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1. 事業目的 
 
近年、国際環境 NGO を始めとしたグローバルな動向として、CDP による気候変動に係

る調査や、RE100 といった、自社電力を１００％再生可能エネルギーで調達するイニシア

ティブなどの動きが出ており、エネルギーの需要家である企業が、新たなエネルギー転換に

向けて投資にコミットする運動が起きている。また、国際的には企業が行う環境情報開示を

通じて、投資家から企業への投資を促進する流れが出ている中で、日本においても新たなエ

ネルギーへの投資を促進していく必要があるが、国内では、CDP、RE100、SBT 等に共通す

るエネルギーの算定方法に合致する形での再生可能エネルギーの調達について整理するこ

とが必要である。 
上記の状況を踏まえ、国内の環境価値取引制度の現状と国際動向を明らかにしつつ、環境

情報開示を意識した再生可能エネルギーの調達方法、企業の取り組みを見える化できるよ

うにし、企業の環境投資を促すための効果的な手法についての調査を実施する。 
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2. 国際的イニシアティブの動向の整理 
2.1. GHG プロトコル 
2.1.1. 運営主体 

GHG プロトコルは、WRI（世界資源研究所）と WBCSD（持続可能な開発のための世界経

済人会議）が共催する団体である。 
 
2.1.2. 概要 
図 2-1 に示すような温室効果ガス排出量の算定・報告に関する各種基準等を発行している。

なお、各種基準等の策定には、海外の政府機関やグローバル企業が参画しており、いずれも

デファクトスタンダードの地位を確立しつつある。 

 
図 2-1  GHG プロトコルが策定した基準等（一部） 

 
【参考】スコープ１、スコープ２、スコープ３ 

スコープ１、スコープ２、スコープ３は、GHG プロトコルが規定した企業の温室効果ガ

ス排出量の算定範囲 
 
スコープ１ 燃料の燃焼、工業プロセス等、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 
 
スコープ２ 他者から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出 
 
スコープ３ その他間接排出（算定事業者の活動に関する他社の排出） 
      →バリューチェーン排出 
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2.1.3. 2018 年度の動向 
 2019 年 1 月 17 日に、炭素吸収や土地利用、土地利用変化、森林による排出・吸収に関す

るガイダンスの開発を予定していることが発表された 1。炭素吸収はコーポレート基準の中

で任意報告の扱いとなっているが、算定方法等は公表されていないこともあり、多くの企業

や組織が報告や目標に含めていない。GHG プロトコルは「新しいガイダンスでは、SBT の

策定を含めた、高度な GHG 排出削減戦略の策定の役に立つだろう」と発表しており、SBT
への活用も視野に入れて検討が進められている模様である。 

また、GHG プロトコルのホームページで、このガイダンスのニーズ等の意見募集がされ

た（2 月 8 日締め切り）。なお、今後のスケジュール等は発表されていない。 
 その他は、2018 年度に特に大きな動きはなく、新しく発行されたガイダンス等もない。 
 
 

  

                                                        
1 GHG protocol ホームページ News “Survey: Guidance on Carbon Removals and Land Use” 
（2019 年 1 月 17 日） 
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2.2. CDP 
2.2.1. 運営主体 
英国ロンドンに本部を置く NGO であり、年金基金等の機関投資家の代理人として、企業

に「CDP 気候変動」「CDP ウォーター」「CDP 森林」「CDP サプライチェーン」等の質問書

を送付し、回答内容の開示及び格付けを実施している。CDP の趣旨に賛同する機関投資家

は 650 機関、総資産 87 兆米ドルに達する。また、世界中の大手企業の気候変動対策に関す

る情報と評価結果が共通の枠組みと基準で得られるため、機関投資家や投資顧問会社の間

では、ESG 投資の銘柄選定の基礎データとしての地位を確保している。以下では、再エネに

関連する質問項目が含まれる CDP 気候変動質問書について記載する。 
 
2.2.2. 概要 
 各国の時価総額の上位企業に対して投資家の要請により質問書が送付されている（日本

の場合は時価総額上位 500 社）。また、サプライチェーンプログラムに参加している企業・

公的機関が質問書の送付先として指定する企業に対しても質問書が送付されている。質問

書は 14 の大問から構成され、環境価値取引に関連する箇所としては、削減目標や排出実績

等の設問がある。Climate Change Questionnaire 2018 では、「C4 Targets and performance」「C5 
Emissions methodology」「C6 Emissions data」「C7 Emission Breakdown」に該当箇所がある。サ

プライチェーンプログラムの質問書も上記の 14 の大問は共通で、その後にサプライチェー

ンでの協業に関する質問等が追加されている。 
 

表 2-1 投資家要請の CDP 気候変動質問書 2018 の構成 

 
CDP における排出量の算定手法は、各国の法制度に準じた算定手法も選択することが可

能であり、日本の温対法や省エネ法に基づく報告も可能である。CDP のスコアリング上、

算定手法による得点の差異はないが、質問文の用語等がスコープ２ガイダンスに準拠して

書かれており、事実上、スコープ２ガイダンスが推奨されている。グローバル企業はスコー

プ２ガイダンスを選択するケースが多い。 
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2.2.3. 2018 年度の動向 
 気候変動質問書 2018 では、表 2-2 に示すようなセクター別質問書が導入され、TCFD の

提言に沿った設問構成に変更されたため、気候変動質問書 2017 と比較して大幅に変更され

た。 
 

表 2-2 気候変動質問書 2018 におけるセクター分類 

農業 ・食品飲料、たばこ 

・農業産品 

・紙・林業 

エネルギー ・石炭 

・電力 

・石炭・ガス 

素材 ・セメント 

・化学 

・金属・鉱業 

・鉄鋼 

輸送 ・輸送機器製造業者 

・輸送サービス 

その他 ・上記部門に該当しないすべての企業 

(出典) CDP ホームページよりみずほ情報総研作成          
 
投資家の要請による質問書の送付対象は時価総額の上位企業であり、2018 年度は世界で

は約 5,600 社に送付し約 2,400 社、日本では 500 社に送付し 297 社の回答を得ている。その

うち、格付けの最高位である A リストの企業は世界 139 社、日本 20 社である。さらにサプ

ライチェーンプログラムの要請で、世界で約 9,600 社に送付し約 4,800 社が回答している。 
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2.3. SBT 
2.3.1. 運営主体 

SBT は「SBT イニシアティブ」と呼ばれる、気候変動対策に関する情報開示を推進する連

合体（国連グローバル・コンパクト、CDP、世界資源研究所、世界自然保護基金）によって

設立され、現在もこれらの 4 組織が連携して運営事務局を担当している。 

 
表 2-3 SBT の運営組織の概要 

組織 概要 

国連グローバル・ 
コンパクト 
（UNGC） 

・ 参加企業・団体に「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の 4 分野で、本質的

な価値観を容認・支持し、実行に移すことを求めているイニシアティブ。 
・ 1999 年に当時の国連事務総長が提唱。現在 1 万 3000 以上の企業・団体が加

盟（2019 年 3 月 15 日時点で日本は 306 の企業・団体が加盟）。 

CDP 

・ 企業の気候変動、水リスク、森林リスクに関する世界最大の情報開示プログ

ラムを運営する英国で設立された国際 NGO。 
・ 世界数千社の環境データを有する CDP データは機関投資家の ESG 投資にお

ける基礎データとしての地位を確立。 

世界資源 
研究所（WRI） 

・ 気候、エネルギー、食料、森林、水等の自然資源の持続可能性について調査・

研究を行う国際的なシンクタンク。 
・ 「GHG プロトコル」の共催団体の一つとして、国際的な温室効果ガス排出量

算定基準の作成などにも取り組む。 

世界自然保護基金 
（WWF） 

・ 生物多様性の保全、再生可能な資源利用、環境汚染と浪費的な消費の削減を

使命とし、世界約 100 か国以上で活動する環境保全団体。 

(出典) GVC プラットフォームよりみずほ情報総研作成 
 
2.3.2. 概要 

SBT とは、パリ協定と科学的に整合した温室効果ガス削減目標の設定を企業に促す取組

である。具体的には、地球上の気温上昇を産業革命前の気温と比べて、2℃度未満に維持す

るために必要な温室効果ガス排出量のレベルと、企業の温室効果ガス削減目標が「気候科学

の知見に整合」していることを要件とする目標設定である。ここで、「気候科学の知見に整

合」とは、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）や IEA によって発表されている気温上

昇を 2℃度未満に抑える可能性が高いとされるシナリオに沿っていることが要件となって

いる。 
温室効果ガス削減目標については、2050 年に 49～72％削減を目安として、2025 年～30 年

頃の目標を設定することが求められている。事業者によっては、事業者自らの排出だけでな

く、事業活動に関係するあらゆる排出（スコープ３）を合計した排出量が対象となっている。 
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(出典) みずほ情報総研作成 

図 2-2 SBT の目標設定のイメージ 
 

SBT の削減目標設定（特にスコープ１＋２）は次の経路が基本である。まず、スコープ

１、２について目標設定の必要がある。その際、スコープ１、２の削減経路はほぼ限定さ

れており、原則「総量」削減とする必要がある。スコープ３がスコープ１、２、３の合計

の 40%を超える場合にはスコープ３の目標策定が要求される。なお、目標に数値水準はな

く、企業ごとの事業特性を踏まえて「野心的」な目標を設定することが求められる。な

お、事業セクターによっては、セクターの特性を踏まえた算定手法も用意されている。 
SBT として認定を受けるための基準としては表 2-4 の基本要件がある。なお、再エネに

関する要件はスコープ２ガイダンスに準拠している。 
 

表 2-4 SBT の認定要件 

項目 概要 

バウンダリ  GHG プロトコルに則り、企業全体のスコープ１、２をカバーし、全ての

GHG を対象とする 

時間軸  目標年は公表（目標提出）時点から最短 5 年以上、最長 15 年以内の期間

とする 

目標水準  「2 度未満」に必要な削減レベル・ペースに整合させる（「1.5 度以下」

に向けた取組を推奨） 
 スコープを複数合算（例：１＋２、１＋２＋３）した目標設定が可能。た

だし、スコープ１＋２は SBT 水準を満たす必要 
 事務局が認定する SBT 手法（7 手法）と排出シナリオ（4 シナリオ）の組

み合わせにより目標を設定 

スコープ２  企業は基準年や SBT 達成の度合を検証するために、スコープ２ガイダン

スのロケーション基準、マーケット基準のどちらを利用しているのか開

示が必要 

スコープ３  スコープ３排出量がスコープ１＋２＋３の 40%以上の場合、スコープ３

について時間軸が明確で“ambitious（意欲的）”かつ算定可能な目標を設定
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する 
 バウンダリはバリューチェーンの排出量の大部分を含める必要あり（例：

上位３カテゴリ、スコープ３全体の 2/3 など） 

報告  企業全体の GHG インベントリ（排出状況）を毎年開示する 
(出典) SBT ホームページよりみずほ情報総研作成 

 
2.3.3. 2018 年度の動向 

2018 年 10 月に国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 1.5℃特別報告書 2を公

開したことを受けて、SBT イニシアティブでは目標の承認要件を大幅に改定し、2019 年 4
月に公表する予定であることを発表した 3。これまで SBT は気温上昇を 2℃未満に抑える排

出削減シナリオ（以下、「2℃シナリオ」）と整合した削減目標であったが、2019 年 10 月以

降は、「2℃シナリオを大幅に上回る」か「1.5℃シナリオ」と整合する目標のみを承認するこ

ととし、「2℃シナリオ」と整合する目標は承認しないことが公表された。 
  
目標が SBT の要求水準をクリアしていると認定を受けた企業は右肩上がりで増加してお

り、2019 年 3 月 28 日時点で世界で 195 社となっている。さらに、2 年以内の SBT 設定をコ

ミットしている企業は、世界で 345 社存在する。 
また、日本企業は 39 社が SBT の認定を既に受けており、2 年以内の SBT 設定をコミット

している日本企業は、34 社存在する。 
 

  
(出典) SBT ホームページよりみずほ情報総研作成 

図 2-3 SBT 参加企業の推移（左：世界、右：日本） 
 

  

                                                        
2 産業革命前と比較して、1.5℃気温が上昇した場合の影響とその排出経路に関する特別報

告書 
3 SBT イニシアティブ プレスリリース（2019 年 2 月 20 日）

https://sciencebasedtargets.org/2019/02/20/science-based-targets-initiative-announces-major-
updates-following-ipcc-special-report-on-1-5c/ 
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2.4. RE100 
2.4.1. 運営主体 

RE100 は、イギリスに本部を置く NGO である The Climate Group が、CDP の支援を受け

て 2014 年より実施しているプログラムである。The Climate Group とは、温室効果ガスのネ

ットゼロ排出を実現した持続可能な社会と経済を目指す組織である。RE100 の他、企業のエ

ネルギー消費効率の大幅改善を促す EP100 や、企業が事業活動で用いる自動車のすべてを

電気自動車に切り替えることを促す EV100 等の取組みも展開している。日本においては、

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 及び Japan-CLP が地域パートナーとして提携している。 
 
2.4.2. 概要 

RE100 は、企業が事業活動で用いる電力のすべてを再生可能エネルギー由来の電力 (再エ

ネ電力) とすることを宣言する取組みである。対象企業、認定要件等の概要を表 2-5 に示す。 
表 2-5 RE100 の対象企業・認定要件等の概要 

項目 説明 

再エネ電力の 
定義 

再エネ電力は以下 (なお、各技術に関する環境・社会的な持続可能性に

鑑み、関連する推奨事項や要件等を導入する見込み) 
・ 太陽光 
・ 風力 
・ 水力 
・ 地熱 
・ バイオマス (バイオガス含む) 

