないという時代に入ってきたわ

けです。それをもとに今回こういうご提案をさせていただいているわけでございますが、
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そうした中で、この実排出係数という表現ぶりが果たして適切なのかどうかということか

と思っております。これについては、少なくとも変えるかどうかということではございま

せんけれども、実排出係数という表現が適切であって、変えるべきでないというような意

見はなかったということで、私自身はそういう認識をいたしました。 

 いずれにせよ、経済産業省は自由化の中での消費者の選択ということをしっかり考えな

ければいけない状況の中で、現に消費者が誤認をしなければいいということではなくて、

誤認を与える可能性があるものであっても誤認しなければいいじゃないかということでは

多分ないと思っております。これは私ども行政を預かる立場として、現に被害者が出なけ

れば別にいいということではなくて、そういうおそれがなくて安心して選んでいただくと

いう政策を進める責任はあると思っています。 

 もう１つは 2019 年に太陽光の余剰の買取が終了しますので、これを含めて市場に入っ

てくる中で、それぞれ両者が別々の付加価値を持っている中で、あたかもＦＩＴと同じで

あるというような扱いをすることが、消費者、あるいは実際に事業を行う事業者の方々に

とって果たしていいのかどうか。生グリーンであるにもかかわらず、場合によっては事業

に対して不利なことになってしまうと、これは再生可能エネルギーを最大限伸ばしていく

という国の政策との関係でも、むしろ変なことになってしまうおそれがなしとは言えませ

んので、こうしたことも踏まえて検討が必要なのかなということで、認識を新たにしたと

ころでございます。 

○山地座長 

大橋委員、何かありますか。 

○大橋委員 

いいえ、全部言っていただいたので。 

○山地座長 

課題の認識は、少なくともこの場では、共通に理解されている。ただ、私もＦＩＴ電気

の話はよく聞かれて、何で排出係数はゼロじゃないんですかと聞かれて、そうすると制度

によって賦課金で電力の消費者が一律に負担しているので、環境価値は既に配分済と申し

上げても、怪訝な顔をされる方が多いことは事実です。そこの問題で、法令上はこれを実

排出係数と呼ぶのか、調整後排出係数と呼ぶのか。今日の議論は、実排出係数と呼ぶと誤

解を招きやすいということでしょうね。そこは法令とか対策強化でその懸念は払拭できる

と考えるか。あるいは、もっと法的な問題でいうと、発電事業者のところの算定のところ
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と不整合が起こるのではないかということがあると。そのあたりが、ある意味クリアにな

ったことはクリアになったと。このくらいでよろしゅうございますか。 

○森口委員 

申しわけありません。資料２の２ページ左上の２つ目のポツは、私も極めて重要だと思

っています。ＦＩＴ電気の電気の扱いを誤ると、結果的にＦＩＴ以外の再エネ電気の価値

を損ねるということはあってはならないと、これは全く私も同感なんですけれども、であ

ればなぜ再エネなりを導入しようとして導入したＦＩＴが、そのような結果を生んでしま

うのかということ自身の方に問題があるような気がしております。 

それは当然、ここのテーブルで議論すべきことではないんだと思うんですけれども、そ

こに立ち返らないと、ＦＩＴの電気は何かグリーンではなくて、それ以外の再エネはとい

う話になると、そもそも再エネに関してどういう導入策をとろうとしているのかというこ

と自身のスタンスが非常にわかりづらくなっているような気がします。これはここで言っ

ても詮無い話ではありますけれども、そこのわかりにくさがどうしてももやもやと残って

しまうので、もしそこの問題があるのであれば、いまさら何か動ける話ではないんだと思

うんですが、ＦＩＴ側に対してむしろそういう議論を仕掛けていかないと、全体としての

再エネの導入ということに関して少し曇りが残ってしまうような気がいたします。２番の

ような観点はぜひ重視していただきたいと思います。 

○山地座長 

２番とおっしゃったのは、２つ目のポツのことですね。ＦＩＴとＦＩＴ以外の再エネの

ことですね。 

○森口委員 

２つ目。つまりそれで再エネにまた色がついてしまっているということ自身が、やはり

根本的なところにあるのではないかと思います。 

○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
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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。 

