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第1章 はじめに 

第1節 事業目的 

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」という）中間とりまとめ

において定められた方針に基づき、①非化石価値を顕在化し、証書（以下、「非化石証書」と

いう）として取引を可能とすることで、小売電気事業者の高度化法上の非化石電源調達目標

の達成を後押しするとともに、②需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、固定価格買取り

（FIT）制度による国民負担の軽減に資する、非化石価値取引市場（以下、「非化石市場」とい

う）が、まずは FIT電源分の非化石証書（以下、「FIT非化石証書」という）を対象として２０１８

年５月に創設された。 

その後、２０１８年度の電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会において、FIT電

源以外の非化石電源（以下、「非 FIT非化石電源」といい、FIT制度に基づく固定価格買取期

間が終了した電源を含む）に係る非化石証書（以下、「非 FIT非化石証書」という）に関する制

度設計について議論が行われ、非 FIT非化石証書については、２０２０年５月に取引開始す

ることを目途に詳細制度設計を進めることとされた。 

また、本作業部会においては、非 FIT非化石証書の信頼性を担保するため、国は、高度

化法の執行業務の一環で、非 FIT非化石電源の認定、及び当該電源から発電される電力量

の認定（以下、「認定業務」という）を行い、認定業務の実務については、第三者の事業者を

選定の上、国から業務委託することとされた。 

これを踏まえ、本事業においては、国内における非 FIT非化石電源に係る情報を集計し管

理する新たな情報基盤管理手法を構築するとともに、２０１９年度に当該非化石電源が発電

した電力量の認定にあたり一般送配電事業者等の関係者と調整を行うこととなった。 

また、２０１８年度においては、昨今の事業者ニーズを踏まえ、新エネルギー等の導入促進の

ための基礎調査事業の一環で FIT非化石証書に対応する電源種や発電所所在地等の属性

情報の管理・追跡（以下、「トラッキング」）のための情報基盤や仕組み（以下、「トラッキングス

キーム」）について検討を進め、２０１９年２月には、トラッキングされた属性情報を付与した非

化石証書（以下、「トラッキング付非化石証書」）の取引を試行的に実施した。 

当該トラッキング付非化石証書については、２０１８年１２月、国際的な環境団体等が推奨

する再エネ調達手法の１つとして認められたことを受け、特に需要家を中心に事業者からの

当該調査事業の継続に対する要望も強く、また、２０１８年度の調査事業を通じて明らかにな

った課題や事業者ニーズ等を継続的に整理・検討する必要があることから、２０１９年度にお

いても当該調査事業を継続することとなった。 

これらの非 FIT非化石電源に係る認定業務及び、FIT非化石証書のトラッキングに係る調

査事業は相互に密接に関係するものであるため、これらを一体的に実施することを通じて、

非化石エネルギー源の利用促進に必要な政策課題を整理・検討することとした。 
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第2節 事業内容 

本事業における事業内容は以下のとおりである。 

(1) 非 FIT非化石電源の認定等 

 国内における非 FIT非化石電源に係る情報（発電設備名、所在地、設備容量、電

源種等）の集計及び国が保有するデータとの照合確認等（他制度との二重登録の

防止を含む） 

 集計した非 FIT非化石電源に係る情報を管理するための情報基盤管理手法の構

築、非 FIT非化石電源の休廃止に係る情報の削除等 

 非 FIT非化石電源の集計や情報基盤管理手法等の構築に当たって生じた課題の

整理・検討及び関係者との調整等 

 非 FIT非化石電源の認定に係るルール作りに関する助言、検討、関係者との調整

等 

 

(2) 非 FIT非化石電源から発電される電力量の認定等 

 一般送配電事業者が託送供給等業務の一環で把握している月毎の電力量データ

の集計 

 上記集計方法では得られない場合等、発電事業者等から通知された月毎の電力量

の集計等（バイオマスの混焼比率の情報等を含む） 

 上記データの不整合点が生じた場合の原因究明と関係者との調整等 

 上記方法で管理・集計されたデータの非化石価値取引システム（卸電力取引所内

のシステムで、小売電気事業者が非化石証書を取引・管理するためのシステムを

いう。）への移転とデータ移転方法に関する検討等、及び卸電力取引所等関係者と

の調整 

 非 FIT非化石電源から発電される電力量の認定に係るルール作りに関する助言、

検討、関係者との調整等 

 

(3) 認定業務に関する制度の周知活動等 

 非 FIT非化石電源に係る認定業務に関する制度の周知活動（ウェブサイトを活用し

た広告宣伝、関係事業者へのガイダンス実施等、関係諸機関との連携等） 

 

(4) FIT非化石証書に対応する属性情報のトラッキングスキームに関する事業者ニーズの

調査・分析 

 どのような属性情報を明らかにすることに対して事業者ニーズが存在するかヒアリ

ング（電話ヒアリング可）を通して把握する。（10～20社程度） 

 同様に、属性情報のトラッキングスキームに関してどのような事業ニーズが存在す

るかヒアリング（電話ヒアリング可）を通して把握する。（10～20社程度） 
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 調査対象者は発電事業者、小売事業者、需要家、関係諸団体（環境団体等）等を

想定。 

 

(5) FIT非化石証書に対応する属性情報の管理手法の構築 

 上記事業者ニーズの調査・分析を踏まえて、実証実験においてトラッキングをどの

ような仕組みで行うか詳細検討を行う。 

 検討結果を元に必要となる情報基盤管理手法を構築する。その際、海外の先進事

例等も参考とし、利用可能な既存システムが存在する場合等は再委託や既存シス

テム活用の検討も可能とする。 

 

(6) FIT非化石証書に係るトラッキングの試行 

 ２０１８年度の調査事業にて構築された管理手法を踏まえて、FIT非化石証書に対

応する属性情報のトラッキングを試行。 

 トラッキングの試行は年４回実施。（ウェブサイトにて試行の結果を公表） 

 具体的には、実施に関する広告宣伝、参加希望者の募集、参加者に対する制度ル

ールや管理手法の利用方法等のガイダンス実施、関係諸機関との連携（JEPX、

GIO等）等、を行う。 

 実証実験の結果として、利用状況や事業者からのフィードバック等も収集・分析す

る。 

 

(7) その他非化石電源の利用促進に係る施策の検討 

 非 FIT非化石証書についてトラッキングを導入した場合のスキーム案の検討等、非

FIT非化石証書の詳細制度設計に関する検討等 

 

(8) 報告書の作成 

 非 FIT非化石電源に係る認定業務の概要 

 非 FIT非化石電源に係る認定業務を行う上で生じた課題の整理 

 FIT非化石証書トラッキングスキームに関する事業者ニーズ 

 トラッキングの試行におけるトラッキングスキームの利用状況 

 トラッキングの試行前後での非化石市場利用状況の変化 

 トラッキングの試行の学びとしての制度課題のまとめ、改善策についての提言 

 その他、非化石市場の利用価値を高めるための施策の提言 
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第2章 非 FIT非化石電源に係る認定業務 

第1節 非 FIT非化石電源に係る認定業務の概要 

１． 認定業務の趣旨・目的 

国から業務委託された第三者認定機関が、高度化法の執行業務の一環で認定業務を行

い、非 FIT非化石証書の信頼性を担保すること。 

 

２． 認定業務の概要 

国は非 FIT非化石電源に係る認定主体として認定を行う。認定に係る実務は第三者認定

機関が実施する。 

① 非化石電源登録 

➢ 発電事業者、発電契約者からの申請に応じて非化石電源登録を行う。 

➢ 卒 FIT電源については、過去に FIT制度の下、設備認定を受けているため、当

該情報を活用の上、確認作業を実施。RPS設備も同様の扱いとなる。 

➢ 大型水力等の非 FIT発電事業者は、発電事業者届等を元に別途非化石電源登

録を行う。 

② 電力量の認定 

➢ 一般送配電事業者による託送供給等業務の一環で確認された電力量のデータを

一般送配電事業者から直接通知を受け、当該データに基づき電力量の認定を行

う。 

③ 認定データの通知 

➢ ②で認定した電力量のデータを JEPXに通知する。 

 

認定業務の実施時期、参加条件、実施主体は以下の通り。 

●実施時期：  

非化石電源登録の開始時期： 2019年 10月 21日～ 

電力量の認定の開始時期： 

① 卒 FIT電源等でかつ電事法上の発電事業者以外の非化石電源：2020年 1月～ 

（2019年 11月発電分から対象：11月発電分を 1月に認定する） 

② ①以外の非 FIT非化石電源： 2020年 6月～ 

（2020年 4月発電分から対象：4月発電分を 6月に認定する）  

●参加条件： 非 FIT非化石電源を保有する発電事業者及び 

卒 FIT電気等を買い集める小売電気事業者 

●実施主体： 資源エネルギー庁及びその委託を受けた日本ユニシス株式会社 

（非 FIT非化石電源認定事務局） 
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３． 認定スキームイメージ 

認定スキームイメージは以下の通り。 

 

図 2-1 認定スキームイメージ 

出所： 

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 第二次

中間とりまとめ（2019 年 7 月） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/shijo_seibi/pdf/04_04_00.pdf 

  

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/shijo_seibi/pdf/04_04_00.pdf
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第2節 非 FIT非化石電源に係る認定業務の具体的な手続き 

 

本節では、非 FIT非化石電源に係る認定業務で、事業者が行う事業者登録から電力量認

定までの具体的な手続きについて説明する。 

 

１． 非 FIT非化石電源の手続きの全体的な流れ 

事業者が行う具体的な手続きの全体的な流れは以下のとおり。 

① 事業者登録 

➢ 参加希望者（発電事業者または小売事業者）は事業者として登録する。 

② 非化石電源登録（設備申請） 

➢ 卒 FIT、RPS設備以外の設備は、設備情報の申請を行う。（卒 FIT、RPS設備は

自動登録のため、申請不要） 

③ 電力量認定 

➢ 登録された非化石電源（設備）の電力量の認定申請を行う。電力量認定申請を行

う事業者は以下の通り。 

✓ 発電事業者が保有している非化石電源の電力量認定申請：発電事業者 

✓ 小売事業者が買い集めた非化石電源の電力量認定申請：小売事業者 

電力量認定の開始時期は、電力量認定申請を行う事業者や非化石電源の種類

によって異なる。 

 