対象企業 

以下のいずれか 1 つ以上に該当する「影響力がある」企業 
・ グローバル又は国内で認知度・信頼度が高い 
・ 主要な多国籍企業 (フォーチュン 1,000 又はそれ相当) 
・ 電力消費量が大きい (100GWh 以上) 
・ RE100 の目的に寄与する、何らかの特徴と影響力を有する 

対象電力 

再エネ電力に切り替えるべき対象電力は以下 
・ 他社から購入した電力 (Scope 2 排出量に相当) 
・ 自社で発電した電力 (Scope 1 排出量に相当) 
・ 原則として企業グループ全体が対象 

認定要件 

再エネ電力比率に関する最終目標及び中間目標の設定及び公表 
・ 遅くとも 2050 年までに 100% 
・ 2040 年までに 90% 
・ 2030 年までに 60% 
・ 2020 年までに 30% 

進捗報告 
RE100 の所定様式又は CDP 質問書を介して、進捗報告が必要 

・ 少なくとも電力消費量及び再エネ電力消費量 
・ その他、進捗を評価する追加情報等 

(出典) RE100 JOINING CRITERIA, RE100 TECHNICAL CRITERIA よりみずほ情報総研作成 
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2.4.3. 参加企業 
RE100 に参加している企業は、2019 年 3 月 28 日時点で、世界 166 社である。そのうち、

日本企業は 17 社である。日本企業及び海外企業の目標年、進捗等について、表 2-6 に示す。 
表 2-6 RE100 に参加している日本企業 

企業名 目標年 進捗 アプローチ 

リコー 2050 年 14.5% 
1,100MWh の PV 導入、マイクロ水力発電の実用化、木質

バイオマスボイラーの導入等。 

積水ハウス 2040 年 3% 
自社が販売した PV 搭載住宅のオーナーから、FIT 買取制

度終了後の余剰電力購入等。 

アスクル 2030 年 0% 物流センター新設時に太陽光パネルを設置。 

大和ハウス 
工業 

2040 年 0.18% 

風力、太陽光、水力の再エネ導入を推進。2017 年 12 月末

時点で 227MW の設備を導入。その発電量は電力消費量

481GWh の 6 割に相当。 

ワタミ 2040 年 - 

秋田県で 3 基の風力発電を稼働、北海道でメガソーラー事

業を展開。再エネ電力の地産地消を支援する地域電力会社

を 2 社設立。 

イオン 2050 年 - 
店舗への PV 設置、再エネ電力への切り替え、電力事業グ

ループ会社からの再エネ電力調達等。 

城南信用 
金庫 

2050 年 - 
小売電気事業者との契約、非化石証書付き電力の購入、PV
設置等。 

丸井 
グループ 

2030 年 - 
ブロックチェーン技術により発電所が特定された再エネ

電力を調達。 

エンビプロ 
ホール 

ディングス 

2050 年 - - 

富士通 2050 年 3.3% 
各地域に応じた最適な手段を検討し再エネ由来の電力調

達を拡大。 

ソニー 2040 年 2.4% 事業所への PV 設置、再エネ発電設備からの自己託送。 

芙蓉総合 
リース 

2050 年 - - 

コープ 
さっぽろ 

2040 年 - - 

戸田建設 2050 年 0.03% 再エネ電力証書や自社卒 FIT 電源による調達。 

コニカ 
ミノルタ 

2050 年 - - 

大東建託 2040 年 - 自社卒 FIT 電源による調達。 

野村総合 
研究所 

2050 年 - - 

(出典) RE100 Progress and Insights Report, January 2018,  
CDP Climate Change 質問書 2018 回答よりみずほ情報総研作成 
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表 2-7 RE100 に参加している海外企業 (一部抜粋) 

企業名 目標年 進捗 アプローチ 

Apple - 95% 

PV やバイオガスの自家消費プロジェクト、発電事業者

との PPA、再エネ電力メニューの購入、再エネ電力証書

の購入 

BMW 2020 年 67% 
オンサイトへの風力、PV、バイオガス発電の導入、再エ

ネ電力メニューの購入、再エネ電力証書の購入 

Goldman 
Sachs 

2020 年 90% 再エネ電力証書の購入 

Google 2017 年 57% - 

Microsoft 2016 年 100% 
米国への PV 導入、発電事業者との PPA、再エネ電力証

書の購入 

(出典) RE100 Progress and Insights Report, January 2018 よりみずほ情報総研作成 
 
2.4.4. 再エネ電力の調達方法 

RE100 では、再エネ電力の調達手法として独自のルールを定めており、RE100 に参加す

る企業は、これらの手法から適宜選択して再エネ電力を調達することとなる。 
 

表 2-8 RE100 が定める再エネ電力の調達手法 (英語版) 

 
(出典) RE100 TECHNICAL CRITERIA 
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表 2-9 RE100 が定める再エネ電力の調達手法 (日本語版) 

自家発電 

 1. 自社が保有する再エネ発電設備からの発電 

購入電気 

 2. 他者が保有する需要場所内の再エネ発電設備からの調達 

3. 他者が保有する需要場所外の再エネ発電設備から自営線経由で調達 

4. 再エネ発電事業者が保有する需要場所外の再エネ発電設備から系統

経由で直接調達 

5. 小売電気事業者との契約（グリーン電力商品）による調達 

6. 電気から切り離された電源構成証書の調達 

7. その他 
 (出典) RE100 TECHNICAL CRITERIA に基づきみずほ情報総研作成 

 
 
 
調達手法 1 は、再エネ電力を必要とする企業自身が再エネ設備を導入し、自営線を用いて

自家消費するというものである。例えば、自社の屋根や敷地内外に再エネ設備を導入し、自

家消費する方法があげられる (図 2-4)。 
 

 
(出典) みずほ情報総研作成 

図 2-4 調達手法 1 のイメージ 
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調達手法 2 及び 3 は、再エネ電力を必要とする企業ではない第三者が再エネ設備を導入

し、自営線を用いて企業へ再エネ電力を供給するというものである。例えば、企業の屋根や

敷地内、あるいは敷地外に第三者が再エネ設備を導入する方法があげられ、特に屋根に導入

する方法は「第三者保有モデル」や「屋根貸し PPA (又は屋根借り PPA)」等と呼ばれ、近年、

注目されている手法である (図 2-5)。 

 
(出典) みずほ情報総研作成 

図 2-5 調達手法 2 及び 3 のイメージ 
 
調達手法 4 は、系統に接続された再エネ設備と直接電力購入契約  (Power Purchase 

Agreement: PPA) を締結し、系統経由で再エネ電力を企業へ供給するというものである。系

統には様々な電源や需要家が接続していることから、企業へ届けられる物理的な電力をど

の電源に由来する電力か識別することは不可能である。そのため、この手法においては、再

エネ設備を保有する発電事業者と企業の間の契約、又はに 3 章に記載する GO や RECs 等の

「発電源証明 (又は再エネ電力証書)」によって、当該再エネ設備の電力が企業へ供給され

ていることを保証する (図 2-6)。なお、日本の電力システムにおいては、発電事業者と企業

が直接電力の購入契約を締結することはできない。 

 
(出典) みずほ情報総研作成 

図 2-6 調達手法 4 のイメージ  
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調達手法 5 は、小売電気事業者が提供するグリーン電力商品を購入することで、再エネ電

力を調達するというものである。日本においては、メニュー別排出係数がグリーン電力商品

に相当すると考えられる。調達手法 4 と同様に、系統には様々な電源や需要家が接続してい

ることから、企業へ届けられる物理的な電力をどの電源に由来する電力か識別することは

不可能である。そのため、この手法においても、小売電気事業者と企業の間の契約、又は前

掲の GO や RECs 等の「発電源証明 (又は再エネ電力証書)」によって、当該再エネ設備の電

力が企業へ供給されていることを保証する (図 2-7)。 
なお、GO や RECs 等のトラッキングシステムが存在しない場合、小売電気事業者と企業

の間の契約行為に対しては第三者検証が必要と RE100 では定められている。現時点の日本

において、電力取引の契約行為に関する第三者検証を実施している事例は一般的ではない

ことから、小売電気事業者が提供するメニュー別排出係数であっても、RE100 では認められ

ない可能性が示唆される。 

 
(出典) みずほ情報総研作成 

図 2-7 調達手法 5 のイメージ 
 
調達手法 6 は、再エネ電力を必要とする企業自らが、電力と切り離された再エネ電力証書

を調達するというものである。企業においては、自らが消費した電力量に等しいだけの再エ

ネ電力証書を購入することで、当該電力を再エネ電力として主張することが可能となる (図 
2-8)。 

 
(出典) みずほ情報総研作成 

図 2-8 調達手法 6 のイメージ  
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なお、RE100 においては、再エネ電力証書が保証するべき属性情報についても独自の要件

を定めている。具体的には以下のような属性情報があげられる。 

・ 電源種別 (発電方法・燃料種別) 

・ シリアル ID (1MWh ごとに割り振られる識別番号) 

・ 電源 ID (発電所を識別する ID) 

・ 発電所名 

・ 発電所所在地 

・ 当該電力量の発電期間 

・ 当該再エネ電力証書の発行日 
これらの属性情報を保証することができない場合、当該再エネ電力証書を RE100 で用い

ることができない。日本においては、グリーン電力証書、再エネ電力由来Ｊ－クレジット、

FIT 非化石証書の 3 種類の再エネ電力証書等が取引されているが、本業務における「第 1 回 

我が国企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関する研究会」（平成 30 年

10 月 29 日、経済産業省）に従えば、グリーン電力証書及び再エネ電力由来Ｊ－クレジット

については RE100 への利用が可能と確認されている。また、FIT 非化石証書については、資

源エネルギー庁が実施するトラッキング実証において属性情報が付加された FIT 非化石証

書に限り、RE100 への利用が可能と確認されている (図 2-9)。なお、FIT 非化石証書を調達

できるのは、小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者に限定されていること

から、企業は小売電気事業者を経由してメニュー別排出係数として調達することとなる。 

 
(出典) 経済産業省「第 1 回我が国企業による国際的な気候変動 

イニシアティブへの対応に関する研究会」 資料 3-2 

図 2-9 日本の証書等と国際的イニシアティブとの対応関係  
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3. 海外のトラッキングシステム等の動向の整理 
3.1. The Guarantee of Origin 
（１）欧州のトラッキングシステム 
欧州では、2009 年の EU 改正電力市場指令によって、発電事業者に対し需要家へ電力の

「属性情報」（石炭、太陽光、風力等）を開示することが規定された。また同年の改正再生

可能エネルギー指令は、EU 内の再エネ利用促進のための共通の枠組みを提供するものであ

り、各国に対して再エネの「属性証明（Guarantee of Origin、以下 GO）システム」を構築す

ることを規定した。 
GO とは、発電された電気 1MWh について、どこの発電所でどの発電方法により発電さ

れたかを証明する証書であり、発電者に対して発行されるもので、発電所の稼動年数や設備

容量、補助金受給状況、といった情報も含まれる。GO は、物理的に発電される電気とは切

り離して、その「属性価値」をボランタリーベースで取引するものである。発行された GO
は（それが再エネの GO である場合）、小売電気事業者がそれを償却することによってはじ

めて再エネによって発電された電気であることを電気料金の請求書や広告などで開示でき

ることとなっている。あるいは大企業などの需要家が直接 GO を償却する場合もあり、これ

により、企業は再エネ利用を主張できることになる。 
GO 取引は市場参加者間で行われるが、GO の運用と管理をシステム上で行う機関（Issuing 

Body）が各国ごとに定められており、国の系統運用機関や電力市場の規制機関などがその

役割を担っている。この GO システムにより、再エネ価値を誰が保有しているかがトラッキ

ングされ、再エネ価値のダブル主張が回避できる仕組みになっている。 
GO システムの導入を求める EU 指令の対象国は、EU 加盟国 28 カ国及びスイス、アイス

ランド、ノルウェーの 31 カ国である。これら 31 カ国の GO システムの導入状況は、すでに

高度なシステムを運用している国から、システム構築のための法制度整備にこれから着手

するという国もある等、国ごとに状況が異なる。例えば、GO は再エネだけでなく、化石電

源や原子力を含む全電源について発行・移転・償却も可能であるが、現状それを行っている

のは、スイス、オーストリア等一部に限られる。一方、ドイツでは再エネであっても FIT 電

気に対して GO を発行していない。このようにどの電源種に対して GO を発行するかは各国

ごとの規制により異なる。 
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（２）GO の国際取引 
上述の EU 指令の対象国のうち、2017 年末時点で 20 カ国（内、ベルギーについては地域

に分かれているためメンバー数としては 234）が「Association of Issuing Bodies （以下 AIB)」
を構成しており、AIB 加盟各国の GO システムが「AIB Hub」と呼ばれる通信ハブシステム

につながることで、透明性と信頼性を担保しつつ、簡素化された手続きのもとで GO の国際

取引が可能となっている。 
GO の国際取引は、AIB 加盟国と非加盟国の間でも行われるが、非加盟国が加盟国に GO

を輸出する場合には、他のドメイン利用のための償却（cancellation in use for other domain）
手続きが必要とされ、加盟国側に GO の輸入に同意しない権利も生じるなどの制限が生じ

る 5。 
GO の発行・移転・償却の標準化された仕組みである「欧州エネルギー証明システム

（European Energy Certificate System、以下 EECS）」は、AIB 加盟国によって運用されている。 
EECS における GO 発行量、移転量、償却量は年々増加する傾向にある。発行量では 2018

年は 570TWh を超える予測となっている。2017 年の償却量は 488TWh であり、欧州の電力

需要全体の 10％を、再エネ発電量の 35％を占めている。 
 
 

 
（出典） AIB Annual Report 2017        

 
図 3-1 EECS における GO 発行量・移転量・償却量の推移 

  