○山地座長 

もともと用語に関する議論ではある。ただ、温対法関連の法令にたしか調整後排出係数

という言葉は出てくるんですね。実も出てくるんでしたか。 

○事務局（松澤課長） 

単なる二酸化炭素の排出の程度を示す係数ですね。 

○山地座長 

そうですね。「調整後」は法令に出てくるけれども「実」の方はなくて、実排出係数は

どちらかというと通称であって、通達ぐらいは出てくるのかもしれませんけれども、法改

正はハードルが高いにしても、それ以下の通達レベルで改善できるところがあれば、両省

で話し合って簡単にしていただければと思います。 

 少なくともこの関係者の中では、問題点はわかっていると思うんです。ぜひそういう方

向で、座長としてお願いしたいと思います。 

 議論をしていてもこれ以上は無理かなという気もするんですがよろしゅうございます

か。特にご発言のご希望がなければ、今回は結論を得るというわけではないということで

したので、このあたりで打ち切って残り「その他」にいきたいと思います。資料４と５の

説明をお願いします。 

○事務局（曳野室長） 

まず、資料４をご覧いただければと思います。本日の議題の１の関係でございますけれ

ども、２枚目以降にあります、別添というのは２ページ目以降でございますが、「電気事
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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」のこの通達の改正に

つきまして、パブコメントを実施したいと思います。先ほどちょっとご指摘いただきまし

たので、少しわかりやすい資料というか、説明をきちんとつけた形でここにコメントをつ

ける方向で調整をさせていただければと思います。 

 募集期間につきましては、本年のこの後６月下旬以降ということで、通常のパブリック

コメントどおり１カ月間を想定しております。告知方法としては電子政府の窓口（ｅ－Ｇ

ｏｖ）等で告知をさせていただきまして、案文については２ページ以下を参照いただきた

いと思います。これに参考資料を付けるということでございます。 

 意見提出方法としては、通常どおり電子メール、郵送、ＦＡＸのいずれかということで

ございまして、提出された意見の概要及びそれに関する考え方につきましては、意見募集

の期間終了後、速やかに委員の皆様等に情報共有させていただきまして、必要に応じて内

容を修正した上で通達を改正したいというふうに考えております。 

 引き続き資料の５でございますが、今申し上げましたスケジュールも含めまして全体を

整理させていただいておりますが、パブリックコメント１カ月実施をいたしまして、これ

は政府の全体の運用といたしまして、実際のいただいた意見を踏まえて熟慮期間というの

で、最長半月程度をいただきますので、それで意見を公表させていただくという形になり

ます。 

 したがいまして、恐らくは８月ぐらいにはなるかと思いますけれども、一方で 29 年の

７月末までに、これは原則のところでございまして新規参入者は少し早くなりますけれど

も、各事業者からの報告期限という形で、新制度の運用をパブコメ終了後に開始をしたい

というふうに考えております。 

 改めまして、先ほど資料の２の関係でございました個別の論点につきましては、また別

途ご相談の上、修正をさせていただければというふうに思います。 

○山地座長 

今の資料４と５の説明について何かご発言ございますか。 

パブコメ案の文章部分については、特に修正なしでわかりやすい図とか解説を追加する

という理解でよろしいですか。 

○事務局（曳野室長） 

少なくとも、資料２については合わせてご説明をつけるのと、改正の趣旨を全部絵に描

き始めると恐らく資料２と同じなってしまいますので、資料２のリンクを張るのか、ｅ－
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Ｇｏｖにそのまま張るのか、技術的なところは事務局で精査したいと思いますけれども、

どのような項目について具体的に改正するのかということを整理させていただいて、具体

的な中身については、パワポと資料４の２ページ目以下、これは読んだだけでというのは

なかなか大変と思いますけれども、工夫をさせていただければと思います。 

○山地座長 

ということでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 以上のとおりでございまして、時間は、３時から３時半の間に終わるようにと言われて

いましたのでほぼ許容範囲内ということでございますので、以上で事業別排出係数算定方

法等に関する検討会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

（了） 

 