 

図 2-2 非 FIT非化石電源認定の流れ 
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２． 事業者登録（発電事業者及び小売事業者） 

事業者登録は 2019年 10月 1日より受付を開始した。発電事業者及び小売事業者は日

本ユニシスが開設する非 FIT非化石電源認定ポータルサイト（図 2-3）を経由して Web上の

事業者登録画面（図 2-4）から事業者登録を行う。登録を完了すると、自動返信メール（図 2-

5）によって、登録完了の連絡が通知される。 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 非 FIT非化石電源認定ポータルサイト 

 

 

図 2-4 事業者登録画面 
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図 2-5 事業者登録完了の自動返信メール 
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３． 非化石電源登録（設備申請） 

非化石電源登録（設備申請）は 2019年 10月 21日より受付を開始した。発電事業者及び

小売事業者は非 FIT非化石電源認定ポータルサイト（図 2-3）を経由して Web上の非化石電

源登録画面（図 2-6）から非化石電源登録（設備申請）を行う。申請を完了すると、自動返信メ

ール（図 2-7）によって、申請完了の連絡が通知される。電源登録作業終了後、メールにて非

化石電源登録結果が通知される。申請内容に不備があった場合は再度申請を行う。 

 

図 2-6 非化石電源登録画面 
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図 2-7 非化石電源登録（設備申請）完了の自動返信メール 

 

４． 電力量認定 

電力量認定は小売事業者が買い集めた発電事業者が保有していない卒 FIT電源のみ、

2019年 12月 23日より受付を開始した。卒 FIT電源を含めた全ての非 FIT非化石電源は

2020年 6月以降に受付を開始予定である。発電事業者及び小売事業者は非 FIT非化石電

源認定ポータルサイト（図 2-3）を経由して Web上の電力量認定申請画面（図 2-8）から電力

量認定申請を行う。電力量認定申請を行う際に電力量認定申請画面からダウンロードした電

力量認定申請書（図 2-9）に必要事項を記載し、アップロードする必要がある。申請を完了す

ると、自動返信メール（図 2-10）によって、申請完了の連絡が通知される。電力量認定作業

終了後、メールにて電力量認定結果が通知される。申請内容に不備があった場合は再度申

請を行う。 
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図 2-8 電力量認定申請画面 

 

 

図 2-9 電力量認定申請書 

  



19 

 

 

図 2-10 電力量認定申請完了の自動返信メール 

 

事業者登録から電力量認定までの具体的な手続きの詳細は以下を参照のこと。 

⚫ 説明会資料 

➢ 9月 20日説明会資料 

https://www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/non_fit/pdf/non_fit_20190920_3.pdf 

➢ 9月 20日説明会 Q&A 

https://www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/non_fit/pdf/non_fit_QA_20190920.pdf 

⚫ 電力量認定申請方法について 

➢ 説明資料 

https://www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/non_fit/pdf/nonfit_shinsei.pdf 

 

  

https://www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/non_fit/pdf/non_fit_20190920_3.pdf
https://www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/non_fit/pdf/non_fit_QA_20190920.pdf
https://www.unisys.co.jp/solution/lob/energy/non_fit/pdf/nonfit_shinsei.pdf
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第3節 非 FIT非化石電源に係る認定業務を行う上で生じた課題の整理 

 

認定業務を行う上で判明した課題の一例を紹介する。 

⚫ 小売事業者の設備 IDの入手方法について 

国の制度設計において、卒 FIT電源については、過去に FIT制度の下、設備認定を

受けているため、当該情報を活用の上、確認作業を実施することとなっている。当該情

報とは、FIT設備認定の際に発行される設備 IDのことを指す。そのため、卒 FIT電源を

買い集めている小売事業者は、電力量認定申請時に、設備 IDを記載して申請する必要

がある。国は、小売事業者が記載した設備 IDを確認することで、申請された電源が確か

に卒 FIT電源であることを確認する。 

しかし、実際に認定業務を行う際、小売事業者から申請された電力量認定申請書で、

設備 IDの記載がない設備が存在した。小売事業者が卒 FIT電源の買い集めを開始し

た時期と国からの説明会を実施した時期とのタイムラグ等で、小売事業者が設備 IDを

入手できていなかった課題が発生していた。国としては設備 IDの記載のない設備の電

力量認定を行うことはできない。そのような場合、国から設備 IDを小売事業者に情報開

示することは個人情報の問題に抵触する恐れがあったため、小売事業者から卒 FIT電

源を保有する需要家に直接問い合わせるという運用とした。しかし、それでも小売電気

事業者が設備 IDを入手できない事象が発生した。そのような場合には、FITの「再生可

能エネルギー電子申請」のページの設備 ID照会機能を紹介することで、解決を行った。 
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⚫ 発電した月の対象年月の設定方法について 

事業者が国へ電力量認定申請する運用サイクルは、一般送配電事業者が事業者へ

毎月電力量データを通知する運用に合わせて、毎月一回申請する運用とした。ただし、

一般送配電事業者の電力量データには発電した月（例：2019年 11月発電分）という考

え方が存在しなかったため、国側で定義する必要があり、定義しなければ事業者が電力

量認定申請を行う際に対象年月を設定できないという課題が存在した。当初、非 FIT非

化石電源に係る認定業務用に独自に対象年月を定義することも検討したが、最終的に

は事業者の混乱を可能な限り防ぐため、FIT と同様の運用に則り、エリア、電圧区分（特

別高圧・高圧大口、高圧小口、低圧）、検針日によって対象年月を設定することとして解

決を図った。 

 

 

図 2-11 対象年月の判定方法（低圧） 
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第3章 FIT非化石証書トラッキングスキームに関する事業者ニーズ 

第1節 事業者ニーズ調査方法 

FIT非化石証書に対応する属性情報のトラッキングスキームに関する事業者ニーズの調

査・分析を目的として、発電事業者、小売事業者、需要家、関係諸団体を対象に、対面でのヒ

アリング調査を実施した。 

 

調査期間： 2019年 11月 18日～2020年 3月 19日 

調査方法： 対面でのヒアリング 

調査対象： 15者（発電事業者 6者、小売事業者 5者、需要家 1者、関係諸団体 3者） 

調査項目： 表 3-1のヒアリング調査項目のとおり 

 

表 3-1 ヒアリング調査項目 

ヒアリングの観点 質問内容 

属性情報への事業者

ニーズ 

FIT非化石証書に対応する属性情報について追加したい情報

はあるか。 

トラッキングスキーム FIT非化石証書に対応する属性情報のトラッキングスキーム

について意見・要望はあるか。 

非化石証書の利用価

値向上 

トラッキングスキーム以外に非化石証書の利用価値を高める

ための意見・要望はあるか。 

 

なお、上記ヒアリングに加えて、Webアンケートによる調査を実施した。詳細は第 4章第 5

節を参照のこと。 
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第2節 事業者ニーズ調査結果 

 

No.1 FIT非化石証書に対応する属性情報について追加したい情報はあるか。 

ヒアリングによる主なコメントは以下のとおり。 

 

【バイオマス発電設備の情報】 

小売事業者 A： RE100を希望する需要家からはバイオマスは避けたいという傾向があるた

め、発電設備区分としては風力や太陽光が選択できればよい。 

小売事業者 B： 需要家からは、バイオマスの燃料でパーム椰子殻（PKS）の利用は避けてほ

しいと要望されることもある。 

 

【地域に関する情報】 

発電事業者 C： 小売事業者のニーズを考えると、地域情報（例．○○山地の水源を利用し

た水力発電）があるとよいのではないか。 

需要家 D： 自社の工場が立地する地域の発電所を指定できるとありがたい。 

 

 

No.2  FIT非化石証書に対応する属性情報のトラッキングスキームについて意見・要望はあ

るか。 

ヒアリングによる主なコメントは以下のとおり。 

 

【必要な割当量の確保】 

小売事業者 A： 先着順での割当が保証されないことが懸念点。RE100の需要家から要望が

あるにも関わらず、トラッキング付非化石証書を調達できなかったという事

態は避けたい。先着順の割当可能量が十分あるようにしてほしい。 

発電事業者 G： トラッキング付非化石証書は使いやすい手段であるが、市場全体で需要が

増えてくると、非化石証書そのものを確保しにくくなることが懸念点。 

小売事業者 B： トラッキングできる割当量を確保して需要家に提案するため、PPAで参加し

ている。先着順での割当可能量が十分に確保されていれば、先着順での参

加も検討の余地がある。 

小売事業者 B： 四半期分を期の途中で購入するため、販売電力量を確定できず、多めに購

入した場合は費用回収ができなくなる可能性があるため、需要家向けメニュ

ーとして開発することが難しい。 
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【本格運用の開始時期】 

小売事業者 A、発電事業者 C、ほか： 

実証実験はいつまで継続し、本格運用はいつから開始する予定かを明確に

してほしい。 

発電事業者 E： 予算が必要となる場合は、各種手続きや承認プロセスが必要なため、早め

に次年度以降の方向性を提示してほしい。 

 

【その他】 

需要家 D： 需要家は小売事業者が提供する非化石証書活用メニューについて交渉力

がなく、メニューの販売価格が下がるような方策を期待したい。 

需要家 D： 電気と非化石証書を分離して、非化石証書単体でも需要家が購入できるよ

うにしてほしい。 

需要家 D： 小売事業者は非化石証書を購入した後に電気の販売実績が分かるため、

非化石証書の量を調整するために、有効期限に柔軟性を持たせてほしい。 

 

 

No.3 トラッキングスキーム以外に非化石証書の利用価値を高めるための意見・要望はある

か。 

ヒアリングによる主なコメントは以下のとおり。 

 

【環境価値に関する周知】 

小売事業者 A、発電事業者 F、ほか： 

非化石証書やトラッキングに関するロゴマーク等があれば、実証実験への

参加や需要家へのアピールがしやすくなる。 

発電事業者 F： J-クレジットなど他の環境価値との違いが明確になると需要家にも説明しや

すい。 

小売事業者 B： 非 FIT非化石価値が認定されるとさらに複雑化されるため、環境表示価値

の正しい使い方など、小売事業者が制度を遵守するための啓蒙活動が必

要。 

発電事業者 C： 小売事業者や需要家において RE100の取り組みが進めば、非化石価値の

利用価値も向上すると考える。 

 