                                                        
4 オーストリア、ベルギー（ブリュッセル、フランデレン、ワロン、連邦）、クロアチア、

キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、

アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、スロ

ヴェニア、スペイン、スウェーデン、スイス  
5 AIB 事務局へのヒアリング（2019 年 1 月）による 

発行    国内移転    国際取引    期限切れ    償却 
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電源別では水力発電が発行量の約 66％、償却量の約 67% を占めている。 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2017           

 
図 3-2 EECS における GO 発行量の電源別構成 

 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2017          

 

図 3-3 EECS における GO 償却量の電源別構成 
 
 国別の発行量では、ノルウェー、スペイン、スイス、イタリアで発行量が多く、この 4 カ

国で全体の発行量の 64％を占めている。特に発行量が多いのは、ノルウェーの水力発電の

GO であり、2017 年は 140TWh を占めている。償却量では、ドイツ、スイス、スペイン、オ

ランダの 4 カ国で全体の償却量の 55％を占める。 
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(出典) AIB Annual Report 2017         

 
図 3-4 EECS における GO 発行量の各国の占める割合 

 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2017        

 
図 3-5 EECS における GO 償却量の各国の占める割合 
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図 3-6 は、AIB 各国の再エネの発電量に対する GO の発行量の割合を示している。キプ

ロス、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、オランダ、スペイン、アイスランド、ス

イスで需要家に対する電源開示のために GO を利用している割合が高いことがわかる。 

 
(出典) AIB Annual Report 2017 

図 3-6 AIB 加盟国の再エネ発電量に占める GO 発行量の割合 
 
（３）残余ミックスと European Attribute Mix（EAM） 

前述したとおり、2009 年の EU 改正電力市場指令によって、発電事業者は、需要家に対し

て電力の「属性情報」（石炭、太陽光、風力等）を開示することが求められている。しかし

ながら、現状では、消費されている全ての電気について、その属性が GO によってトラッキ

ングされていないため、トラッキングされていない電気の電源構成を示す「残余ミックス」

がなければ、トラッキングされている電気の属性のダブル主張が生じかねず、トラッキング

システムそのものの信頼性が損なわれることとなる 6。 

 
（出典）Reliable Disclosure in Europe: Status, Improvements and Perspectives,  

Final Report from the project RE-DISS II, November 2015 
 

図 3-7 残余ミックスのイメージ 

                                                        
6 全電源がトラッキングされていれば、「残余ミックス」は不要な概念である。現状ではオ

ーストリアがそれに該当するため、2017 年の EAM 算出から外れている。スイスは規制上

は全電源開示が決まっているが、運用上、未だ残余ミックスの算出が行われている。 
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一方、電力や GO が国際的に取引されている現状において、国内の残余ミックスにおける

属性の量はトラッキングされていない消費電力の量と一致しない 7。前者が後者より大きけ

れば、その余剰分の属性が European Attribute Mix （以下 EAM）にプールされる 8。こうし

て欧州全域の余剰属性を集めたものが EAM となる。その上で、属性が不足している国、す

なわち国内のプレリミナリー残余ミックスにおける属性の量がトラッキングされていない

消費電力量より少ない国に対しては、EAM の余剰属性が、EAM 全体の電源構成を反映した

形で配分される。こうして各国の最終的な残余ミックスが算出される。 
 
 

 
（出典）RE-DSS プロジェクト公開情報を基にみずほ情報総研作成 

 
図 3-8 欧州における残余ミックス算出の流れ 

 
このように各国の最終的な残余ミックスを算出するにあたり用いられる共通のパラメー

ターである EAM は、AIB が EU 指令対象国のデータを収集することで毎年算出している 9 
 

  

                                                        
7 EAM による調整のされていない各国の残余ミックスは“プレリミナリー残余ミックス”

と呼ばれる。 
8 EAM にプールされる属性は、余剰を出した国のプレリミナリー残余ミックスの電源構成

が反映される。 
9 各国による残余ミックスの算出には、電源開示のタイミング、電源開示に用いられる

GO の発電年との関係など、様々なルールが適用されているのが実状である。このような

状況の中、AIB が欧州レベルで単一の方法により算出された各国の残余ミックスを EAM
というパラメーターを用いることで示している。よって AIB が算出した EAM や各国の残

余ミックスを全ての国が受け入れているのではない。 
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図 3-9 の左部分のグラフは、各国の属性の余剰と不足の状況を示している。青枠で示さ

れているのが余剰属性であり、これが EAM にプールされ、EAM の電源構成が決まると、

属性が不足している国に、EAM にプールされた属性がその電源構成を反映する形で配分さ

れることを示したのが、左グラフの赤枠部分である。 
 

 
 
 
 
 

(出典) The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation, RE-DISS II を基にみずほ情報総研作成 

図 3-9 各国の属性の不足量／余剰量（左）及び属性不足国／余剰国と EAM との関係性 
 
表 3-1 は、2017 年に算出された EAM を示しており 10、図 3-10 はこの EAM を用いて算

定された各国の最終的な残余ミックスを示す。 
 

表 3-1  2017 年 EAM 

電源構成 再エネ 
合計 

不特定 
再エネ 

太陽光 風力 水力・ 
潮力 

地熱 バイオ 
マス 

原子力 
合計 

EAM 7.87％ 0.18% 0.66% 2.38% 3.00% 0.55 1.59% 30.56% 
 

電源構成 火力合計 不特定 
火力 

褐炭 無煙炭 ガス 石油 

EAM 61.57% 2.61% 19.17% 14.59% 24.50% 0.70 
 

環境指標 CO2 排出量

(gCO2/kWh) 
LCA 

CO2 排出量

(gCO2/kWh) 

GWP 排出量 
(gCO2/kWh) 

LCA 
GWP 排出量 
(gCO2/kWh) 

放射性廃棄物 
(mgRW/kWh) 

EAM 503.92 539.67 507.28 580.97 0.92 
（出典）European Residual Mix 2017, AIB を基にみずほ情報総研作成 

 

                                                        
10 EAM は、余剰属性の電源構成のみではなく、CO2 排出量や放射性廃棄物量といった環

境指標も公表している。 

EAM （各国の余剰属性をプール) 
 

A 国 
（余剰属性） 
 

 

 

D 国 
（不足属性） 

B 国 
（余剰属性） 
 

 

 

C 国 
（余剰属性） 
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（出典）European Residual Mixes 2017, AIB 
図 3-10 各国の最終残余ミックス（2018 年） 

（５）GO 価格の動向 
GO 取引の動向についてまとめた報告書によると、GO の約 7 割は再エネ価値の主張のた

めに需要家に購入されており 11、どのような GO を求めるかという需要家の指向は多様化

している。GO の価格のみを重視する需要家もいれば、電源種だけでなく運転期間の年数や、

追加性の観点から特定地域の新しい発電所を好む需要家もいる。また取引形態も、卸取引に

おいては、中小規模の発電事業者の GO を束ねるポートフォリオ管理会社、ブローカー、商

社、小売電気事業者といったプレーヤーに加え、需要家である大企業や公共機関が発電者か

ら直接調達するケースもある。最終消費者市場の消費者である企業や家庭は、小売電気事業

者からグリーン電気料金メニューなどに含まれる形で GO の価値を受け取ることになる。 
GO の卸価格は、取引所における参照価格のようなものはなく 12、その時期や種類により

異なるが、現在では平均 1.7EUR/MWh 程度と見られる 13。2016 年 10 月～2017 年 10 月のノ

ルウェーの大型水力発電の GO 価格は 0.26EUR/MWh、オランダの風力発電の GO 価格は

3EUR/MWh であり、これらはノルウェーとオランダの卸電力価格のそれぞれ 1％以下、8％
以下に相当するレベルであったとする報告もある 14。一方、最終消費者に対する価格として

は、再エネという以外に指定のない GO 価格が 2EUR/MWh 程度でという報告もある 15。  
                                                        
11 Osloeconomics, “Analysis of the trade in Guarantees of Origin”, 2018 年 1 月 
12 上記報告書によると、GO 取引所設立の試みはあるものの、取引費用に比べて GO 価格

が安いため不成功に終わっている 
13 AIB 事務局へのヒアリングによる（2019 年 1 月） 
14 Osloeconomics, “Analysis of the trade in Guarantees of Origin”, 2018 年 1 月 
15 同上 
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3.2. I-REC 
International Renewable Energy Certificate: I-REC とは、非営利組織である The I-REC Standard

が提供する「ルールブック群及びそれに基づく電子的なトラッキングシステム」により認

証・発行される再エネ電力証書のことである。上記 GO と同様に、1MWh ごとに再エネ電力

が発電され、それと同等の再エネ電力価値が生み出されたことを証明する手段として利用

される。小売電気事業者や電力の需要家が I-REC を購入することで、当該電力量分だけ、再

エネ電力を調達・消費したと主張することが可能となる。 
I-REC は独自の再エネ電力証書やトラッキングシステムが存在しない国・地域において、

再エネ電力証書を発行するためのトラッキングシステムとして採用されており、2019 年 2
月時点で 19 ヶ国において採用されている (スペインにおいて I-REC が採用されたことがあ

ったが、上記 GO の発展に伴い、現在では採用されておらず、上記の国数には含まれていな

い)。I-REC の特徴は大きく以下の 3 つ。 
① 米国や欧州以外の、信頼性・透明性の高いトラキングシステム・再エネ電力証書が存

在しない国・地域における証書発行を行う。これらの地域では、各国の政府の協力を

得て I-REC の導入を実現する。 
 当該国・地域の法制度・商慣習を踏襲するため、国・地域の政府や専門家等と共

同で I-REC を導入する。 
 特に中国、東南アジア、中南米地域における I-REC の導入・認証が進んでいる。 

② The I-REC Standard が母体となり、各国・各地域における I-REC 発行主体を認定する。 
 各国・各地域には、政府等にオーソライズされた単一の I-REC 発行主体が設置

される。 
③ The I-REC Standard 及び I-REC 発行主体は企業活動を行わない。 

 再エネ電力の売買や発電事業者と需要家のマッチング等は実施しない。 
 I-REC の購入は、発電事業者や仲介事業者を通じて行う。 

I-REC を発行するためには、発電事業者自らが I-REC registry (登録簿システム) 上で口座

を開設したうえで、①設備認定と②電力量認定、2 段階の認定が必要となる。 
①設備認定においては、例えば当該地域における I-REC 発行主体が現地を訪れたり、ISO

等に基づく審査を実施したりすることはなく、当該地域における送配電事業者や系統運用

者 (Transmission System Operator: TSO, Independent System Operator: ISO 等) が把握・管理し

ている発電設備の情報や、Google map の衛星写真等により当該設備が実在することを確認

する。②電力量認定においては、送配電事業者や系統運用者が収集した、任意の期間におけ

る発電量データに基づき認定が行われる。このとき、電力量を計測する計量器について、I-
REC のルールにおける指定・制約等はなく、当該地域の電力取引における商慣行や業界標

準等に基づく計量器が利用されていればよい。いずれにせよ、発電事業者以外の第三者が確

認した発電量を、発電事業者自身が I-REC registry に登録することで I-REC が電子的に発行

される。 
小売電気事業者や電力の需要家が I-REC を購入するためには、発電事業者と同様に I-REC 

registry 上で口座を開設する必要がある。I-REC の取引・移転と償却も、発行と同様に I-REC 
registry 上で電子的に行われる。I-REC 発行主体の認定から実際の取引までのプロセス概要

を図 3-11 に示す。 
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(出典) みずほ情報総研作成 

図 3-11 I-REC 発行主体の認定から実際の取引までのプロセス概要 
 
図 3-12 では、2018 年 6 月時点で I-REC registry に登録されている、発電所の数 (累積) の

推移を国・地域別に示す。ブラジル、中国、ベトナム等において、I-REC registry への登録発

電所数が急速に増えている。 
 

 
(出典) “Market Statistics June 2018” (The I-REC Standard) よりみずほ情報総研作成 

 
図 3-12 I-REC registry に登録されている国・地域別発電所数 (累積) の推移 
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図 3-13 では、2018 年 6 月時点で I-REC registry に登録されている、発電所の電源種別合

計設備容量を示す。世界全体で約 10GW の発電所が I-REC registry に登録されており、その

うちの半分以上が水力発電である。次いで、風力発電、太陽光発電がそれぞれ 3 割弱、1 割

弱のシェアを占めている。 

 
(出典) “Market Statistics June 2018” (The I-REC Standard) よりみずほ情報総研作成 

 

図 3-13 I-REC registry に登録されている発電所の電源種別合計設備容量 
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図 3-14 では、2018 年 6 月時点で I-REC registry に登録されている、発電所の電源種別設

備容量を国・地域別に示す。国・地域によって登録されている電源種別の内訳は異なり、ブ

ラジルやコロンビアでは、水力発電が多くのシェアを占める。中国では風力発電が大部分を

占め、太陽光発電がそれに続く。また、登録設備容量別で見ると、中国の太陽光発電が最も

大きい。 

 
(出典) “Market Statistics June 2018” (The I-REC Standard) よりみずほ情報総研作成 

 
図 3-14 I-REC registry に登録されている発電所の電源種別・国・地域別設備容量 

 
現時点では、I-REC は再エネ設備のみをトラッキングしているが、技術的には火力電源に

ついてもトラッキングを実施することが可能である。しかしながら、I-REC はボランタリー

ベースの仕組みであり、火力電源の I-REC に対するニーズがないことから、再エネ設備の

みのトラッキングを実施している。なお、残余ミックス排出係数の算定に際しては、各国が

公表している統計データ等から化石電源の発電量及び排出量を参照している。 
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3.3. RECs16 
3.3.1. RECs の概要 
 RECs（Renewable Energy Certificate）は、米国における再生可能エネルギー由来の電力に