【需要家の情報】 

発電事業者 E： 発電事業者の立場としては、需要家がどのような情報を必要としているのか

を知りたい。先着順で実証実験に参加した場合でも、発電事業者から小売

事業者に対する最終的な割当量（kWh）を確認できるようにしてほしい。 
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発電事業者 F： 環境価値を発電事業者の見えないところで勝手に使われるよりは、発電所

の属性情報がどこに紐づけられたかまで分かるとよい。 

発電事業者 H： 発電事業者の立場からすると、小売事業者がどの需要家に販売しているか

の情報には興味がある。 

発電事業者 F： 発電事業者としては、小売事業者までではなく、需要家までトラッキングでき

るとよい。できれば、需要家まで公開するか否かを選択できるとよい。 

小売事業者 A： トラッキング付非化石証書については需要家から求められた場合は提示し

ているが、どのように提示するのがよいか迷いもあり、ガイドライン等があれ

ばよいと思う。 

発電事業者 C： 需要家までトラッキングできるようになり、発電事業者からも確認できるよう

になれば、利用価値が高まるのではないか。 

 

【その他】 

発電事業者 H、小売事業者 I、ほか： 

非 FIT非化石証書にもトラッキングスキームを導入し、取引の選択肢を広げ

るようにしてほしい。 

発電事業者 C： 発電事業者としては、電気に加えて環境価値を高く利用してもらえるような

制度設計をしてほしい。将来的には電源ごとに価値を分ける方が、発電所

の価値を適正に評価してもらえるようになるのではないか。 

発電事業者 E： 地産地消の推進に向けて、電気と非化石価値を切り離して検討できるよう

にしてほしい。 

小売事業者 I： 他の小売事業者を経由して需要家に電気を販売する場合、環境価値（非化

石証書）は移転できずに残ってしまうため、非化石証書を転売できるようにし

てほしい。 

小売事業者 B： 償却するタイミングと温対法上の報告期限の期ズレがあり、償却の時期に

よっては温対法上の報告に使用できない。 
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第4章 FIT非化石証書のトラッキングに係る調査事業 

第1節 トラッキング試行（実証実験）の概要 

１． 実証実験の趣旨・目的 

小売電気事業者は自ら供給する電気の非化石電源比率を 2030年までに 44%とすることが

エネルギー供給構造高度化法において求められている。この目標の達成を後押しするため

に、非化石価値を取り出し、小売電気事業者が証書として購入可能とする非化石価値取引

市場が 2018年 5月に創設された。 

これまで販売されてきた非化石証書は FIT電源に由来する環境価値を証書化したもので

あるが、電源種や発電所所在地などの詳細な情報は明らかにされていなかった。本実証実

験においては、これらの属性情報をトラッキングし証書に付与することとする。このトラッキン

グ付非化石証書を活用した電気を小売電気事業者が販売し、需要家が調達した場合、その

電気は再生可能エネルギー由来として扱われ、需要家による RE100の取組にも活用でき

る。これにより、非化石証書の利便性が更に向上し日本における再生可能エネルギー由来

電気の調達の選択肢が広がることが期待される。 

 

２． 実証実験の概要 

●実施時期：  

JEPXの非化石証書オークションに合わせて実施  

●参加条件：  

参加を希望する全ての FIT発電事業者及び小売電気事業者(需要家は契約する小売事業 

者経由での参加となる) 

●対象とする属性情報： 

参加を希望した発電事業者が対象期間に発電した FIT電気に対応する属性情報 

●実施主体： 

資源エネルギー庁及び日本ユニシス株式会社（実証実験事務局） 

 

図 4-1 2019年度のスケジュール 
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３． トラッキングスキーム概要 

実証実験事務局において情報基盤システムを用いて発電された電気に付随する属性情報

を一括して管理する。属性情報は、小売事業者が購入した非化石証書に追加的に付与され

る。 

 

図 4-2 トラッキングスキームの概要 

 

４． トラッキングされる情報 

本実証実験においては、下記属性情報をトラッキングし非化石証書に付与する。 

➢ 設備 ID 

➢ 発電設備区分 

➢ 発電設備名 

➢ 設置者名 

➢ 発電出力（kW） 

➢ 認定日 

➢ 運転開始又は予定日 

➢ 設備の所在地 

➢ 発電量（kWh） 

 

前項の属性情報に加え、小売事業者が希望する場合には、下記情報を参考情報として記

載する。 

➢ 正式メニュー名 (排出係数申請時に経済産業省に報告するメニュー) 

➢ 通称メニュー名 (ホームページなどに記載のある営業活動上の通称) 

➢ 需要家名（当該メニューを購入することを予定している需要家） 
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５． 属性情報割当の優先順位 

本実証実験においては、非化石証書購入後、事後的に追加的なトラッキング情報を付与

することになるため、同一のトラッキング情報に対して複数の取得希望者が発生した場合の

割当の優先順位を予め下記の通り定めることとする。 

また、それを踏まえて、非化石証書オークション実施以前に希望のトラッキング情報が付与

されるか小売事業者にて確認が可能な仕組みとする。 

 

図 4-3 属性情報割当の優先順位 
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第2節 トラッキング試行の具体的な手続き 

 

本節では実証実験における参加登録からトラッキング付非化石証書発行までの具体的な

手続きについて説明する。今年度は実証実験を 4回行ったが、各回において、手続きの大き

な変化はないため、JEPXの 2019年度第 3回非化石証書オークション（2020年 2月実施）

に合わせた実証実験の手続きを例として挙げる。 

 

１． トラッキング付非化石証書発行の流れ 

実証実験では、まず初めに、参加を希望する発電事業者及び小売事業者がそれぞれ事業

者登録を行った。次に、第 1節で述べた属性情報割当の優先順位に従って、事務局におい

て属性情報の整理（PPA・個別合意の確認）を行った後、先着順で割当を行う属性情報の取

り置きを行った。その後に、小売事業者は属性情報の取り置きに関する事前調整結果に従っ

て割当量以上の非化石証書を購入し、属性情報付与の申請を行った。最後に、事務局が申

請情報を確認し、トラッキング付非化石証書の交付を行った。 

発電事業者・小売事業者それぞれのトラッキング付非化石証書発行の流れについて図に

示す。（図 4-4、図 4-5） 

 

 
図 4-4 トラッキング付非化石証書発行の流れ（発電事業者） 
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図 4-5 トラッキング付非化石証書発行の流れ（小売事業者） 

 

２． 事業者登録（発電事業者及び小売事業者） 

本実証実験では、各回とも事業者登録期間はおよそ 1週間程度で、JEPXの 2019年度第

3回非化石証書オークション（2020年 2月実施）に合わせた実証実験の事業者登録は、2020

年 1月 7日から 2020年 1月 15日にかけて実施した。 

発電事業者及び小売事業者は日本ユニシスが開設するトラッキング付非化石証書の販売

にかかる実証実験の Webページ（図 4-6）を経由して Web上の事業者登録フォーム（図 4-

7）からプロフィールを登録してもらうこととした。登録を完了すると、自動返信メール（図 4-8）

によって、事業者専用マイページのログイン IDを通知して、事業者専用マイページへの案内

をし、その後の手続きは全て事業者専用マイページ(図 4-9)で行うこととした。 
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図 4-6 トラッキング付非化石証書の販売にかかる実証実験の Webページ 

 

 

図 4-7 事業者登録フォーム 
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図 4-8 事業者登録完了の自動返信メール 

 

 

図 4-9 事業者専用マイページ画面 
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３． 代理登録申請（対象事業者） 

 本実証実験においては、発電事業者に代わり、PPAや個別合意相手の小売事業者や、そ

の他の事業者が代理で参加登録を行うことも可能である。発電事業者の代理登録を行う場

合、後述する FIT法に基づく個人情報利用については発電事業者自身による同意が必要な

ため、委任状の提出を必須とした（図 4-10）。なお、提出は事業者専用マイページで行うこと

とした。 

 

図 4-10 委任状テンプレート（発電事業者） 

 

４． 対象設備登録（発電事業者） 
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事業者登録後に事業者専用マイページ上にある申請書テンプレートから希望する属性情

報の割当方法等を記入してもらい、事業者専用マイページ上で提出してもらうこととした。

PPA（再エネ特定卸供給契約または FIT法改正前の小売買取）のある設備は、契約先の小

売事業者が実証実験に参加している場合のみ設備を登録可能とした。（図 4-11） 

 

図 4-11 設備登録申請書（発電事業者） 

 

なお、本実証実験においては、FIT法に基づき資源エネルギー庁が保有する個人情報を、

FIT法に定められた目的以外で実証実験事務局が利用することになるため、本実証実験に

参加する発電事業者には、個人情報利用同意確認書の提出を求めることにした。本実証実

験における具体的な個人情報の利用目的と、個人情報利用同意確認書に基づいて取得した

発電設備情報は以下の通り。（図 4-12） 

代理登録を行う場合は、個人情報利用同意確認書については代理事業者ではなく、発電

事業者に所属する担当者名の記載をしてもらうこととした。 

【個人情報の利用目的】 

・発電設備情報を GIOや送配電事業者など関係諸機関に照会・確認し、構築した情報基盤

管理手法にて管理 

・属性情報を取得した小売事業者に対して、非化石証書にトラッキングされた属性情報を 

付与した旨証明する文書を該当情報明記の上交付 

・本実証実験参加者への属性情報一覧表での開示 (開示される項目については、参加登 

録時に限定することも可能とした) 
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【取得した発電設備情報】 

・設備 ID 

・発電設備区分 

・発電設備名 

・設置者名 

・発電出力（kW） 

・認定日 

・運転開始又は予定日 

・設備の所在地 

・購入量（kWh） 

 

図 4-12 個人情報利用同意確認書（発電事業者） 
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５． 割当希望量の申請（小売事業者） 