付随すると考えられる環境面・社会面、その他電力エネルギーを除く属性の所有権を主張す

るための証明（証書）である。RECs は再エネ発電設備からの電力が電力網に 1MWh 流れる

ごとに発行され、その電力網に存在するトラッキングシステムに登録される。RECs には以

下のような属性情報が記載されている。 
（登録される属性情報の例） 

 トラッキングシステム ID 
 発電に使われた再エネ発電の種類 
 発電場所 
 当該発電プロジェクトの発電容量 
 プロジェクト名 
 発電設備の建設日時 
 REC 固有の ID 

 
 このような RECs の仕組みができた背景には、米国において電力の自由化が進む中で、電

力需要家や電力サプライヤーが再生可能エネルギー由来の電力を使っていることを主張し

たいという声や一定程度の再生可能エネルギーの利用を義務化するといった政策目的（RPS
制度など）に利用したいという声があった。しかし、電力網から電力を利用している限りそ

の電力がどのような発電手法によって発電されたかといった電源の特定（トラッキング）が

不可能であったため、トラッキングシステムと RECs による再エネ利用の主張ができるよう

に仕組みが整備されてきた。特に多くのトラッキングシステムにおいては、RPS の達成のモ

ニタリングのために整備されてきており、図 3-15 に示すように、米国全体で 10 程度のト

ラッキングシステムが併存している状況にある。これら 10 程度のトラッキングシステムを

用いて、電力サプライヤーや需要家が RECs を取引している。 

                                                        
16 RECs やトラッキングシステムに関する出典は以下の EPA の WEB サイトなど。 
https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-certificates-recs 
https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-tracking-systems 
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(出典) Center for Resource Institute : 

 https://resource-solutions.org/wp-content/uploads/2018/02/Tracking-System-Map.pdf 
図 3-15 北アメリカ地域のトラッキングシステム 

 
 
3.3.2. 米国のトラッキングシステム（WREGIS17の例） 
 米国には 10 程度の再エネ電力のトラッキングシステムが併存しており、それぞれが政策

目的を持って運用されているが、再エネ電力を RECs の移転や償却でトラッキングしている

という点は共通している。以下では、米国に 10 程度存在する再エネ電力のトラッキングシ

ステムのうち、米国西部で広域に展開しているトラッキングシステムである WREGIS
（Western Renewable Energy Generation Information Service）を紹介する。 
 WREGIS は、2007 年にカリフォルニア州エネルギー委員会と西部州知事連合の共同で開

発された。運営の予算は、当初はカリフォルニア州エネルギー委員会が運営費を担っていた

が、現在はユーザーの手数料によって賄われている。WREGIS の主な目的は、カリフォルニ

ア州や、その他の米国西部の州の RPS 制度の達成のモニタリングであり、各州の制度に深

くかかわっている。例えばカリフォルニア州の RPS 制度で、再エネとして制度の対象とな

る発電設備は、①米国西部のグリッドのバランシング対象となる地域に存在していること、

                                                        
17 WREGIS に関する出典は、カリフォルニア州エネルギー委員会へのヒアリングとその際

の説明資料 “California’s Renewables Portfolio Standard (RPS) and Western Renewable Energy 
Generation Information Service (WREGIS) Overview” November 7 2018 による。 
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②西部地域のトラッキングシステム WREGIS に登録していること、③発電データを計測し

ていることの 3 つの要件があり、WREGIS に登録していることは RPS 制度上不可欠な要素

となっている。現在 WREGIS には 5200 以上の発電事業者が登録され、口座保有者は 800 社

以上になっている。 
 WREGIS では、登録された発電事業者が所定の手続きによって計測された発電データを

WREGIS に報告し、1MWh 当たりの固有のシリアルナンバーが付加された RECs が発行さ

れ、その移転や償却が WREGIS 上で行われる。 
 WREGIS に登録された RECs は、RECs を使いたい事業者が償却することで完了する。電

力サプライヤーが RPS 用途に償却する場合は、電力サプライヤーのサブアカウントである

アクティブアカウントにある RECs を償却アカウントに移転することで RECs の調達宣言と

なり、これを WREGIS 上で報告することで自動的に州の RPS 目標の達成のために報告され

る。 
 WREGIS の不正防止の手段としては、RPS に使える発電設備は登録の際に確認されるが、

その後の発電プロジェクトの実施期間にわたってスポットチェックと監査を随時実施して

いる。例えば、登録された発電容量に照らして妥当な発電量になっているかといった確認は

自動的に行われる。また、口座保有者はすべての入力した情報は完全かつ正確であることを

証明しなければならない上に、WREGIS の管理者は、不正確な情報を見つけた時は変更す

ることや強制的に償却できる権限を持っている。さらに、WREGIS の利用ルールを破る口

座保有者がいた場合は、口座の凍結や廃止をする可能性も有り、内容によっては訴追も行う。 
 REGIS の利用料は、運用のコストをカバーするように設定されているが、利用を阻害し

ないよう、できるだけ安く設定している。利用料は年間の使用料とトランザクションごとの

コストから構成されており、発電者は 30kW 以下の設備保有者は年間 50 ドル、30kW-1MW
の設備保有者は年間 75 ドル、1MW-10MW の設備保有者は年間 100 ドルで、トランザクシ

ョンの費用は不要である。それ以上の設備保有者や電力小売、その他口座利用者は年間 125
ドルと、REC の 1 単位（1MWh）の取引ごとに 0.5 セントの費用を支払う必要がある。 
 以上のとおり、基本的に WREGIS は、各州の RPS 制度のために整備されたものになって

おり、他のトラッキングシステムも同様の状況にあると思われる。一方で、需要家も自社の

目標達成や RE100 への報告のために、口座を各トラッキングシステムに登録し、RECs の取

得や償却を行っている。このような需要家のための RECs の取引は、RPS などの制度に対応

するためのコンプライアンス市場での取引に対して、ボランタリー市場での取引と呼ばれ

ている。カリフォルニア州エネルギー委員会へのヒアリングによると、RECs のボランタリ

ー市場での取引について、WREGIS としての認識は、推奨も反対もしない立場であるとの

ことである。RPS のように、全ての事業者に再エネ率の目標が課せられるものに比べると影

響力は小さいという認識のようである。 
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3.4. Green-e18 
 Green-e は、再エネ電力量を認証する「Green-e エナジー」、カーボンオフセットのための

CO2 削減量を認証する「Green-e クライメイト」、再エネを利用して作った製品を認定する

「Green-e マーケットプレイス」の３種類があり、この内「Green-e エナジー」は、ボランタ

リー市場における RECs の取引において、RECs の質の高さを証明するための民間の認証制

度である。「Green-e エナジー」の認証には、追加性の確認が可能であるか、発電量が適切に

報告されているかといった審査があるため、認証のない RECs よりも質が高いと評価されて

いる。Green-e に関しては、「平成 29 年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証

制度の実施委託費（国内における環境価値取引市場の動向調査）報告書」においても概要が

まとめられているため、本項では Green-e の運営を担う Center for Resource Solutions（以下

CRS）へのヒアリング結果を中心に、Green-e エナジーの近年の動向や認証プロセス、RECs
やトラッキングシステムとの関係性等についてまとめる。 
 
3.4.1. Green-e エナジーの近年の動向 
 Green-e は、1997 年に CRS の設立と同時に始まった民間の認証制度である。当時は、米

国内で電力自由化が開始された時期であり、需要家として効果的な再エネ利用の主張につ

いて、全く整理されていなかった。Green-e エナジーの認証は、発電者側と需要家側の双方

が質の高い再エネというアピールをできるようにすることを目的としてはじまった。最近 5
年くらいで RE100 等のイニシアティブの登場もあり需要家の意識が大きく変化しているこ

とや、PPA・VPPA 等の新しい契約形態が登場したこともなどもあり急激に Green-e の認証

が増加している。2012 年の発行は 2000 万 MWh 程度であったが、2017 年には 7000 万 MWh
になっている。 
 Green-e エナジーの認証付の RECs を需要家が評価する点として、評判等のリスク回避や

意識の高い顧客の獲得・維持といった効果につながっていることが挙げられる。Green-e の

認証のついていない RECs は、需要家の求める再エネの水準であるかという点が担保できな

いため、需要家の求める基準に合致した Green-e 認証済みの RECs が購入される傾向にある。 
 
 

  

                                                        
18 Green-e に関する情報の出典は、CRS へのヒアリングや以下の Green-e WEB サイト。 
https://www.green-e.org/ 
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(出典) Center for Resource Institute : https://resource-solutions.org/g2017/       

図 3-16 販売先別の Green-e エナジー認証の発行量 
 
 
3.4.2. Green-e エナジーの認証プロセスとトラッキングシステムとの関係 
 Green-e エナジーの認証プロセスは、年間発電量に関する審査とマーケットコンプライア

ンスの審査の 2 種類の審査がある。年間発電量の審査は、認証基準に沿った発電がおこなわ

れているか、といった観点で、発電量や地域への影響、バイオマスについては燃料について

の詳細等を書類で受付け、CRS と第三者機関（コンサルティング会社・監査法人）が数か月

にわたって審査する。この年間発電量の審査に合格すれば Green-e 認証の REC としてトラ

ッキングシステム上に登録される。なお、Green-e エナジーの対象となる発電は、送電網に

流している電力のみであり、屋根置きの太陽光発電システム等のオフグリッドの再エネ発

電の自家消費分を認証することはできない。ただし、製品認証である Green-e マーケットプ

レイスの認証では、自家消費分も含めて再エネによる製品製造として認めている。また、カ

ーボンオフセットのための Green-e クライメイトの認証においても再エネプロジェクトの

認証が可能であるが、Green-e エナジーとの互換性はない。 
 トラッキングシステム上に登録された後に、マーケットコンプライアンスの審査として、

必要な情報公開が継続的に行われているかといった審査を随時実施している。これにより

需要家は使用している再エネ電力の正しい情報をいつでも得ることが出来るようになって

いる。需要家の求める再エネの基準は、需要家自身の基準に依るため、Green-e エナジーの

認証がそのまま求めるものではない可能性がある。しかし、情報開示が行われていることで、

企業への販売 家庭への販売 卸売への販売 
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需要家の基準に合致したものを確認可能になる 
 Green-e エナジーの認証付の RECs の償却は、トラッキングシステム上で行われるため、

CRS は償却には関与しない。Green-e エナジーの登録費用は、トラッキングシステムの利用

料に上乗せする形で支払うことが必要である。そのため利用するトラッキングシステムに

よって異なる。高い地域でトラッキングシステムの利用料とあわせて１MWh の取引あたり

10 セント程度必要となる。トラッキングシステムは各州や地域が RPS 等の政策目的対応の

ために作ったものであり、全米で 10 程度のトラッキングシステムが併存している。CRS が

海外でトラッキングシステム導入を支援する場合、各国で 1 つのトラッキングシステムを

採用することを推奨している（シンガポール・台湾・メキシコなど）。RECs についても、

RPS に対応するためのコンプライアンスの RECs と企業が主張するボランタリーな REC は

基本的には競合しない。米国全体で取引されるボランタリー市場でのアンバンドルド RECs
の 96％は Green-e の認証付であり、電力と付随した RECs でも 60％は認証付になっている。 
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4. 国内制度等の動向の整理 
4.1. Ｊ－クレジット制度 
(1)  概要 
Ｊ－クレジット制度は、省エネ・再エネ設備の導入、森林整備等による温室効果ガスの排

出削減量・吸収量をクレジットとして認証する制度であり、経済産業省・環境省・農林水産

省が運営している。本制度により、事業者等の省エネ・再エネ設備導入等を促進するととも

に、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指して

いる。Ｊ－クレジット全体の認証量は 127 万 t-CO2（2018 年度認証実績）、そのうち再エネ

由来Ｊ－クレジットは 65 万 t-CO2、120 万 MWh 相当（2018 年度認証実績）である。 
Ｊ－クレジットは、オフセットクレジットであるため、省エネ由来Ｊ－クレジットや森林

由来Ｊ－クレジットはスコープ２ガイダンスでは使用できない。一方、再エネ由来Ｊ－クレ

ジットは再エネ証書として必要な情報を兼ね備えているため、オフセットクレジットであ

りながら、再エネ証書と同様に使用可能である 19。 
 

 
（出典）Ｊ－クレジット制度ホームページ 

図 4-1 Ｊ－クレジット制度のスキームのイメージ 
  

                                                        
19 Ｊ－クレジット制度運営業務を受託しているみずほ情報総研が GHG プロトコルに確

認。 
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表 4-1 Ｊ－クレジット制度の概要 

項目 説明 

制度運営者 経済産業省、環境省、農林水産省 

目的 事業者等が行う省エネ・再エネ設備の導入や森林整備等を促進し、クレジット売

買と活用による国内の資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指す 

対象 省エネ・再エネ設備の導入、森林整備等による温室効果ガスの排出削減量や吸収

量 

認証方法 温室効果ガスの排出削減活動や吸収に係る森林経営活動等の計画を登録する。そ

の上で実際に登録計画に基づいた活動を実施し、排出削減量や吸収量の算定後、

クレジットを認証。登録時、認証時には審査機関による妥当性確認・検証を必要

とし、有識者による審議を経て、国が登録・認証を行う。 

主な 
認証要件 

追加性が必要（投資回収年数３年以上） 
登録申請日の２年前以降に排出削減活動を実施（設備導入等）しているものに限

り、計画登録可。（吸収に係る森林経営活動等は本要件対象外） 

認証量等 Ｊ－クレジット全体では、127 万 t-CO2（2018 年度認証実績） 
うち、再エネ由来Ｊ－クレジットは 65 万 t-CO2、120 万 MWh 相当（2018 年度認