割当希望量の申請は、下記の期間にかけて実施した。 

・PPA：2020年 1月 7日～1月 31日 

・個別合意：2020年 1月 7日～1月 23日 

・先着順：2020年 1月 27日～1月 31日 

●PPA・個別合意申請 

PPA・個別合意申請については、事業者専用マイページ内にある割当希望量の申請フ

ォームから登録をしてもらうこととした。（図 4-13） 

PPAについての申請は、契約先の発電事業者が実証実験に参加している場合のみ可

とした。個別合意についても相手先の割当希望量と一致する場合のみ可とした。また、設

備数が多い事業者には Excel ファイル（図 4-14）での提出も可とした。 

 

 

図 4-13 PPA・個別合意申請（小売事業者） 
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図 4-14 PPA・個別合意申請書 Excel ファイル（小売事業者） 

 

●先着順申請 

 先着順申請は、下記スケジュールで第 3回まで行った。（図 4-15） 

 

図 4-15 先着順申請のスケジュール 
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発電事業者が先着順による属性情報の割当を選択した設備については小売が参照す

る属性情報メニューに掲載され、小売事業者が先着順申請書により申請を行った。（図 4-

16） 

 

 
図 4-16 先着順申請書 

 

属性情報メニューには、カテゴリー別に提供可能な属性情報の総量（kWh）及び、発電事

業者が承諾した場合には発電所単位で一覧が記載された。認定日／運転開始または予

定日／電力量（kWh）については、参加登録時に許諾があった場合のみ記載された。また、

メニューからは PPAまたは個別合意（残りを先着順に流さない）の対象となる設備は除か

れた。申請分類は、発電所指定、カテゴリー（電源種別・地域）指定、指定なしのいずれか

を選択可能とした。各指定についての記入内容は以下の通り。 
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・発電所指定： 

属性情報の割当を希望する発電所を選択し（複数選択可）、それぞれに割当希望量（kWh） 

を記入。 

・カテゴリー指定： 

属性情報の割当を希望する電源種別および地域の組み合わせを選択（複数選択可）し、

それぞれに割当希望量（kWh）を記入。電源種別、または地域の希望が無い場合は、「指定

なし」を選択。 

・指定なし： 

割当希望量（kWh）を記入。電源種別、地域のいずれも希望が無い場合は指定なしを選

択。 

 

先着順申請の受付は、第一回～第三回の計 3回実施し、事務局より各回の割当結果を小

売事業者に通知した。第一回で割当希望量に到達しなかった小売事業者は、更新された属

性情報メニューを見て、再度、先着順での申請を行うことも可能とした。 

PPA、個別合意、先着順申請による最終的な割当結果は、2020年 2月 3日より、小売事

業者、発電事業者の順で事務局より通知を行った。 

 

６． PPA再エネ特定卸供給契約の証明となる文書の提出（対象事業者） 

本実証実験においては、送配電買取のうち再エネ特定卸供給契約を締結している設備に

ついては、申請通りに再エネ特定卸供給契約が締結されていることを確認するため、発電事

業者・小売事業者の双方から対象期間分（トラッキング対象となる属性情報の期間分）の必

要な書類の写しを電子媒体にて提出してもらうこととした。 

発電事業者については、送配電事業者から交付される購入電力料金明細書等（受電地点

特定番号と設備 ID、または、受電地点特定番号と発電電力量(kWh)の記載があるもの）とし

た。小売事業者については、送配電事業者から交付される供給電力量のお知らせ等（受電

地点特定番号と発電電力量(kWh)の記載があるもの）とした。 

 

７． 最終割当結果通知書の交付 

PPA、個別合意、先着順申請による最終的な割当結果は、以下の日程より事業者専用マ

イページより通知を行った。 

・小売事業者：2020年 2月 3日～（図 4-17） 

・発電事業者：2020年 2月 20日～(図 4-18) 

なお、発電事業者に交付する最終割当結果通知書の先着順での割当量については、記載

をしないようにした。 
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図 4-17 最終割当結果通知書（小売） 

 

 

図 4-18 最終割当結果通知書（発電） 

 

８． 属性情報付与の申請 

小売事業者は、最終割当結果通知を参考に割当希望量以上の非化石証書を購入し、参

考情報追記申請書（図 4-19）の提出を行った。申請書に記載事項は以下の通り。 

 

【属性情報付与申請項目】 

・標準の属性情報（設備 ID、発電設備区分、発電設備名、設置者名、発電出力（kW）、認定

日、運転開始日又は予定日、設備の所在地、発電量（kWh））に加えて、参考として追加の

情報(正式メニュー名、通称メニュー名、需要家名の全て、もしくはいずれか)を付与する

か。 

・需要家ごとに証書を分割するか。 
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図 4-19 参考情報追記申請書 

 

９． トラッキング付非化石証書の発行 

トラッキング付非化石証書は、2020年 2月 17日より、JEPXの非化石証書オークション取

引結果と参考情報追記申請書を基に、小売事業者に対して順次発行した。項目については

英語表記を併記した。（図 4-20） 

 

【項目英語表記】 

・トラッキング付非化石証書 ： Non-fossil fuel certificate with tracking 

・設備 ID  ： Generator ID  

・発電設備区分 ： Resource/ fuel type  

・設備の所在地  ： Generator location  

・発電設備名 ： Generator name  

・設置者名 ： Name of owner  

・発電出力(kW) ： Installed capacity  

・認定日 ： FIT certification date  

・運転開始 /予定日 ： Date of operation commencement  

・購入量 (kWh)  ： Volume  

・正式メニュー名(※)  ： Electricity product name for official reporting  

・通称メニュー名(※)  ： Electricity product name for marketing  

・購入予定 需要家(※)  ： Prospective customer 
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図 4-20 トラッキング付非化石証書 
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第3節 トラッキングの試行におけるトラッキングスキームの利用状況 

  過去 4回の実証実験に参加した発電事業者数とトラッキングの対象となった設備数を示

す。（図 4-21） 

 

図 4-21 参加発電事業者数とトラッキング対象設備数の推移 
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実証実験の各回におけるトラッキング対象設備の割当方法と発電区分について下の表に

示す。（表 4-1） 

表 4-1 トラッキング試行における登録設備数 
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 実証実験の各回におけるトラッキング付非化石証書(kWh)の内訳について下の表に示

す。（表 4-2） 

表 4-2 トラッキング付非化石証書（kWh）の内訳 
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過去 4回の実証実験に 1度でも参加した事業者は、発電事業者で 84者、小売事業者で

65者となった。公開に同意いただいた事業者について記載する。 

＜発電事業者＞ 

 

※全参加事業者 84者のうち、公開に同意いただいた 54者のみ事業者名を記載 

 

＜小売事業者＞ 

 

※全参加事業者 65者のうち、公開に同意いただいた 39者のみ事業者名を記載 
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第4節 非化石市場利用状況の変化 

今年度（2019年度）の非化石価値取引市場のオークション結果は、前年度（2018年度）と

比較して入札参加会員数は微増し、約定量は大きく増加した結果となった。（図 4-22） 

 

 

 

図 4-22 非化石証書利用状況の変化 
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第5節 トラッキングの試行における事業者からのフィードバック 

実証実験の結果として、事業者からのフィードバック等を収集・分析することを目的として、

2019年度第 3回の非化石証書オークションに合わせた実証実験（2020年 2月実施）に参加

した事業者を対象に、Webアンケートによる調査を実施した。 

 

調査期間： 2020年 3月 2日～2020年 3月 13日 

調査方法： Webアンケート 

調査対象： 40者（小売事業者 16者、発電事業者 24者） 

調査項目： 表 4-3、表 4-4の Webアンケート調査項目のとおり 
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表 4-3 Webアンケート調査項目（小売事業者） 

分類 No 質問内容 

実証実験

のフィード

バック 

1 実証実験を最初に知ったきっかけを教えてください。 

2 実証実験に参加した目的を教えてください。（複数選択可） 

3 実証実験には、どの割当方法で参加しましたか。（複数選択可） 

4 実証実験に参加して目的は達成できましたか。 

5 上記の理由を教えてください。（任意） 

6 今回の実証実験での参加手続き等に関する満足度を教えてください。 

7 上記の理由を教えてください。（任意） 

8 事務局の運営について、良かった点、悪かった点を教えてください。（任意） 

事業者の

ニーズ調

査 

9 PPA（小売買取）の設備について買取先ではない事業者に対して属性情報を付

与できてもよいと思いますか。 

10 PPA がない場合でも個別合意や先着順によって付与された属性情報に対応す

る産地価値と特定電源価値を訴求できたほうがよいと思いますか。 

（電気ではなく、環境価値に産地価値と特定電源価値を紐づけたほうがよいと

思いますか） 

11 割当希望量をどのように決めているか教えてください。（複数選択可） 

12 今回、購入されたトラッキング付非化石証書をどのように活用される予定か教

えてください。（複数選択可） 

13 今後も同様の実証実験があれば参加したいですか。 

14 現状提供している属性情報以外に追加したい情報はありますか。 

※現在は FIT登録情報に基づき、以下の属性情報を付与しています（設備 ID、

発電設備区分、発電設備名、設置者名、発電出力(kW)、認定日、運転開始又

は予定日、設備の所在地、購入量(kWh)） 

15 小売事業者として需要家に対して RE100 メニューの提供を考えていますか。 

その他 16 今回のトラッキングスキームに関する課題、改善要望がありましたら教えてくだ

さい。（任意） 

17 トラッキングスキーム導入以外にも非化石市場の利用価値を高めるための要

望があれば教えてください。（任意） 

18 その他、ご意見があれば、教えてください。（任意） 
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表 4-4 Webアンケート調査項目（発電事業者） 

分類 No 質問内容 

実証実験

のフィード

バック 

1 実証実験を最初に知ったきっかけを教えてください。 

2 実証実験に参加した目的を教えてください。（複数選択可） 

3 実証実験には、どの割当方法で参加しましたか。（複数選択可） 

4 実証実験に参加して目的は達成できましたか。 

5 上記の理由を教えてください。（任意） 

6 今回の実証実験での参加手続き等に関する満足度を教えてください。 

7 上記の理由を教えてください。（任意） 

8 事務局の運営について、良かった点、悪かった点を教えてください。（任意） 

事業者の

ニーズ調

査 

9 属性情報の割当方式・割当順位付けのルール（PPA→個別合意→先着順）に

ついて懸念点や変更が必要と思われる点がありましたか。 

10 PPA（小売買取）の設備について買取先ではない事業者に対して属性情報を付

与できてもよいと思いますか。 

11 PPA がない場合でも個別合意や先着順によって付与された属性情報に対応す

る産地価値と特定電源価値を訴求できたほうがよいと思いますか。 

（電気ではなく、環境価値に産地価値と特定電源価値を紐づけたほうがよいと

思いますか） 

12 今後も同様の実証実験があれば参加したいですか。 

13 小売事業者に提供している属性情報で追加したい情報はありますか。 

※現在は FIT登録情報に基づき、以下の属性情報を付与しています（設備 ID、

発電設備区分、発電設備名、設置者名、発電出力(kW)、認定日、運転開始又

は予定日、設備の所在地、購入量(kWh)） 

その他 14 今回のトラッキングスキームに関する課題、改善要望がありましたら教えてくだ

さい。（任意） 

15 トラッキングスキーム導入以外にも非化石市場の利用価値を高めるための要

望があれば教えてください。（任意） 

16 その他、ご意見があれば、教えてください。（任意） 
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１． Webアンケート調査結果（小売事業者） 

小売-No.1 実証実験を最初に知ったきっかけを教えてください。 

 

図 4-23 実証実験を最初に知ったきっかけ 

 

小売-No.2 実証実験に参加した目的を教えてください。（複数選択可） 

 

図 4-24 実証実験に参加した目的 

 

小売-No.3 実証実験には、どの割当方法で参加しましたか。（複数選択可） 

 

図 4-25 実証実験に参加した際の割当方法 
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小売-No.4 実証実験に参加して目的は達成できましたか。 

小売-No.5 上記の理由を教えてください。（任意） 

 

図 4-26 実証実験での目的達成度 

 

「達成できた」と回答した小売事業者の主な理由 

 トラッキングのための手続きを理解することができたため。 

 必要量のトラッキング付非化石証書を調達できたため。 

 需要家の要望に応えることができたため。 

 

小売-No.6 今回の実証実験での参加手続き等に関する満足度を教えてください。 

小売-No.7 上記の理由を教えてください。（任意） 

 

図 4-27 実証実験の満足度 
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「満足」と回答した小売事業者の主な理由 

 毎回手続きがわかりやすく簡素になってきているため、対応する側からしても対応しやす

かったから。 

「普通」と回答した小売事業者の主な理由 

 取引内容的には満足いくものであったが、各ステップでの処理にて受け付けられたのか

がよくわからないと感じることがあり（手順どおりに行ったので大丈夫だろうという感触の

み）、各ステップで期限もあるなかで、若干の不安感があったから。 

 

「不満」と回答した小売事業者の主な理由 

 先着順の場合、通知結果が来るまで割当の可否が確認できず不安であったから。メー

ルのやり取りではなく、リアルタイムで各発電の先着申し込み状況がわかるようにしてほ

しい。 

 

小売-No.8 事務局の運営について、良かった点、悪かった点を教えてください。（任意） 

良かった点 

 細かくアナウンスがあり、締め切りを過ぎる心配がなかった点。 

 回答が早く、恐らくきちんと回答が整備されていたと思われた点。 

 

悪かった点 

 オークション月と使用可能月の説明がわかりにくかった点。 

 サイトがごちゃごちゃしていてどこに進めば良いのか一目でわかりにくい。 

 

小売-No.9 PPA（小売買取）の設備について買取先ではない事業者に対して属性情報を付

与できてもよいと思いますか。 

 

図 4-28 PPA（小売買取）設備の買取先以外への属性情報の付与 
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「条件付きで付与してもよい」と回答した小売事業者の主な条件 

 現に買い取っている小売事業者が認めた場合 

 旧一般電気事業者による買取の場合 

 

小売-No.10 PPAがない場合でも個別合意や先着順によって付与された属性情報に対応す

る産地価値と特定電源価値を訴求できたほうがよいと思いますか。 

（電気ではなく、環境価値に産地価値と特定電源価値を紐づけたほうがよいと思いますか） 

 

図 4-29 PPAがない場合の産地価値・特定電源価値の訴求 

 

小売-No.11 割当希望量をどのように決めているか教えてください。（複数選択可） 

 

図 4-30 割当希望量の決定方法 
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小売-No.12 今回、購入されたトラッキング付非化石証書をどのように活用される予定か教え

てください。（複数選択可） 

 

図 4-31 トラッキング付非化石証書の活用予定 

小売-No.13 今後も同様の実証実験があれば参加したいですか。 

 

図 4-32 今後の実証実験参加意向 
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小売-No.14 現状提供している属性情報以外に追加したい情報はありますか。 

※現在は FIT登録情報に基づき、以下の属性情報を付与しています（設備 ID、発電設備区

分、発電設備名、設置者名、発電出力(kW)、認定日、運転開始又は予定日、設備の所在地、

購入量(kWh)） 

 供給地点の情報（需要家より、供給地点ごとに非化石証書を発行してほしいという要望

があるため） 

 

小売-No.15 小売事業者として需要家に対して RE100 メニューの提供を考えていますか。 

 

図 4-33 需要家に対する RE100 メニューの提供意向 

小売-No.16 今回のトラッキングスキームに関する課題、改善要望がありましたら教えてくだ

さい。（任意） 

 各ステップでの処理にて受け付けられたのかがよくわからないと感じることがある（手順

どおりに行ったので大丈夫だろうという感触のみ）。 

 小売から送配電へのトラッキング期間 3か月の途中切り替えでの場合の対処が不明瞭

なので明確にしてほしい。 

 ＦＩＴ非化石価値は下限値があるのでトラッキング費用は引き続き無償にしていただきた

い。 

 現在は実証実験中であるが、いつまで実験として続くのか、実験終了後はどのような形

でトラッキング非化石証書を調達できるのか、今後の展望を明確にしてもらいたい。 

 小売申請量と発電事業者申請量が合致したか否かが、申請の過程で確認できないた

め、マイページ等で確認できるようにしてほしい。 

 前回以前の申請内容もマイページで残しておいてほしい。 

 環境価値の使用期間と、温対法報告期間のずれを改善することはできないでしょうか。

具体的には、RE100 メニューにトラッキング付非化石証書を付けて販売する場合、4～6

月販売電力に対するトラッキング付非化石証書は 5月のオークションまでに調達が必要

だが、前年度の温対法活用分となる点。 
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小売-No.17 トラッキングスキーム導入以外にも非化石市場の利用価値を高めるための要望

があれば教えてください。（任意） 

 価格の固定化を図ってほしい。 

 今後、非 FIT非化石証書において、トラッキングできるスキームを作ってほしい。 

 

小売-No.18 その他、ご意見があれば、教えてください。（任意） 

 翌年度の実験方法、対応事業者等を 2月実験時には決まっていてほしい。問い合わせ

に対処いただいたが再度翌年度に確認が必要に思えるため。 

 事業者向け説明資料は実証実験について全く知らない状態で読むと理解が難しいた

め、再度事業者説明会を開いてほしい。具体的なトラッキングの使用例を図など文字以

外の記載も交えた説明資料があると良いのではないかと思います。 

 2020年 4月からのお客さまへの販売に係る契約交渉において、トラッキング付非化石

証書を活用したいが、実証実験の有無、実証実験か本格運用か、手続きの詳細等が公

表されていない状況においては、トラッキング手続きが実施される見込みとして走るしか

ない。早期に本格運用としていただき安定的な制度運用を要望（実証実験でも構わない

が、早期に手続き等の公表を要望） 
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２． Webアンケート調査結果（発電事業者） 

発電-No.1 実証実験を最初に知ったきっかけを教えてください。 

 

図 4-34 実証実験を最初に知ったきっかけ 

 

発電-No.2 実証実験に参加した目的を教えてください。（複数選択可） 

 

図 4-35 実証実験に参加した目的 
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発電-No.3 実証実験には、どの割当方法で参加しましたか。（複数選択可） 

 

図 4-36 実証実験に参加した際の割当方法 

 

発電-No.4 実証実験に参加して目的は達成できましたか。 

発電-No.5 上記の理由を教えてください。（任意） 

 

図 4-37 実証実験での目的達成度 

 

「達成できた」と回答した発電事業者の主な理由 

 トラッキングのための手続きを理解することができたため。 

 小売事業者に対して予定量の属性情報の割当ができたため。 

 トラッキング付非化石証書に対して、小売事業者や需要家の一定のニーズがあることが

分かった。 

 どのような小売事業者が非化石価値を購入しているかを知ることができた。 

 再生可能エネルギーの普及に貢献できることが分かった。 
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発電-No.6 今回の実証実験での参加手続き等に関する満足度を教えてください。 

発電-No.7 上記の理由を教えてください。（任意） 

 

図 4-38 実証実験の満足度 

 

「満足」と回答した発電事業者の理由 

 参加のための手続きが直感的にわかりやすいシステムであったから。また、前回入力し

た内容を再利用できる作りに工夫されていたり、年度途中でマイページの機能が追加さ

れたり、丁寧に作られている印象であった。 

 

「普通」と回答した発電事業者の理由 

 発電事業者として PPA(小売買取）、個別合意にて参加する分については、特に事務手

続きが難しいこともなかったから。 

 

発電-No.8 事務局の運営について、良かった点、悪かった点を教えてください。（任意） 

良かった点 

 参加者に負担の少ないような配慮、理解しやすい工夫がされている点。 

 逐次のメール案内や手続き方法に関する連絡等がスピーディな点。また、回数を重ねる

ごとにやりやすくなっている点。 

 

悪かった点 

 オークションの期間が短く、手続きを頻繁に行わなくてはいけない点。 

  



61 

 

 

発電-No.9 属性情報の割当方式・割当順位付けのルール（PPA→個別合意→先着順）につ

いて懸念点や変更が必要と思われる点がありましたか。 

 先着順の活用方法が不明である。 

 