証実績）。 

二重発行の 
防止 

他の類似制度（グリーン電力証書等）との二重登録がないことや制度内の他の登

録計画との二重登録がない事を、制度事務局で確認。 

トラッキン

グ 
クレジット 1t-CO2 ごとにシリアル番号で管理しており、登録簿システムにより、

トラッキング可能 

取引方法 相対取引で自由に取引可能。各自がクレジット登録簿システムにアクセスし、ク

レジットを移転可能。 

取引対象者 特に制限なし（誰でも取引可） 

活用先 温対法における排出係数（電気事業者）及び排出量（電気事業者以外）の調整、

低炭素社会実行計画での目標達成、カーボンオフセット、再エネ由来 J-クレジッ

トについては、CDP 質問書への報告等 

環境価値の 
有効期限 

なし 

(出典) Ｊ－クレジット制度ホームページよりみずほ情報総研作成 
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(2)  2018 年度の動向 
 2018 年 9 月に再エネ発電由来のＪ－クレジットが RE100 に利用できることがＪ－クレジ

ット制度ホームページで公表された。 

 
(出典) Ｊ－クレジット制度ホームページより 

図 4-2 Ｊ－クレジット制度ホームページにおける告知内容 
 
また、CDP や SBT にも再エネ発電由来のＪ－クレジットが利用可能であることは 2017 年

に公表されており、再エネ発電由来のＪ－クレジットは主な国際的気候変動イニシアティ

ブである CDP、SBT、RE100 の全てに活用可能となった。 
 
 
なお、プロジェクトの登録件数は累計 772 件、うち 2018 年度は 82 件、クレジットの認証

回数は累計 642 件、うち 2018 年度は 174 件であった。 
 

 
(出典) Ｊ－クレジット制度事務局提供資料 

図 4-3 プロジェクト登録件数とクレジット認証回数の推移 
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また、2030 年度までのクレジット認証見込量は累計 1,063 万 t-CO2、うち 2018 年度は 236
万 t-CO2、クレジット認証量は累計 471 万 t-CO2、うち 2018 年度は 128 万 t-CO2 であった。 

 
(出典) Ｊ－クレジット制度事務局提供資料 

図 4-4 クレジット認証見込量と認証量 
 
また、Ｊ－クレジット制度事務局ではＪ－クレジットの入札販売を実施しており、落札価格

の平均値は再エネＪ－クレジット、省エネＪ－クレジットともに上昇傾向にある。 

 
(出典) Ｊ－クレジット制度事務局提供資料   

図 4-5 Ｊ－クレジット制度事務局による入札販売結果 
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4.2. グリーン電力証書 
(1)  概要 
グリーンエネルギー証書は、再生可能エネルギーによって発電された電気や熱の電気自

体や熱自体とは切り離された価値「グリーンエネルギー付加価値」を「グリーンエネルギー

証書」という形で具体化することで、企業などが自主的な省エネルギー・環境対策のひとつ

として利用できる仕組みであり、一般財団法人日本品質保証機構が運営している。本仕組み

により、グリーンエネルギーの普及拡大による地球環境の保全ならびに国民経済の健全な

発展と国民生活の安定に寄与することを目的としている。グリーン電力証書の 2018 年度の

認証実績は 31.1 万 MWh である。 
 

 
(出典) 一般財団法人日本品質保証機構提供資料 

図 4-6 グリーン電力証書のスキームのイメージ 
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表 4-2 グリーンエネルギー証書の概要 

項目 説明 

運営者 一般財団法人日本品質保証機構 

目的 グリーンエネルギーの普及拡大による地球環境の保全ならびに国民経済の健全

な発展と国民生活の安定に寄与すること 

対象 発電方式や、追加性等の基準を充たした設備によって創出されるグリーン電力及

びグリーン熱 

認証方法 有識者委員会の意を求め、運営者が発電設備を認定。認定された設備の発電電力

量を運営者が認証し、証明書を交付。 

主な認証要

件 
追加性が必要（グリーン電力の取引が「建設時の主要な投資判断の要素」、「グリ

ーン電力の維持に貢献」、「当該設備以外のグリーン電力の普及に貢献」のいずれ

か） 

認証量等 31.1 万 MWh（2018 年度認証実績） 

二重発行の

防止 
他制度との二重発行がないことは、運営者において確認。 

トラッキン

グ 
シリアルナンバーを付して管理。証書の創出者及び保有者をホームページで公

表。 

取引方法 相対取引で自由に取引可能。ただし証書の移転は運営者に届け出る必要あり。ま

た、最終所有者からの転売は不可。 

取引対象者 特に制限なし（誰でも取引可） 

活用先 温対法における排出係数（電気事業者※）及び排出量（電気事業者以外）の調整、

低炭素社会実行計画での目標達成、CDP 質問書への報告等 
※電気事業者の排出係数調整は、所内消費分のみ調整可（他者への供給分は二重

利用回避の観点から使用不可）。 
※温対法においては、グリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証を受ける

必要がある。 

環境価値の

利用期限 
なし 

(出典) 一般財団法人日本品質保証機構ホームページ「グリーンエネルギー認証」よりみずほ情報総研作成 
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(2)  2018 年度の動向 
 
2018 年度は認証量 31.1 万 MWh であった。図 4-7 に 2018 年 3 月末までの認証量と認証件

数の推移を示す。 
 

 
(出典) 一般財団法人日本品質保証機構提供資料 

 
図 4-7 グリーン電力証書の認証件数と認証量の推移 
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4.3. 非化石価値取引市場 
(1)  概要 
非化石価値取引市場とは、国内の非化石電源 (再エネ、原子力等) が持つ非化石価値 (排

出係数がゼロの価値等) を非化石証書として顕在化し、取引を可能とするものである。非化

石証書には、大きく分けて FIT 電源に由来する FIT 非化石証書と、大型水力や原子力等の

非 FIT 電源に由来する非 FIT 非化石証書の 2 種類がある。FIT 非化石証書については 2018
年 5 月より取引が開始されており、非 FIT 非化石証書については 2020 年 5 月取引開始を目

指して、現在制度設計が議論されている。表 4-3 では、FIT 非化石証書を中心に、その概要

をまとめる。 
 

表 4-3 非化石証書の概要 

項目 説明 

制度運営者 資源エネルギー庁 

目的 非化石電源の非化石価値を顕在化し証書として取引を可能とすることで、小売電気

事業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとともに、需要家にとっての選択

肢を拡大しつつ、FIT 制度による国民負担の軽減を図る。 

対象 FIT 制度上の認定を受けた電源から発電された電気を対象として開始 
※すべての非化石電源を一律に証書発行の対象とする取扱いについては、認定手段

や発電事業者のシステム対応等の取引の環境整備とともに検討中。 

認証方法 FIT 制度上の費用負担調整機関が、高度化法の告示に基づき電力量を認定してい

る。 

主な認証要

件 
FIT 制度上の認定を受けた電源から発電された電気であること。 

認証量等 初回オークションの供出量は約 5300 万 MWh（2017 年 4 月から 12 月に発電された

FIT 電気に相当するもの） 

二重発行の

防止 
FIT 制度の仕組み上、費用負担調整機関が FIT 電気総量を管理しており、二重発行

は発生しない。 

トラッキン

グ 
政府において、非化石証書の対象となる FIT 電気の属性をトラッキングし、非化石

証書に付与する実証事業を実施中。 

取引方法 費用負担調整機関が FIT 電気の買取量（kWh、MWh 等）に相当する非化石証書を

日本卸電力取引所経由で小売電気事業者に売却。 

取引対象者 小売事業ライセンスを有する者（原則として小売電気事業者）に限定 

活用先 小売電気事業者によるエネルギー供給構造高度化法の目標達成、温対法に基づく電

気事業者の排出係数の引き下げ、CDP 質問書への報告等 

環境価値の

利用期限 
年度単位で設定（翌年度には口座残高は持ち越すことはできず、償却時に残高がゼ

ロになる） 
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(2)  2018 年度の動向 

1)  非 FIT 非化石証書 
非 FIT 非化石証書については、発電事業者が、第三者機関に発電電力量を報告の上、認定

を受けることで、日本卸電力取引所におけるシステム上の口座に当該電力量分の非 FIT 非

化石証書が発行される仕組みとなる予定。詳細な制度設計については、現在、国の審議会に

おいて検討中である。 

 
(出典) 第 25 回制度検討作業部会よりみずほ情報総研作成 

図 4-8 非 FIT 非化石証書の認定プロセス 
 
電気事業法に定める家庭用太陽光等の発電事業者に該当しない者が保有する家庭用太陽

光等の小規模な卒 FIT 電源については、当該再エネ電力を買い取っている小売電気事業者

等が「アグリゲート」し証書化することとなる見込みである。 

 
(出典) 第 25 回制度検討作業部会資料 

図 4-9 小規模な卒 FIT 電源における認定プロセス 
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発行された非 FIT 非化石証書は、①小売電気事業者との相対取引、②非化石価値取引市場

における市場取引、いずれかの方法により取引が可能となる予定である。 
 

 
(出典) 第 25 回制度検討作業部会資料 

図 4-10 非 FIT 非化石証書の取引スキーム 
 
非 FIT 非化石証書には、①再エネ指定、②再エネ指定無し、2 種類の商品が設計・販売さ

れる予定である。したがって、非化石証書全体では、3 種類の商品が設計・販売されること

となる。 
 

表 4-4 非化石証書の種類 

 
再エネ指定 再エネ指定無し 

FIT 非化石証書 非 FIT 非化石証書 非 FIT 非化石証書 

対象電源 

FIT 電源 

(太陽光、風力、地熱、 

水力、バイオマス) 

非 FIT 再エネ電源 

(大型水力、 

卒 FIT 電源等) 

非 FIT 非化石電源 

(大型水力、卒 FIT 電

源、原子力等) 

取引方法 市場取引 相対取引、市場取引 相対取引、市場取引 

売手 費用負担調整機関 発電事業者 発電事業者 

買手 小売電気事業者 小売電気事業者 小売電気事業者 
(出典) 第 25 回制度検討作業部会資料よりみずほ情報総研作成 

 
2)  トラッキング付非化石証書 
 2019 年 2 月に、非化石証書の対象となる FIT 電気の属性をトラッキングし、非化石証

書に付与する実証実験が実施された。当該非化石証書を組み合わせた電気を小売電気事

業者が販売し、需要家が購入した場合には、RE100 の取組にも活用することが可能とな

る。 
 なお、この実証実験の結果を踏まえ、2019 年度も継続してトラッキング付き非化石証

書の販売が実施される予定である。  
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5. 技術動向の整理 
5.1. 電力事業におけるブロックチェーン技術の活用動向 
近年、ブロックチェーン技術を用いて電力のトレーサビリティを確保する試みがなされ

ている。本章では、それらの動向を調査し、有効性を検討する。 
 ブロックチェーンは「分散台帳技術」とも呼ばれ、様々な取引に関するデータベース、す

なわち台帳情報を共通化して、個々のシステム内に同一の台帳情報を保有するという考え

方を実現する技術である 20。もともとビットコイン等の暗号通貨を実現させるために生ま

れた技術であるが、今日では金融分野以外のみならず、取引データの信頼性・信用が根幹を

担う分野に利用が拡大しており、電力分野もその例外でない。電力分野では、特にバリュー

チェーンの下流である配電・小売部門との親和性が高く、今後太陽光を始めとする分散型エ

ネルギー（Distributed Energy Resources、以下 DER）が社会に普及していく中で、ブロック

チェーン技術を活用した新たなイノベーションが生まれる可能性が高まっていると見られ

る。 
 DER 社会におけるブロックチェーン技術の活用について、3 段階に分けて整理が可能で

ある 21。第 1 段階は、DER がまだあまり普及しておらず、全ての需要家が小売電気事業者

を介して発電所や卸電力取引市場からの電力を購入している段階である。この段階におい

ては、取引結果を事後に記録し、CO2 排出量情報などのデータを共有して利用する「電源ト

レーサビリティの記録」に使用することが考えられ、需要家は使用している電力が再生可能

エネルギー由来なのか、それ以外なのかを随時データとして確認することができる。 

 
（出典）並河昌平「分散型エネルギー社会におけるブロックチェーン技術」みずほ情報総研寄稿 

2019 年 2 月 25 日(一般社団法人日本太陽エネルギー学会「太陽エネルギー」Vol44 No.6 掲載) 

                                                        
20 資源エネルギー庁「平成 29 年度電力需給・系統等関連調査（AI・IoT 等の技術革新が系

統・発電・小売部門に与える影響と求められる新たなビジネスモデル等に関する調査）」 
21 並河昌平「分散型エネルギー社会におけるブロックチェーン技術」みずほ情報総研寄稿

2019年2月25日(一般社団法人日本太陽エネルギー学会「太陽エネルギー」Vol44 No.6掲載) 
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図 5-1 DER 普及率低でのブロックチェーン活用例 
第 2 段階は、DER 普及が中程度に進んだ時期で、DER を運用する需要家が増える。また、

需給調整市場が出現し、需要家もデマンドレスポンスとして送配電事業者が系統安定化の

ために必要とする調整力に寄与することが可能となる。需要家もデマンドレスポンスとし

て送配電事業者が系統安定化のため必要とする調整力に寄与することが可能となる。これ

らの取引は 1 件あたりの取引量が小さく、それらをアグリゲーターが取りまとめるが、需要

家とアグリゲーターの間での取引金額は少なく通常の決済方法では相対的に管理コストが

高くなることが課題となる。そこで、ブロックチェーン技術を活用し、「小口デマンドレス

ポンスの取引記録と直接決済」することが考えられる。 
ここでは、需要家において、デマンドレスポンスが実施されたことを記録し、その対価支

払を自動的にトークンで精算する。決済業務が自動化されることで、アグリゲーターにとっ

て手間のかかる管理コストが低減できる。また、ここでは「仲介事業者」としてアグリゲー

ターが考えられるが、電力市場の設計次第ではアグリゲーターを中抜きし、直接需要家（調

整力の提供者）と送配電事業者（調整力の利用者）のやりとりを可能にすることも考えられ

る。 

 
 

（出典）並河昌平「分散型エネルギー社会におけるブロックチェーン技術」みずほ情報総研寄稿 
2019 年 2 月 25 日(一般社団法人日本太陽エネルギー学会「太陽エネルギー」Vol44 No.6 掲載) 