発電-No.10 PPA（小売買取）の設備について買取先ではない事業者に対して属性情報を付

与できてもよいと思いますか。 

 

図 4-39 PPA（小売買取）設備の買取先以外への属性情報の付与 

 

「条件付きで付与してもよい」と回答した発電事業者の主な条件 

 買取先に優先的に割当を行うこと 

 買取先以外の小売事業者に割当を行うにあたり、発電事業者が事前の了解を求める場

合はこれを受け入れること 

 

発電-No.11 PPAがない場合でも個別合意や先着順によって付与された属性情報に対応す

る産地価値と特定電源価値を訴求できたほうがよいと思いますか。 

（電気ではなく、環境価値に産地価値と特定電源価値を紐づけたほうがよいと思いますか） 

 

図 4-40 PPAがない場合の産地価値・特定電源価値の訴求 
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発電-No.12 今後も同様の実証実験があれば参加したいですか。 

 

図 4-41 今後の実証実験参加意向 

 

発電-No.13 小売事業者に提供している属性情報で追加したい情報はありますか。 

※現在は FIT登録情報に基づき、以下の属性情報を付与しています（設備 ID、発電設備区

分、発電設備名、設置者名、発電出力(kW)、認定日、運転開始又は予定日、設備の所在地、

購入量(kWh)） 

 当該電力が発電された時期 

 系統停電時に周辺住民が使用できる自立運転の非常用コンセントの設置有無 

 設備所在地の地元自治体等との関係 

 地元農林水産業への支援の有無 
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発電-No.14 今回のトラッキングスキームに関する課題、改善要望がありましたら教えてくだ

さい。（任意） 

 発電側に何らかの経済メリットがあった方が良い。 

 最終結果通知書に割り当てた発電量を記載してほしい。 

 発電事業者の参加増進には、手間賃程度の手数料があった方が良いのではないか。 

 最低価格設定の有無、その価格 

 発電事業者が記載する申請書について、小売買取との証書量を記載する欄がなかった

ので、合ってもいと思う。また、最終取引通知結果の証書は小売事業者のみに配布され

ているが、発電事業者も渡した証拠として持っておきたいため、発電事業者への証書の

発行をお願いしたい。 

 いつまで実証実験を行うのか、実証実験終了後はどのような形になるのか、非 FIT非化

石証書へのトラッキングはどうなるのか等、気になっています。また、発電事業者として

は、買取先の情報しか分かりません。どの需要家に供給されているか紐付けできません

でしょうか。 

 ニーズ把握のため先着順とした場合の取引量についても教えていただきたい 

 

発電-No.15 トラッキングスキーム導入以外にも非化石市場の利用価値を高めるための要望

があれば教えてください。（任意） 

 グリーン電力証書と J クレジット以外にも環境価値を手軽に取引出来るようにしてほし

い。 

 発電所の外観写真を掲載する。 

 電源種別やエリアごと等の取引量や価格が公表されれば、市場が活性化され、利用価

値も少し高まるような気がします。 

 非 FIT非化石証書についても、RE100に使用可能とするため、トラッキングスキームを

導入すれば市場の利用価値が高まると考える。 

 

発電-No.16 その他、ご意見があれば、教えてください。（任意） 

 毎回参加する場合、手続きを簡素化してほしい。 
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第6節 トラッキングの試行の学びとしての制度課題のまとめ、改善策についての提言 

2019年度に実施した FIT非化石証書に係るトラッキングの試行を通じて、以下のような制

度課題が明らかになった。 

 

① 発電実績年月と GIO買取年月のずれ 

発電設備が立地するエリアや契約区分によって対象年月の考え方が異なり、例えば、

4/1～4/30の期間の発電実績について、検針日が同じ 5/1の場合でも、4月分とする場合

と 5月分とする場合が存在する。 

このため、実証実験に参加した小売事業者が PPAや個別合意によって属性情報の割

当希望量を申請する際、実際の発電実績として認識する年月と、FIT交付金申請実績とし

て GIOに登録される買取年月との間でずれが生じる場合があり、割当希望量の過不足が

生じた。 

 

② 再エネ特定卸供給契約の確認による運営負荷 

今回の実証実験では、PPAのうち、送配電買取かつ再エネ特定卸供給契約ありの場合

において、申請通りに契約があることを確認するため、発電事業者・小売事業者の双方か

ら、必要な書類を提出してもらい、事務局において両者を照合して確認することとした。 

小売事業者からは、「送配電事業者から交付される供給電力量のお知らせ等（受電地点

特定番号と発電電力量(kWh)の記載があるもの）」を提出してもらうこととしたが、CSV形式

の書類を表計算ソフトで開いて保存した場合、受電地点特定番号(22桁)の下数桁が 0に

変更されてしまう等の問題が発生した。 

発電事業者からは、「送配電事業者から交付される購入電力料金明細書等（受電地点

特定番号と設備 ID、または、受電地点特定番号と発電電力量(kWh)の記載があるもの）」を

提出してもらうこととしたが、送配電事業者によっては受電地点特定番号や設備 IDの記載

が無いものが存在した。 

発電事業者・小売事業者の双方から、対象期間分（3か月分）の書類を提出してもらうた

め、1つの設備で計 6点の書類を照合する必要があるが、今後、小売買取から送配電買

取への移行が進み、再エネ特定卸供給契約が増えた場合は、運営上の負荷が増えること

が想定される。 
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③ PPA契約先小売事業者以外への属性情報トラッキング 

今回の実証実験では、PPAが締結されている設備については、PPAの契約先小売事

業者に対してのみ、属性情報のトラッキングを行うこととした。 

以下の例では、発電事業者 Xのトラッキング付非化石証書を使用できるのは、小売事

業者 A となる。 

 

 

図 4-42 PPAがある場合の属性情報トラッキング 

 

PPAの契約先小売事業者は、別の小売事業者に対して電気を卸供給することが可能で

あるが、非化石証書は転売することができないため、電気の契約と合わせてトラッキング付

非化石証書を移転することができない。 

以下の例では、電気は小売事業者 Aから小売事業者 Bに卸供給されているが、発電

事業者 Xのトラッキング付非化石証書を使用できるのは、小売事業者 Aのみとなる。 

 

 

図 4-43 小売事業者間で電気の卸供給契約がある場合の属性情報トラッキング① 

 

PPAの契約先小売事業者以外の別の小売事業者が、直接、JEPXの非化石市場で非

化石証書を購入することは可能であるが、属性情報のトラッキングが可能なのは、PPAの

契約先小売事業者のみであるため、別の小売事業者に対してトラッキングを行うことはで

きない。 

以下の例では、小売事業者 Aから小売事業者 Bに電気が卸供給されており、小売事業

者 Bは自ら非化石証書を取得しているが、発電事業者 Xの属性情報のトラッキングはで

きない。 
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図 4-44 小売事業者間で電気の卸供給契約がある場合の属性情報トラッキング② 

 

 

再エネ特定卸供給契約を締結する場合、一般的には、小売事業者がバランシンググル

ープの契約者として送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する必要がある。このた

め、例えば、バランシンググループに属する小売事業者は、PPAの直接的な契約先小売

事業者ではないため、PPAによる属性情報の割当を受けることができない。 

 

 

④ 先着順での割当可能量の予見性 

今回の実証実験では、先着順による割当申請の受付を最大 3回ずつ実施した。個別合

意による割当希望量を控除した残りを先着順での割当可能量としたため、先着順で割当可

能な属性情報リストの公開が、先着順での割当申請受付を開始する直前となった。このた

め、小売事業者にとっては、先着順での属性情報の割当可能量の予見性が低く、希望の

属性情報を取得できなかった可能性がある。 

実際に、2019年 8月の非化石証書オークションに合わせた実証実験の際は、先着順で

割当可能量が不足した結果、小売事業者に対して希望する量の属性情報の割当ができな

い事象が発生した。 

 

⑤ 非化石証書の購入タイミングと小売事業者の負担 

小売事業者がトラッキング付非化石証書を活用した RE100 メニュー等を需要家に提供

しようとする場合、JEPXで四半期に 1回開催される非化石証書オークションで非化石証書

を取得し、需要家への販売電力量に合わせて使用することが必要となる。 

確実に RE100 メニュー等を提供しようとすれば、需要家への販売電力量の実績値が確

定する前に有効な非化石証書をあらかじめ取得しておく必要があるため、販売電力量を予

測して非化石証書を購入しておく等、小売事業者の負担が増える可能性がある。 
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2019年度に実施した FIT非化石証書に係るトラッキングの試行を通じて明らかになった制度

課題に対し、今後の改善策として、以下のように提言する。 

 

① 発電実績年月と GIO買取年月のずれ 

エリアや契約区分による対象年月の考え方を整理し、説明資料や FAQ等に反映する等

して、事業者向けに周知を図る。 

GIOに登録される買取年月を正として属性情報の割当を行うため、事務局において確認

作業を迅速に行い、年月のずれが認められた場合は、小売事業者に通知して修正を反映

できるようにする。 

 

② 再エネ特定卸供給契約の確認による運営負荷 

受電地点特定番号や設備 IDなどの照合に必要なキー情報が無い場合、事務局におい

て別の情報を複数組み合わせることで照合する。 

将来的に再エネ特定卸供給契約の件数が増えた場合、書類提出と照合にかかる運営

上の負荷軽減の観点から、送配電事業者に対し、対象設備における再エネ特定卸供給契

約の有無を確認する等の対策を検討する必要がある。 

 

③ PPA契約先小売事業者以外への属性情報トラッキング 

再エネ特定卸供給契約を締結する場合、一般的には、バランシンググループの契約者

となる小売事業者（BGの親）が、送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する必要が

あると考えられる。 

例えば、バランシンググループに属する小売事業者（BGの子）は、PPAの直接的な契

約先小売事業者ではないため、PPAによる属性情報の割当を受けることができない。しか

し、送配電事業者から再エネ特定卸供給を受けた BGの親から子への供給量を第三者に

よって客観的に証明できる場合、PPAによる属性情報の割当可能性についても検討の余

地があるのではないかと考えられる。 

 