図 5-2 DER 普及率中でのブロックチェーン活用例 
 
 
第 3 段階は、さらに DER 普及が進んだ時期で、需要家に DER が標準で設置され、自家消

費が電力活用の中心となる。そうなると DER からの余剰電力を配電網内の需要家同士や、

それら余剰電力が集う「DER 取引市場」で取引したほうが合理的になる可能性がある。こ

のような状況において、ブロックチェーン技術は、需要家がその他の需要家や DER 取引市

場と電力の取引内容を決定し、その決済をトークンで自動的に実施する「小口需要家におけ

る P2P（Peer to Peer）取引」に利用される。ここでも、小口取引のため、第 2 段階と同様、

小売電気事業者はトークンによる管理コストの低減メリットを享受できる可能性がある。 
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なお、P2P 取引には、プラットフォーム事業者として小売電気事業者を介した取引も考え

られるが、小売電気事業者（プラットフォーム事業者）なしで電力の提供者（DER 運用需

要家）と電力の利用者（需要家）が直接 P2P 取引を実現する可能性も考えられる。 
 

 
 

（出典）並河昌平「分散型エネルギー社会におけるブロックチェーン技術」みずほ情報総研寄稿 
2019 年 2 月 25 日(一般社団法人日本太陽エネルギー学会「太陽エネルギー」Vol44 No.6 掲載) 

図 5-3 DER 普及率高でのブロックチェーン活用例 
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5.2. 国内外の活用事例 
 前項において、分散型エネルギー社会の進展に応じたブロックチェーンの活用例を示し

たが、ブロックチェーン技術の活用は、「電力のトレーサビリティの確保」に留まらず、「小

口デマンドレスポンスの取引記録と直接決済」や「小口需要家における P2P（Peer to Peer）
取引」にも可能であり、国内外で 100 以上のユースケースが存在すると見られる。ブロック

チェーン技術を活用した新しいサービスの提供には、各国の電気事業に係る法制度や規制

をクリアしていくことが必要となり、こうしたユースケースの多くも概念設計・実験段階も

しくは実証段階にあるが、海外では実用段階に入ったものも数ケースあると見られる。本項

では、ブロックチェーン技術の活用に係る国内外の取組を取上げる。 
 
（１）海外事例 
① Lo3 Energy 社（米国） 

米国のエネルギー、クリーンテック、通貨システムに関する分散型ビジネスモデルの開発

やコンサルティングを手掛けるエネルギーベンチャーである。ニューヨーク州ブルックリ

ンで、ブロックチェーンを活用した電力取引基盤「Exergy」を用いて、太陽光発電を持つ家

庭が地域内で自由に電力取引（コミュニティ・マイクログリッド内での P2P 取引）を行える

サービスの実証を行い、世界的に注目を浴びている。このプロジェクトには 60 戸の供給者

と 500 戸の需要家が参加している。同社はテキサス州のエネルギー事業者 Direct Energy と、

同州で企業向けの電力取引基盤を 2018 年後半より提供するほか、欧州オーストラリアでも

共同プロジェクトを推進している 22。 
 
② Innogy 社（ドイツ） 
 電力系統から電気自動車へ充電する際の課金取引アプリ「Share&Charge」に対してブロッ

クチェーン技術を活用している。2016 年 6 月より実証実験を行い、2017 年 5 月からはドイ

ツの EV 用充電設備 100 箇所以上で「Share&Charge」の使用を開始している。 
 同社は、2015 年以降、ドイツのエッセンにて一般家庭と地元企業が参加する P2P プラッ

トフォームの実証事業を行い、ブロックチェーンを活用した取引の有効性の検証を進めて

きた。その後 P2P プラットフォーム事業立上げのため、2017 年 5 月、東京電力との共同出

資により、Conjoule（コンジュール社）を設立、電力の消費者とプロシューマー（太陽光発

電など）に対し、電力を直接取引するプラットフォームを構築し提供する 23。 
 
③ Energy Web Foundation （米国／オーストリア） 

米国のロッキーマウンテン研究所とオーストリアの Grid Singularity 社が設立した非営利

組織で、エネルギー分野でのブロックチェーン技術の活用の推進を目的に設立された。主な

活動領域は、ユースケースの分析・研究・評価と、エネルギー分野で使用可能なブロックチ

ェーンのオープンソースプラットフォームの開発である 24。2019 年 2 月時点で、東京電力、

中部電力のほか、Centrica（英）、Elia（ベルギー）、Engie（元 GDF スエズ）（仏）、Sempra Energy

                                                        
22 https://exergy.energy/  
23 https://innovationhub.innogy.com/ 
24 https://energyweb.org/what-we-do/ 

https://exergy.energy/
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（米）、Shell（蘭）、SP group（シンガポール）、Statoil（ノルウェー）、 STEDIN（蘭）、PTT
（タイ）、 TWL（独）、Innogy（独）、BLOCKCHAIN CAPITAL（米）、 AGL（濠）など 59 社

が参加している。 
 
（２）国内事例 
① みんな電力 25 
 2018 年 12 月、電源を指定して直接取引を可能とする、独自のブロックチェーン P2P 電力

取引システム「ENECTION2.0」の開発を完了したことを発表した。2018 年 9 月から、同社

と契約する発電事業者 4 社と需要家 4 社が参加したシステムの先行利用試験を実施した結

果、バランシンググループ内での発電量と需要量を 30 分ごとに個々にマッチングし、取引

として約定させることに成功したという。約定結果はパブリックブロックチェーン上に記

録されるため「どの電源からどれだけ電気を買ったか」の証明ができる。本結果をもとに、

同社では世界で始めて「電力トレーサビリティ」システムの商用化をスタートする。 
 

 
（出典）みんな電力（株）プレスリリース（2018 年 12 月 5 日）                

https://minden.co.jp/personal/wp-content/uploads/2018/12/release_20181205.pdf 
 

図 5-4 再エネ電源をプールし需要家外値で取引できる「ENECT パワープール」 
 
 
② 環境省（ブロックチェーン技術を活用した再エネ CO2 削減価値創出モデル事業） 
 2018～2022 年度にかけて実施される本モデル事業では、これまで十分に評価又活用され

ていなかった自家消費される再エネの CO2 削減に係る環境価値を発掘し、当該価値を低コ

                                                        
25 みんな電力（株）プレスリリース（2018 年 12 月 5 日） 
https://minden.co.jp/personal/wp-content/uploads/2018/12/release_20181205.pdf 
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ストかつ自由に取引できるシステムをブロックチェーン技術を用いて構築実証する。モデ

ル事業においては、「自家消費される再エネ CO2 削減価値の地方部等における CtoC 
(Consumer to Consumer)取引サプライチェーン検討事業（提案者：株式会社電力シェアリン

グ）」と「デジタルグリッド技術を用いた自家消費される再エネ CO2 削減価値の事業者向け

取引・決済システム検討事業（提案者：株式会社デジタルグリッド）が実施される。 
 
③ 中部電力 26 
 2018 年 3 月より、株式会社 Nayuta、インフォテリア株式会社との共同で、電気自動車や

プラグインハイブリッド自動車の充電履歴をブロックチェーンで管理する技術の実証実験

を開始した。実証実験では、Nayuta が開発した、ブロックチェーンに対応した充電用コンセ

ント、インフォテリアが開発したスマートフォンアプリをインターネットや Bluetooth でつ

なぎ、「いつ」「誰が」充電したのかという EV 等の充電履歴をブロックチェーンに記録して、

セキュリティを担保しながら管理する技術の検証を実施する。 

  

                                                        
26中部電力（株）プレスリリース（2018 年 3 月 1 日）

https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3267230_21432.html 
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6. その他海外動向の整理 
6.1. PPA・VPPA27 

6.1.1. 米国における PPA・VPPA の概要 
PPA（Power Purchase Agreement）は再エネの需要家と発電事業者との間で結ばれる長期契

約のことを指し、PPA には直接的な PPA（direct PPA・physical PPA）と VPPA（virtual PPA・

financial PPA）がある。 
直接的な PPA は、需要家が再エネを調達するために、特定の再エネ発電事業者から、電

力及びその環境価値を購入する契約を指す。契約期間は通常 10－20 年が想定されており、

その間固定価格で取引が行われる。直接的な PPA はオンサイト・オフサイトどちらでも可

能とされ、いずれのケースも需要家はグリッドを通じて電力を調達する。再エネ発電事業者

と需要家の間で直接物理的な電力を、需給バランスを調整した上で取引しているものでは

なく、需給バランスはグリッド側（ユーティリティ事業者）が調整している。 

 
(出典) EPA : https://www.epa.gov/greenpower/physical-power-purchase-agreements-physical-ppas 

図 6-1 直接的な PPA の仕組み 
 

このような直接的な PPA は制度上の制約があり、直接的な PPA が可能となるのは、米国

本土内において図 6-2 の濃い青もしくは薄い青の地域に発電事業者がいて、濃い青の地域

に需要家がいる場合に限られる。この制約は、主に電力が自由化されていなければ、自由に

契約電力会社を選択できないといった理由等から生じているものであり、電力の小売自由

化の進度が直接的な PPA の契約に影響していると言える。 

                                                        
27PPA・VPPA に関する情報の出典は、以下の EPA（United States Environmental Protection 
Agency） WEB サイトやロッキーマウンテン研究所へのヒアリング。 
https://www.epa.gov/greenpower 

https://www.epa.gov/greenpower


51 
 

 
(出典) EPA : https://www.epa.gov/greenpower/us-electricity-grid-markets 

図 6-2 米国本土内における直接的な PPA・VPPA が可能な地域 
 
一方、VPPA は直接的な PPA と異なり、再エネ発電事業者から需要家に対して、物理的な

電気は供給されず、環境価値のみが提供される。 
VPPA では再エネ発電事業者と需要家との間で、kwh あたりのストライク・プライス（発

電事業者が市場に電力を供給する際の電力価格の想定値・契約価格）が合意される。このス

トライク・プライスと実際の市場価格に差が生じた場合には互いにその差額を補填しあう。

この仕組みにより、発電事業者は常に市場への電力供給を通じてストライク・プライスの売

上を得ることができる。なお需要家は、VPPA では物理的な電気は取引されないため、この

契約とは別に物理的な電気を別途調達することが必要となる。 

 
(出典) EPA : https://www.epa.gov/greenpower/financial-power-purchase-agreements 

図 6-3 VPPA の仕組み 
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直接的な PPA は州の規制動向等によって需要家の実施可能性が限定されるが、VPPA は

米国本土内であれば、需要家が何処にいても可能であるため、広範囲で事業を展開している

企業にとって有効な手法と考えられている。なお、発電事業者側は直接的な PPA と VPPA
で実施可能地域は同じとされている。28 

次項以降では、企業の再エネ調達促進プラットフォームを運営しているロッキーマウン

テン研究所 29や民間企業へのヒアリング結果を中心に、米国における PPA・VPPA の動向や

PPA・VPPA に対する企業の捉え方についてまとめる。 
 

  

                                                        
28 図 6-2 参照 
29 ロッキーマウンテン研究所は、コロラド州ボールダーに本部がある、省エネルギーと資

源の持続可能な使用（再エネ含む）を促進する NGO であり、各種の活動や研究を実施し

ている。 



53 
 

6.1.2. 米国における PPA・VPPA の動向 
PPA の実施状況として、2014 年時点では PPA を実施している企業は、以前より再エネ調

達に問題意識を持っているような人的リソースに余裕のある一部の企業に限られており

（GM、Facebook、google、Walmart 等）、そうでない企業にとっては PPA の実施が難しい状

況にあった。こうした背景により、ロッキーマウンテン研究所は同年に、企業の PPA・VPPA
等再エネ調達を促進するためのプラットフォームとして、Business Renewable Center（以下

BRC）を設立した。BRC のプラットフォームには再エネの発電事業者、需要家、コンサル

タント等が参加し、需要家が契約する発電プロジェクトを探すためのツールをはじめとす

る各種のツールやガイダンス等が公開されている。 
BRC では、新規の再エネ調達の成約状況をまとめており、2018 年は約 6.5GW の新たな

PPA 等が結ばれている（図 6-4 参照）。2016 年には連邦政府の再エネ導入に関する税額控除

制度の改正等が影響し一度減少しているが、現在は安定的に新たな再エネ契約が生まれる

状況になっている。2014 年頃までは、PPA 締結実績のある一部の IT 企業等を中心として再

エネ調達が進められていたが、2017 年頃からは多くの企業に普及するようになり、規模も

増加している。これは、再エネ発電プロジェクトと再エネを求める需要家双方の増加により、

再エネ調達市場全体が拡大していることが影響していると考えられる。 
再エネを調達しようとする米国企業は増加傾向にあり、公益事業者（utility）による再エ

ネ供給も増加傾向にある。企業としては直接 PPA 等を行うよりも、公益事業者（utility）を

通じて再エネを調達したほうが、リスクが低く好まれるが、公益事業者（utility）の規制や

顧客からの要望に対する対応スピードは遅いため、先進的な企業では直接的な PPA や VPPA
を実施する企業が多い。PPA のように直接電源にアクセスしながら、間に公益事業者が入る

手法も活用されており、当該ケースはグリーンタリフやスリーブ（sleeve）と呼ばれている。 

 
(出典) BRC : https://businessrenewables.org/corporate-transactions/https://resource-solutions.org/g2017/ 

図 6-4 企業の新規再エネ調達成約数（発電量）の年別推移 30 
                                                        
30 2018 年 12 月 31 日までに企業から発表のあった新たな PPA、再エネ電力購入（Green 
Power Purchase）、グリーンタリフ等を 2013 年からロッキーマウンテン研究所がまとめたも

の。屋根置き太陽光などのオンサイト発電は含まれていない。 
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6.1.3. PPA・VPPA に対する民間企業の捉え方 
ロッキーマウンテン研究所や再エネ調達に積極的なグローバル企業へのヒアリングを通

じて、直接的な PPA や VPPA に対する企業の捉え方について調査を行った。総じて、新た

に再エネを調達する際の基本方針として、同じグリッド上で新規の再エネ設備から調達す

ることを挙げている企業が多いことが分かった。これは、自社が購入している電力の構成に

追加的な電源由来であることを主張するための方針と考えられる。企業は、気候変動対策の

一環として再エネ調達を進めていることが多いが、既設の再エネ設備から再エネの属性の

みを購入した場合、電源の追加を伴わない再エネの利用では気候変動対策に積極的ではな

いと批判される可能性がある。そのような可能性を避ける意味でも、同じグリッド上で新規

の再エネ設備から調達を方針としていると考えられる。 
ヒアリングを実施したある企業からは、再エネ調達手法間の優先順位は①自家発、②PPA・

VPPA、③小売電気事業者の電力メニュー、④再エネ証書（Unbundled RECs）であり、実際

にはコストの問題があるため、あらゆる手法で再エネを調達しているとの回答を得た。この

ように基本方針を持ちつつも、コストや実現可能性の面から、優先順位を踏まえて選択して

いるということがうかがえた。 
PPA・VPPA による再エネ調達を企業が好む背景としては、通常の電力購入契約が価格の

変動リスクを有することに対して、中長期間一定の価格で調達可能といった声が聞かれた。 
 また、直接的な PPA と VPPA 間の比較では、VPPA のほうが米国内で主に用いられる手法

であるとの声があった。その背景として、直接的な PPA の場合には、発電した電力の経理

上の処理に関する課題が生じる可能性があり、企業が PPA を行う上で障壁となっていると

の声もあった。企業はそれを回避するために発電者側と交渉する必要があり、その交渉はか

なり困難であるようだ。他方 VPPA の場合には、企業は電力の所有権を持たず、環境価値だ

けを保有するため、経理上の課題がなく、直接的な PPA よりも障壁が低い。また、上述し

たように、直接的な PPA には米国本土内における実施可能地域の制約があり、そのことも

VPPA が主に用いられる一因として挙げられる。 
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6.2. バイオマス由来のガスや水素等の環境価値 
6.2.1. 欧州におけるガス源証明 

 欧州では、電力だけでなくガスについても、例えば再生可能エネルギー起源のバイオガス

の環境価値をトラッキングする仕組みがある。ただし、電力と異なり、欧州全域をカバーす

る仕組みがある訳ではなく、各国政府機関（あるいは民間団体）が各国内での GO システム

を運営している状況にある。また、現状では、電力に比べてバイオガス等の再エネの導入量・

取引量ともに限定的である。 
 しかし、CDP が 2017 年に発行した Technical Note においてガス GO の位置付け（電力 GO
と同様に再エネガス調達手段として位置付け）が明記されたこと、EU 指令においてバイオ

ガス生産者によるバイオガス GO 取得が明記されたことを受けて、GO 供給及び GO 需要と

もに伸びているところである。 
 本節では、英国のガス源証明スキームである GGCS（Green Gas Certification Scheme）を対

象にその概要を整理した。 
 
＜GGCS の現状＞ 

GGCS は、2011 年 3 月に開始された制度であり、英国再生可能エネルギー協会（REA）

の下部機関である Renewable Energy Assurance Limited（REAL）が運営している。また、British 
Gas や E.on 等のエネルギー大手企業等がパートナーとして創設時より参画している。GGCS
では、製造されるバイオガスに対して Renewable Gas Guarantee of Origin (RGGO)と呼ばれる

証明を発行し、需要家は RGGO を購入することにより、バイオガス利用の環境価値を主張

できる。バイオガスの認証は、英国内でのバイオガスの生産・供給に関する基準である RHI
持続性基準や RTFO(Renewable Transport Fuels Obligation)持続性基準が適用されている。 

英国では、バイオガス生産・供給に対する補助制度として RHI（Renewable Heat Incentive）
があり、その対象となっているバイオガスプラント 85 のうち GGCS には 55 プラントが参

加し、ガス源証明の発行者となっている。英国全体のガス生産量 800TWh のうち、RHI の対

象となっているのは 2.5TWh であり、まだ規模としては非常に小さい。 

 
(出典) The Green Gas Certification Scheme ウェブサイト 

図 6-5 GGCS の概要 
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  (出典) The Green Gas Certification Scheme ウェブサイト           

図 6-6 GGCS 運営パートナー 
 

 
(出典) The Green Gas Certification Scheme ウェブサイト          

図 6-7 RGGO に記載される情報（例） 
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＜ガス源証明の市場＞ 
 バイオガス GO は CDP が 2017 年に発行した Technical Note に基づき Scope1 排出量の削

減対策として利用可能となっている。また、需要家のオンサイトで RGGO 証明付きのガス

を用いて発電を行った場合、当該電力を再エネ電力と主張することができる。 
このため、2019 年の年間の利用件数は 130 件に上っており、代表的な事例としては、

Unilever(日用品)や Sainsbury’s(小売店)の事業所での排出削減への利用が挙げられる。また、

2017 年以降、RGGO の償却量が増加しており、2018 年には約 1663GWh（RHI 対象設備から

の年間バイオガス製造量の約 6 割の水準）に達している。 
 

 
(出典) The Green Gas Certification Scheme ウェブサイト 

図 6-8 RGGO の償却量の推移 
 

＜欧州全体を対象としたガス源証明＞ 
 2016 年にバイオガスの主要生産国の関連団体が参画する European Renewable Gas Registry
（ERGaR）が設立され、現在、電力の GO と同様に欧州域内での輸出入を含むバイオガス証

明書の取引が可能となる制度が検討されている。英国、ドイツ、オーストリア、オランダ、

イタリア、フランスなどが実証に参加しており、その他に検討中の国も複数ある。実証完了

後には、欧州全域を対象としたガス源証明が立ち上がる可能性がある。なお、現時点におい

ても英国とドイツの間では、バイオガス GO の取引が実施されており、ドイツ国内の需要家

が英国内で製造されたバイオガスの RGGO を購入することが可能である。 
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6.2.2. 水素の環境価値評価に関する CertifHy プロジェクト 
 水素は利用段階では CO2 を排出しない CO2 フリーのエネルギー源である。しかし、原料

調達、製造、輸送といったプロセスを含むライフサイクル全体でみた場合、必ずしも CO2
フリーとはいえない。特に、原料が化石燃料である場合には、ライフサイクルでみると他の

燃料に比べて逆に CO2 排出量が増加する場合もある。このため、利用段階のみならずライ

フサイクルにおける CO2 排出量にも着目した評価が必要である。 
 欧州では、環境価値の高い水素利用促進を図ることを目的として、ベルギーのエネルギー

コンサルタント会社である Hinicio 社を中心に 2014 年 12 月から CertifHy Project が開始され

ている。同プロジェクトでは、環境価値の高い水素の判断基準について整理するとともに水

素の環境価値の認証取引スキームを提言している。 
 
＜プレミアム水素の基準＞ 
 同プロジェクトでは、ライフサイクルにおける CO2 排出量の低い水素を環境価値の高い

水素と位置付けでプレミアム水素（Premium Hydrogen）と呼称している。また、プレミアム

水素のうち、再生可能エネルギー起源（以下「再エネ起源」という。）で製造した水素をグ

リーン水素（Green Hydrogen）、他のエネルギー起源（例えば、原子力発電電力を利用した電

気分解）で製造した水素を低炭素水素（Low Carbon Hydrogen）と定義している。プレミア

ム水素の基準として、ライフサイクル CO2 排出量がベンチマークとなる BAT（Best Available 
Technology）である天然ガス改質のライフサイクル CO2 排出原単位（＝91gCO2e/MJ）の 40%
未満（＝36.4gCO2e/MJ）を提案しており、この基準を満たさない水素をグレー水素（Grey 
Hydrogen）と呼称している。 
 

 
(出典) CertifHy プロジェクト公表資料に基づきみずほ情報総研が作成 

 
図 6-9 CertifHy プロジェクトで提案されているプレミアム水素の判断基準 
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＜ライフサイクル CO2 排出量の評価範囲＞ 
 水素のライフサイクル CO2 排出量評価対象範囲は、原料採掘から水素製造までのプロセ

スで投入されるエネルギーのみを対象としている。燃料輸送や各プロセスで使用する機器

の製造段階での CO2 排出量は評価対象外となっている。これは、機器の製造段階での CO2
排出量の影響度は相対的に小さいことや水素製造段階での認証スキームであり輸送段階の

排出量を特定することが難しいことによるものと考えられる。 

 
(出典) CertifHy プロジェクト公表資料 http://www.certifhy.eu/images/media/files/ 

CertifHy_Presentation_19_10_2016_final_Definition_of_Premium_Hydrogen.pdf 
 

図 6-10 水素のライフサイクル CO2 排出量評価 
 
 
＜環境価値の認証方法＞ 
 実際の水素製造サイトでは、複数の方法を組み合わせて水素を製造することが想定され

る。例えば、電気分解で水素を製造する施設では、再エネ起源の電力と系統平均電力の 2
種類の電気で水素を製造する可能性がある。このため、CertifHy プロジェクトでは、製造

サイトでの水素の環境価値を認定するためのロジックツリー（図 6-11 参照）を提案して

いる。 
 
① サイトで製造される水素全体のライフサイクルCO2排出原単位を算定し、算定値がBAT

（Best Available Technology）である天然ガス改質のライフサイクル CO2 排出原単位（＝

91gCO2e/MJ）未満であること。 
※サイト平均が 91gCO2e/MJ 以上である場合には、部分的にプレミアム水素を製造して 
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いてもプレミアム水素としては認証されない。 
② ①の条件を満たす場合に、サイト内での水素製造方法の中に再エネ起源の水素製造方法

があるかどうかを確認する。 
③ ②で再生エネ起源水素を含む場合には、その比率を特定する。 
④ 再エネ起源、非再エネ起源の水素について、そのライフサイクル CO2 排出原単位がプ

レミアム水素基準（36.4gCO2/MJ）未満であれば、それぞれグリーン水素、低炭素水素

に分類される。 
 

 
(出典) CertifHy プロジェクト公表資料に基づきみずほ情報総研が作成 

 
図 6-11 CertifHy プロジェクトで提案されている水素の環境価値認証方法 

 
＜水素の環境価値のトラッキング＞ 
 CertifHy プロジェクトでは、電力やガスと同様に水素の環境価値についても GO（水素源

証明）による環境価値のトラッキングを行うことが提案されている。また、水素の製造に再

エネ電力やバイオガスを活用する場合にも、その環境価値の取得証明は電力やガスの GO を

活用することとなるため、水素の環境価値認証を通して、電力やガスの再エネ価値や低炭素

価値を水素の環境価値に転換していると捉えることもできる。 
 CertiHfy プロジェクトでは、フランス、オランダ、ベルギー及びドイツにおいて実施され

ている水素製造パイロット事業を対象とした認証実証及び市場取引が実施され、2019 年 3
月にパイロット事業での取引試行結果を踏まえた水素 GO システムの設計案を公表してい

る。今後、2021 年を目処にパイロット事業の拡充と水素 GO システムの詳細検証が実施さ

れる予定である。 
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7. 日本における課題 
7.1. GHG プロトコルスコープ２ガイダンスの算定方法及び温対法に基づく温室効果ガス

排出量算定・報告・公表制度における算定方法等について 
 
7.1.1. GHG プロトコル「スコープ２ガイダンス」31の概要 
 スコープ２ガイダンスのうち、電気等の調達に係る環境価値主張のルールに関する主な

内容を解説する。 
(1)  報告に関する主な要求事項 
＜主な要求事項＞ 

 
スコープ２ガイダンスにおける排出量の算定方法には、ロケーション基準手法とマーケッ

ト基準手法があるが、それぞれの手法は下記のとおり。 

① ロケーション基準手法 
特定のロケーション（系統の範囲や同一の法体系が適用される範囲）に対する平均的

な電気の排出係数に基づいて、スコープ２排出量を算定する手法である。企業が再エネ

電気等、系統平均排出係数よりも低炭素な電気を調達していてもその効果を反映する

ことはできない。 

② マーケット基準手法 
 企業が購入している電気の契約内容を反映して、スコープ２排出量を算定する手法

である。契約内容を反映した排出係数を使用するため、再エネ電気等、低炭素な電気を

調達していれば、その効果を反映することができる。 

 
図 7-1 ロケーション基準手法とマーケット基準手法  

                                                        
31 https://ghgprotocol.org/scope_2_guidance 

・ スコープ２ガイダンスに基づく温室効果ガス排出量を開示する際には、ロケーショ

ン基準手法とマーケット基準手法の２種類で報告しなければならない。なお温室効

果ガス排出量の目標設定や目標達成の主張の際には、どちらの手法を使用するかを

明示しなければならない。 

・ 温室効果ガス排出量報告の際は、電力使用量も併せて開示することが望ましい（推

奨事項）。 
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(2)  排出係数の優先順位 
スコープ２ガイダンスでは、ロケーション基準手法とマーケット基準手法のそれぞれにつ

いて、使用する排出係数の優先順位が定められており、それぞれに該当する各国の法制度や

プログラムが例示されている。 
 

表 7-1 ロケーション基準手法における排出係数の優先順位 

 
（出典）スコープ２ガイダンス Table 6.2 より作成 

 
表 7-2 マーケット基準手法における排出係数の優先順位 

 
（出典）スコープ２ガイダンス Table 6.3 より作成 
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(3)  証書の主な要求事項 
 表 7-2 のように、マーケット基準手法では、再エネ証書の使用が可能であるが、当該証書