④ 先着順での割当可能量の予見性 

個別合意の量が確定する前に、先着順の属性情報リストを暫定版として早めに公開す

ることが考えられる。 

2019年度に実施した実証実験では、FIT法改正以前の小売買取の対象設備が PPAに

該当するという認識が薄く、個別合意や先着順で申請してきた事業者が存在した。 

この点を踏まえると、例えば、小売買取の買取先小売事業者が優先的に属性情報を取

得した後の余剰分については、買取先以外の小売事業者に割り当てることについても検

討の余地があるのではないかと考えられる。 
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⑤ 非化石証書の購入タイミングと小売事業者の負担 

FIT非化石証書オークションの開催頻度は四半期に 1回であるため、FIT非化石証書を

前提とした場合には解決が難しいと考えられる。 

一方、非 FIT非化石証書については、市場取引だけでなく、発電事業者と小売事業者に

よる相対取引も可能であり、相対契約に基づいて調達する非 FIT非化石証書の活用を検

討することも可能である。 

なお、非 FIT非化石証書にはトラッキングスキームが存在しないが、需要家の RE100に

対する報告で活用するためには、相対契約に基づいて非 FIT非化石証書と電気をセットで

調達して販売する必要があることに留意が必要である。 
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第5章 情報基盤管理手法の構築 

第1節 非 FIT非化石電源に係る情報を管理するための情報基盤管理手法 

本節では第 2章で記した非 FIT非化石電源に係る認定業務を実施するにあたって適用し

た情報基盤管理手法について記述する。 

第２章でも記した通り、認定業務には３つのステップが存在する。 

 

表 5-1 非 FIT非化石電源の認定ステップ 

No 認定ステップ 実施頻度 実施概要 

① 事業者登録 初回のみ実施 設備登録、電力量認定を行う事業者の登録を実施。 

② 非化石電源登録

（設備申請） 

初回のみ実施 電力量認定を希望する非化石電源の設備情報を認定し登

録。既に他の制度にて設備認定が実施された、卒 FITおよ

び RPS設備に関しては申請不要（自動登録） 

③ 電力量認定申請 月ごとに実施 登録設備の電力量を認定 

 

各ステップの情報の流れと実施概要などを精査することで、４つのプロセスに大別した。そ

の後、それぞれのプロセスで管理方法を設定した。 

 

① 登録／申請：各事業者から事務局に対して、登録／申請を実施する。その内容により

Web フォームでの登録、Excel等のファイルに記入し Web経由で登録する方法を適用

した。 

② 登録／申請内容チェック：事務局へ提示された内容の妥当性、整合性の検証を実施

する。事務局メンバによる人間系でのチェックのほかに、チェックツールの適用、また

一部は上述の Web フォームでも自動チェックを実施した。 

③ 登録／申請内容確認：チェック内容にて疑義がある場合に、各事業者と事務局間で確

認作業を実施する。各社間の個別の確認については、メールを利用して実施した。 

④ 結果通知：事務局にて登録／認定された内容を申請事業者に通知を実施する。メー

ルを利用した通知のほかに、ファイル共有サービスなどを利用した。 

 

以上、全体像としては以下の通りとなる。 
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図 5-1 非 FIT非化石電源認定業務フロー 
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第2節 トラッキング試行で必要となる情報基盤管理手法 

本節では第４章で記した FIT非化石証書のトラッキングに係る調査事業を実施するにあた

って適用した情報基盤管理手法について記述する。 

第３章でも記した通り、トラッキング施行には事業者ごとに各ステップが存在する。 

表 5-2 FIT非化石証書トラッキング業務ステップ 

 

 

各ステップの情報の流れと実施概要などを精査することで、非 FIT認定と同様に、４つのプ

ロセスに大別した。その後、それぞれのプロセスで管理方法を設定した。 

全体像としては以下の通りとなる。 

 
図 5-2 FIT非化石証書トラッキング業務フロー 

No ステップ
発電

事業者

小売

事業者
実施概要

①
参加登録（事業者登

録・対象設備登録）
〇 〇

トラッキング施行への参加登録。発電事業者の場合は、あわせて対象

となる設備情報（割当方式含む）も登録する

②
再エネ

特定卸供給契約確認
〇 〇

割当方式がPPAの場合に実施。PPAの確認を実施するため、証明とな

る文書を提出する

③ 先着順割当 〇
事務局より公開したリストに沿って、属性情報の割当希望を事務局へ

申請する。事務局は割当結果を申請者に通知する

④ 非化石証書の購入 〇
通知された割当結果と同量以上の非化石証書をJEPX非化石価値市場

にて購入する

⑤ 参考情報追記の申請 〇 参考情報の追記が必要な場合のみ、当該情報を申請する

⑥
トラッキング付

非化石証書の交付
〇

事前に割当された属性情報を付与したことを示す証明として、トラッ

キング付非化石証書を交付する
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第3節 将来の本格展開に向けた情報基盤管理手法 

本節では前節までの内容を受け、将来の本格展開に向けた情報基盤管理手法について

述べる。 

 

FIT トラッキング／非 FIT認定と、一部ステークホルダーが異なる部分もあるが、類似した

業務プロセスであり、本格展開に向け情報基盤管理手法を統合することにより、以下に挙げ

るような様々なメリットを享受できる可能性がある。 

 

・申請から結果通知まで統合した情報基盤にて実施することで、各種プロセスに係る作業

負荷が低減され、結果的に廉価な環境価値を提供することに資する可能性 

・統合した設備データを利用することで、FIT／非 FIT設備間の電力量ダブルカウントが抑

止できる可能性 

・類似した業務プロセスが想定されるため、FIT／非 FIT間で機能の共通化が実現できる

可能性 

・統合された情報基盤管理手法を用いることで、参加事業者のユーザビリティが向上でき

る可能性 
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第6章 非化石市場の利用価値を高めるための施策の提言 

第1節 非 FIT非化石証書についてトラッキングを導入した場合のスキーム案の提言 

FIT非化石証書については、2018年度より、発電された電気に付随する属性情報を追加

的に付与するトラッキングスキームを試行的に実施しているが、非 FIT非化石証書について

は、2019年度時点でトラッキングは導入されていない。 

本節では、非化石市場の利用価値を高めるための施策の一つとして、非 FIT非化石証書

にトラッキングを導入した場合に考えられるスキーム案について述べる。 

 

FIT非化石証書と非 FIT非化石証書の主な違いとして、以下の点が挙げられる。 

⚫ FIT非化石証書では、FIT電気の買取量全量が証書化されて、GIOによって市場供出さ

れるのに対し、非 FIT非化石証書では、原則として発電事業者が申請した量のみが証

書化され、事業者が市場取引と相対取引を選択することが可能。 

⚫ FIT非化石証書では、市場取引におけるオークションでの価格決定方式がマルチプライ

スオークションであるのに対し、非 FIT非化石証書では、シングルプライスオークションと

なる。 

 

 
図 6-1 FIT非化石証書と非 FIT非化石証書の違い 

 

 

FIT非化石証書と非 FIT非化石証書の違いを踏まえ、非 FIT非化石証書のトラッキングス

キーム案として、３つの案を検討した。 
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図 6-2 非 FIT非化石証書のトラッキングスキーム案の概要 

 

 

（案１）証書購入後に追加的に属性情報を付与 

案１は、証書購入後に追加的に属性情報を付与するものであり、現行の FIT非化石証書

のトラッキングと同様のスキームである。 

トラッキング事務局において事前に属性情報の割当を行い、JEPXの非化石市場／相対

取引で証書の購入結果を確認した後、追加的に属性情報付与証明（トラッキング付非化石証

書）を発行する。 

 

 

図 6-3 （案１）証書購入後に追加的に属性情報を付与 

 

 

FIT非化石電源の場合、対象期間に発電した発電量については、GIOが一括して証書化し

て非化石市場に投入する仕組みのため、発電事業者が直接的に非化石証書を意識する機

会は少なく、非化石市場への供出量も十分に多いと考えられる。 
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一方、非 FIT非化石電源の場合は、対象期間に発電した発電量について、発電事業者が

自ら非化石市場への供出量や価格を決めることになるため、非化石市場への供出量が FIT

非化石電源の場合と比べて不安定になることも想定される。 

FIT非化石証書の市場取引におけるオークション価格決定方式であるマルチプライスオー

クションでは、一般的に、需要量に対して供給量が十分ある場合（需要量＜供給量）、買手は

必ず落札することができる。 

一方、非 FIT非化石証書の市場取引におけるオークション価格決定方式であるシングルプ

ライスオークションでは、需要量＜供給量であっても、買手が確実に落札できるとは限らない

ため、確実な落札のためには成行による買い入札が必要になると考えられる。 

 

 

 

図 6-4 オークションでの価格決定方式 

出所： 

第 4 回 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 市場整

備ワーキンググループ 資料４ 容量メカニズム、非化石価値取引市場について（2016 年 11 月 24 日） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/shijo_seibi/pdf/04_04_00.pdf 

 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/shijo_seibi/pdf/04_04_00.pdf
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FIT非化石電源に係る非化石証書のトラッキングにおける 2019年度の実証実験では、事

前に属性情報の割当を行った上で、小売事業者による非化石証書の購入を確認し、事後的

に属性情報を付与するスキームとした。このスキームでは、競合する小売事業者が希望のト

ラッキング付非化石証書を購入できないようにするために、特に先着順での割当において属

性情報の空押さえを行う小売事業者が発生するおそれがあることから、空押さえを行った事

業者の名称を公表する等のペナルティを科すこととした。 

非 FIT非化石電源に係る非化石証書のトラッキングにおいても同様のスキームを採用す

る場合、属性情報の割当が行われたにも関わらず、非化石証書への供出量の不足や、市場

取引におけるオークション価格決定方式の違いから、必要量を購入できないケースが発生す

ることが想定される。このため、非化石証書を購入できなかった場合のペナルティについて

は、例えば、事前の割当量に対して、市場の供出量が著しく少ない場合はペナルティを免除

する等、十分考慮する必要があると考えられる。 

 

 

（案２）属性情報付きの証書を同時に購入（集中型） 

案２は、属性情報付きの証書を同時に購入するものである。 

事前に属性情報の割当は行わず、認定機関から属性情報を含む認定結果を連携し、小売

事業者が JEPXの非化石市場／相対取引で属性情報付きの証書を選択して購入する。 

 

 

図 6-5 （案２）属性情報付きの証書を同時に購入（集中型） 

 

 

案２のメリットとしては、事前に属性情報の割当を行い、実際に JEPXで証書の購入結果を

確認した後、トラッキング付非化石証書を発行する、という一連の手続きが不要となり、小売

事業者が JEPXの非化石市場でトラッキング付非化石証書を直接購入できるようになること

から、手続きが簡素化されることが考えられる。 

 

なお、これまでの国の整理においては、非 FIT非化石証書のうち、再エネ電気に由来する

ものについては、証書の売り手が「再エネ指定」として販売するか「指定無し」として販売する

かを選択可能とされているが、再エネ指定証書のそれ以上の細分化については、取引状況

を勘案しながら必要に応じて検討することとされている。 
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したがって、2019年度時点においては、属性情報が付与されたトラッキング付非化石証書

を JEPXにおいて直接取引することはできないことに留意が必要である。 
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【参考】海外のトラッキングシステムの例 

 

I-REC（International Renewable Energy Certificate）は、北米の RECs（Renewable 

Energy Certificate）や欧州の GoO（Guarantee of Origin）のような独自の仕組みが存在し

ない国・地域において、再生可能エネルギー源の証書化やトラッキングのために導入され

ている。証書の発行は NPOである The I-REC Standard自身が担う場合もあるが、一般

的には各国・地域で証書の発行者が１機関指定され、証書の発行を担っている。 

I-RECの機能について発行者、登録者、参加者の関係を示した概要図を以下に示す。

発行者は I-REC Services との契約を締結することで、I-REC Registryに発行者として登

録される。登録者は発電設備の情報を提供し、発電実績と発電のエビデンスを用いて証

書の発行申請を行い、発行者が発電のエビデンスを審査して I-REC証書を発行する。 

I-REC Registry上では、以下の手順に沿って証書の取引が行われている。 

① 登録者が発電設備の登録を申請し、発行者によって認可される。 

② 登録者は登録した発電設備における発電量を計測する。 

③ 登録者は発行者に I-REC証書の発行申請を行う 

④ 登録者は発行者に発行申請の際、証跡としてメーターの検針値を提出する。 

⑤ 発行者は③、④に基づいて I-RECの証書を発行する。 

⑥ 登録者は参加者として取引アカウントで証書を保有する。 

⑦ 参加者は取引アカウントを用いて証書の交換/売買を行うことが可能である。なお、

この時システム内では決済処理を行わず、証書の移動のみが可能である。 

⑧ 参加者は取引アカウントで保有する証書を償却アカウントに移動することによって

償却する。償却アカウントに移動した証書は取引アカウントに戻すことはできない。 

 

図 6-6 I-RECのトラッキングの仕組み 

出所： 

I-REC（2015 年）「I-REC GUIDE –HOW I-REC WORKS-」を基に日本ユニシスにて作成 

http://www.internationalrec.org/assets/doc_3993.pdf 

http://www.internationalrec.org/assets/doc_3993.pdf
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（案３）属性情報付きの証書を同時に購入（分散型） 

案３は、属性情報付きの証書を同時に購入するものであるが、分散型台帳技術を活用して

取引を管理する点が案２とは異なる。 

事前に属性情報の割当は行わず、認定機関から属性情報を含む認定結果を連携し、小売

事業者がブロックチェーン上の非化石価値取引プラットフォーム上で属性情報付きの証書を

選択して購入する。 

 

 

図 6-7 （案３）属性情報付きの証書を同時に購入（分散型） 

 

 

案３のメリットとしては、案２と同様に、小売事業者が JEPXの非化石市場でトラッキング付

非化石証書を直接購入できるようになることで手続きが簡素化されることに加え、ブロックチ

ェーン（コンソーシアム/プライベート型）を活用することで、信頼性を担保した上でネットワーク

に参加する当事者間での直接取引が可能となり、相対取引に係る運用コスト等を低減できる

可能性が考えられる。 

 

なお、案２と同様に、2019年度時点においては、属性情報が付与されたトラッキング付非

化石証書を JEPXにおいて直接取引することはできないことに留意が必要である。 
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【参考】ブロックチェーンの種類 

 

ブロックチェーンには、一般的に「パブリック型」と「コンソーシアム／プライベート型」の２

種類が存在する。エンタープライズ利用においては、性能要件に加え、セキュリティ要件

（データの秘匿性）が求められるため、許可された特定の参加者によって閉じたネットワー

クを構成するコンソーシアム／プライベート型を検討することも可能。 

 

 

図 6-8 ブロックチェーンの種類 

パブリック型 コンソーシアム／プライベート型

インターネット上の不特定多数の参加者に
よってネットワークを構成
⇒bitcoinなど

許可した特定の参加者によって閉じたネット
ワークを構成
⇒エンタープライズ利用など
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第2節 非 FIT非化石証書についてトラッキングを導入した場合の留意点 

本節では、非 FIT非化石証書にトラッキングを導入した場合に想定される問題点について

述べる。 

 

環境価値以外の電気に付随する価値（産地価値や特定電源価値）は、PPAが存在する場

合は、別段の定めがない限り、原則として PPAの契約先に移転していると考えられる。 

FIT非化石電源に係る非化石証書のトラッキングにおける 2019年度の実証実験において

も、トラッキング付非化石証書の取引によって、産地価値や特定電源価値が移転することは

想定せず、属性情報の帰属関係に関して需要家の混乱が生じることを防ぐため、PPAが締

結されている設備については、PPAの契約先小売事業者以外に対して属性情報の割当は行

わないこととした。 

 

図 6-9 電気に付随する価値の取引に関する扱い 

出所： 

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 第二次

中間とりまとめ（2019 年 7 月） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/20190724_01.pdf 

 

非 FIT非化石電源に係る非化石証書のトラッキングでも同様の考え方とする場合、以下の

点が問題となる可能性がある。 

 

１． 電気の販売に関する相対契約の客観的な把握 

FIT非化石電源に係る非化石証書のトラッキング実証実験では、送配電買取のうち再エネ

特定卸供給契約を締結している設備の場合、事業者の申請通りに契約が締結されているこ

とを確認するため、発電事業者・小売事業者の双方から、送配電事業者からの交付される書

類の写しの提出を求めることで、PPAが存在することを客観的に確認することとした。なお、
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小売買取の場合は、GIOが管理する FIT買取実績データを照会することで、買取先の小売

事業者を確認できるため、書類の提出は不要である。 

非 FIT非化石電源についても同様に、発電事業者と小売事業者の間に電気の販売に関す

る相対契約が存在する場合は、客観的に確認する必要があると考えられる。送配電事業者

や GIOのような客観的な第三者が存在しない場合、相対契約の客観的な把握が困難な可能

性がある。 

 

２． 電気の販売に関する相対契約が存在する場合のトラッキングの制約 

FIT非化石電源に係る非化石証書のトラッキング実証実験では、FIT非化石電源を所有す

る発電事業者と小売事業者との間に PPAがある場合、契約先の小売事業者に対してのみ

属性情報の割当が可能であり、第三者の小売事業者に対して割当はできない。 

 

 

図 6-10  FIT非化石電源で PPAがある場合の属性情報の割当 

 

非 FIT非化石証書に係るトラッキングでも同様の考え方をすれば、非 FIT非化石電源を所

有する発電事業者と小売事業者との間に相対契約がある場合、契約先の小売事業者に対し

てのみ属性情報の割当が可能であり、第三者の小売事業者に対して割当はできないことに

なると考えられる。 

特に非 FIT非化石証書の場合、FIT非化石証書とは異なり、電気と切り離して証書のみを

相対取引で別の小売事業者に販売することが可能であり、相対取引で取得した非化石証書

にトラッキング情報を付与することができないという事象が発生することになるため、この場合

の扱いについては、今後整理が必要になるのではないかと考えられる。 
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図 6-11  非 FIT非化石電源で相対契約がある場合の属性情報の割当 
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ｓ 

第3節 非 FIT非化石証書の詳細制度設計に関する提言 

本節では、非化石市場の利用価値を高めるための施策の一つとして、非 FIT非化石証書

の詳細制度設計に関する提言について述べる。 

 

１． 対象年月の考え方 

前節でも触れたとおり、非 FIT非化石証書は、原則として発電事業者が申請した量のみが

証書化されるため、正しく非化石電源の認定申請が行われなかった場合、非化石価値が埋

没してしまうことになる。 

2019年 11月以降、固定価格買取期間を満了した発電設備は卒 FIT電源となり、非 FIT

非化石証書の対象となるが、FITから卒 FITへ移行時に、対象期間の漏れや重複が生じな

いようにする観点から、非 FIT非化石電源の認定申請手続きにあたっては FIT制度の対象

年月の考え方を参照し、整合性を担保する必要がある。 

 

図 6-12 発電期間と対象年月の考え方 

 

非 FIT非化石電源の電力量認定申請においては、GIOにおける FIT納付金・交付金管理

システムの業務運用スケジュールを参照し、エリアや契約区分によって対象年月の考え方が

異なることに留意しながら対象年月の考え方を整理する必要がある。 
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図 6-13 エリアと契約区分ごとの対象年月の考え方 

２． バイオマス発電設備の分類 

2020年度からは、大部分のバイオマス発電設備が認定対象となり、バイオマス発電設備

は提出書類が多いことから、発電事業者の利便性を考慮して、可能な限り申請プロセスの整

理・体系化を進める必要がある。 

固定価格買取制度（FIT）では、バイオマス発電設備の事業計画認定時に「申請事業計画

使用燃料一覧」を提出し、原則として毎月サンプリングを実施して「バイオマス比率計算書」を

電力会社に提出している。 

非 FIT非化石電源認定業務においても、FIT制度の考え方を踏襲し、毎月のサンプリング

についてのルールを整理するとともに、設備の属性によって提出書類が異なる可能性がある

ことから、制度の主旨を踏まえて体系的な分類を行うことで、発電事業者の申請不備による

認定漏れを可能な限り削減していくことが重要である。 

 

 
図 6-14 バイオマス発電設備の分類例 
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