が満たさなければならない基準が規定されていることから、その内容について解説する。 
＜主な要求事項＞ 

 
表 7-3 証書の品質基準 

概要 

①  
単位電力量あたりの排出係数（kg-CO2/kWh、t-CO2/MWh 等）を示さなければなら

ない。（再エネ証書であれば、0kg-CO2/kWh、0t-CO2/MWh） 

②  同一の電気に対して証書が複数発行されてはならない。 

③  
需要家あるいはその代理者（証書の仲介事業者等）によって追跡、無効化・償却が

できなければならない。 

④  電気の消費期間となるべく近い時期に発行、無効化・償却されなければならない。 

⑤  
需要家が立地している電力市場（系統の範囲や同一の法体系が適用される範囲）か

ら調達されなければならない。 

⑥  

＜小売電気事業者が提供する排出係数について＞ 

1) 供給した電気と無効化・償却した証書の対応関係を明確にし、排出係数を算定

しなければならない（同一の証書を複数の電気の排出係数算定に使用してはな

らない）。 

2) 環境価値が既に別途販売・譲渡された電気（証書発行済み電気等）は、残余ミ

ックス（※）の排出係数を持つ電気として扱われなければならない。 

⑦  

＜需要場所内の発電施設から直接電気を購入している場合について＞ 
証書が需要家に移転されなければならない（他の需要家向けに当該需要家と重複し

て証書が発行されていてはならない）。 

⑧  

＜マーケット基準手法で用いられる全ての証書について＞ 
需要家がスコープ２排出量を算定する際に残余ミックス（※）が利用可能になって

いなければならない。あるいは、残余ミックス（※）が存在しないことが需要家に

よって公開されていなければならない。 

（※）残余ミックスとは、特定の範囲（系統の範囲や同一の法体系が適用される範囲）にお

ける発電ミックスから需要家や小売等によって主張された属性（発電源、燃料種等の

情報）を除いたものであり、属性のない電気に適用する。 
 

・ マーケット基準手法の算定に使用する全ての証書は、表 7-3 に示す「スコープ２品

質基準」を満たしていなければならない。 
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(4)  再エネ証書のゼロエミ化効果 
＜主な要求事項＞ 

 
ゼロエミ化効果の考え方には、下記のとおり２種類ある。 

考え方①：プロジェクト実施後の実排出量とベースライン排出量を比較して、削減又は回避

された排出量（オフセットクレジットや削減貢献量） 
考え方②：単位電力量（1kWh、1MWh 等）あたりの GHG 排出量（kg-CO2、t-CO2 等） 
 
スコープ２ガイダンスでは、オフセットクレジットと再エネ証書を区別しており、再エネ

証書による調整（考え方②）は認めるが、オフセットクレジットを使用すること（考え方①）

は認めていない 32。具体的なゼロエミ化効果の考え方を図 7-2 に示す。 

 
図 7-2 スコープ２ガイダンスにおけるゼロエミ化効果の考え方 

 
  

                                                        
32 GHG protocol, Scope 2 guidance, P71 “Offsets, and their global avoided emissions claim, represent a different 
instrument and claim from the energy attributes associated with energy production.” ”An offset credit does not confer 
any claims about the use of electricity attributes applicable to scope 2.” 

・ 再エネ証書が相殺できる温室効果ガス排出量（以下、「ゼロエミ化効果」という。）

は、単位電力量（1kWh、1MWh 等）あたりの温室効果ガス排出量（kg-CO2、t-CO2

等）をゼロとすることが出来るという考え方で扱わなければならない。 
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＜参考＞クレジットと証書について 
排出削減プロジェクトが実施されない場合に想定されるベースライン排出量と排出削減

プロジェクト実施後の排出量の差を排出削減量といい、制度やプログラム等で認証された

排出削減量をクレジットという（図 7-3 の左）。 
 証書は、発電に関する属性（排出係数等）を証明するものである。そのうち再エネ証書

とは、当該発電が再エネ由来であることを証明するものである（図 7-3 の右）。 
 

   
図 7-3 クレジットと証書の概念図（左：クレジット、右：証書） 
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7.1.2. スコープ２ガイダンスに対応した電気の GHG 排出量の算定と温対法に基づく温室

効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法について 
 
需要家によるスコープ２ガイダンスに対応した電気の温室効果ガス排出量の算定方法に

ついて、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法を参考

として記載しながら解説する。 
 
(1)  データ収集の準備 
公表したい期間（X 年）の排出量の算定に必要な年間の電気使用量のデータと、電気の排

出係数の対象年度を決定する。その際にそれぞれの年度が同じであることが望ましいが、当

該年度の排出係数の入手が困難等の場合には、前年度の排出係数を用いても構わない 33。表 
7-4 に電気使用量の年度と適用する電気の排出係数の対象年度の考え方の例を示す。 
 
表 7-4 Ｘ＋１年度に公表する排出量の算定に使用する電気使用量と排出係数の年度の例 

 電気 
使用量 

排出係数 特徴 

ケース１ Ｘ年度 Ｘ年度 期ズレはないが、小売電気事業者等 34に

おけるマーケット基準対応の排出係数

算定の期間が短く、排出係数の入手が難

しい可能性有り。 

ケース２ Ｘ年度 Ｘ－１年度 期ズレが生じる。排出係数の低減効果が

表れるまでに１年かかる。 

ケース３ Ｘ－１ 
年度 

Ｘ－１年度 期ズレはないが、電気使用量や排出係数

の低減効果が表れるまでに１年かかる。 

＜参考＞ 
温対法に基づ

く温室効果ガ

ス排出量算定・

報告・公表制度 

Ｘ年度 ・料金メニュー別及び新

規参入事業者：Ｘ年度 
・料金メニュー別以外：

Ｘ－１年度 

料金メニュー別及び新規参入事業者以

外の排出量の算定時には期ズレが生じ

るが、料金メニュー別電気の調達による

排出係数の低減努力を反映しやすい。 

  

                                                        
33 スコープ２ガイダンスでは規定されていないが、CDP 気候変動質問書の回答では許容されている。 
34 小売電気事業者、特定送配電事業者、特定供給を行う者が該当。以下、同じ。 
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(2)  ロケーション基準手法に基づく算定 
日本では温対法において全国平均係数が公表されている。これは表 2-1 で優先順位が最も

高い排出係数として位置付けられるため、ロケーション基準手法では、原則として自社が系

統から調達した全ての電気に温対法の全国平均係数を適用することで排出量を算出する。

なおロケーション基準手法に基づく算定では、需要家が証書等を購入していてもその効果

を反映することはできない。 
 

＜参考＞温対法における全国平均係数 

単位：t-CO2/kWh 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

全国平均係数 0.000552 0.000534 0.000518 0.000496 
 
 

ロケーション基準対応の温室効果ガス排出量の算定例を以下に示す。 
＜算定例＞ 
ＸＸ電力から 100MWh、YY 電力から 200MWh、ZZ パワーから 300MWh の電気をそれぞ

れ調達しており、温対法における全国平均係数が 0.50t-CO2/MWh の場合、算定結果は下記

のとおり。 
 ＸＸ電力：100 MWh × 0.50 t- CO2 MWh⁄  =  50t- CO2 
 ＹＹ電力：200 MWh × 0.50 t- CO2 MWh⁄  =  100t- CO2 
 ＺＺパワー：300 MWh × 0.50 t- CO2 MWh⁄  =  150t- CO2 
これらを合計して排出量は 300t-CO2 と算出される。 

表 7-5 ロケーション基準手法に基づく算定例 

調達先の 
電気事業者 

電気使用量 
(MWh) 

全国平均係数 
(t-CO2/MWh) 

排出量 
(t-CO2) 

XX 電力 100 0.50 50 

YY 電力 200 0.50 100 

ZZ パワー 300 0.50 150 

合計 600 ― 300 

※調達した全ての電気に対して、全国平均係数を適用する。 
 
原則として温対法における全国平均係数を使用するが、グローバルで同一のデータベース

の排出係数を適用したい等個別の事情がある場合には、各国各地域の電気の排出係数に関

するデータベース等を使用することもできる。スコープ２ガイダンスでは、表 2-1 のように

次の排出係数データベースが例示されている。 

 IEA (International Energy Agency、国際エネルギー機関) national electricity emission 

factors 
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(3)  マーケット基準手法に基づく算定 
マーケット基準手法では、需要家自らが実際に購入している電気の排出係数（マーケット

基準対応の排出係数）を用いて排出量を算出する。さらに需要家が証書等を購入している場

合は、その効果も反映することができるため、下記の「2)他者から調達する電気の排出係数

（マーケット基準対応の排出係数）の特定」、「3)需要家が調達した証書等による温室効果ガ

ス排出量の調整」の２段階で解説する。 
 
1)  国内の証書等とスコープ２ガイダンスの対応関係 
本章では、2019 年 3 月時点での制度等に基づき、再エネ電気に関する証書として、グリー

ン電力証書（グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度）、再エネ電力由来Ｊ－クレジッ

ト（以下、「再エネ由来Ｊ－クレジット」という。）、非化石証書 35の３つを証書等として扱

うこととする。なお、これらの証書等は、いずれもスコープ２ガイダンスに対応している 36。 
ただし、国際的イニシアティブの中には、スコープ２ガイダンスに独自要件を追加してい

ることがあるので、活用先の国際的イニシアティブの要件は個別に確認する必要がある

（CDP、SBT、RE100 との対応関係は「7.2.1 国際的イニシアティブにおける日本の証書等の

扱い」を参照）。 
なお、再エネ由来Ｊ－クレジットとグリーン電力証書には有効期限がなく、長期にわたり

保管することができるが、表 7-3 証書の品質基準の④に従い、証書等の発行時期と使用時

期がなるべく近くなるように留意する必要がある。 
 
2)  他者から調達した電気の排出係数（マーケット基準対応の排出係数）の特定 
需要家は調達している電気のマーケット基準対応の排出係数を特定する必要がある。「マ

ーケット基準対応の排出係数」が「温対法の電気事業者別排出係数」と異なる点は表 3-3 の

３点である。 
需要家がマーケット基準対応の排出係数を把握していない場合は、小売電気事業者等にマ

ーケット基準対応の排出係数を問い合わせる必要がある。なお、小売電気事業者等がオフセ

ットクレジットや証書等による調整をしておらず、さらに FIT 電気を含まない電気を調達

している場合（火力発電所や非 FIT の再エネ発電設備による電気を、証書等で調整されてい

ない状態で調達する場合等）は、マーケット基準対応の排出係数は温対法の電気事業者別排

出係数と一致するため、温対法の電気事業者別排出係数を用いてマーケット基準対応の排

出量を算出することができる。 

  

                                                        
35 2019 年 3 月時点で運用されている固定価格買取制度の対象分のみを取り扱う。 
36 再エネ由来Ｊ－クレジットはＪ－クレジット制度運営業務の受託者であるみずほ情報総研が、グリー

ン電力証書は CDP Worldwide-Japan が、非化石証書は資源エネルギー庁がそれぞれ GHG プロトコルに対

応していることを確認した。 
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表 7-6 マーケット基準対応の排出係数の考え方 

ポイント スコープ２ガイダンス 
（マーケット基準対応排出係数） 

＜参考＞温対法に基づく温室効果

ガス排出量算定・報告・公表制度 

ポイント①： 
オフセットクレジ

ットによる調整 

不可 
（再エネ由来Ｊ－クレジット

は使用可） 

可 

ポイント②： 
証書による調整 

証書と同量の電力量をゼロエ

ミ化（電力量（kWh、MWh 等）

単位で調整） 

全国平均係数相当のCO2をゼロエ

ミ化（CO2 量（kg-CO2、t-CO2 等）

単位で調整） 

ポイント③： 
証書発行後の属性

のない電気（FIT 電

気）の扱い 

残余ミックス排出係数を適用 
 

基礎排出係数算定時はゼロ（0t-
CO2/kWh）、調整後排出係数算定時

は温対法における全国平均係数を

適用 
 
また電気の排出係数には、発電所から送電される地点である送電端の排出係数と、需要家

が実際に使用する地点である使用端の排出係数がある（図 7-4 参照）。 
送電端の排出係数は主に発電時の排出量から計算され、送電ロスは加味されていない。一

方、使用端の排出係数には発電時の排出量に加え、送電ロスが加味されている。 
GHG プロトコルの各種基準類では、需要家の立場では送電端までがスコープ２、送電ロ

スはスコープ３に計上すると整理しており、原則としてスコープ２の電気の排出係数は送

電端を使用することになっている。ただし、発電と送電が一体で実施されている国・地域も

あることから、送電ロスも含めてスコープ２に計上する考え方も許容されており、使用端の

排出係数を使用することもできる。 
なお、温対法における電気事業者別排出係数は使用端であり、この係数を使用している場

合は、使用端を用いた温室効果ガス排出量の算定になる。もちろん企業の算定・報告の目的

によっては、送電端を使用する方が適切な場合もあり、そのような場合には送電端で算定し

ても良い（例：グローバルの他拠点は、送電端で算定しており、全拠点で集計する際にデー

タの一貫性を重視する場合等）。 

 
図 7-4 送電端と使用端 
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＜補足＞マーケット基準対応の排出係数を入手できない場合 

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan では、スコープ２ガイダンスでは認められていない省

エネクレジットや JCM クレジット分が考慮されている可能性もあり、かつ使用端での値で

ある「温対法の電気事業者別調整後排出係数（事業者全体または料金メニュー別係数）」に

ついて暫定的に利用することも可であるとの指針を出している 37。ただし、この暫定措置を

利用した場合は、回答欄に暫定措置を使用した旨を記載する必要がある。 
 
 

3)  需要家が調達した証書等による温室効果ガス排出量の調整 
他者から調達した電気の排出係数を特定した後は、需要家が自ら調達した証書等により、

温室効果ガス排出量を調整する。「スコープ２ガイダンス対応の排出量算定」が「温対法に

基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出量算定」と異なる点は表 7-7 の２点

である。なお、証書等によって小売電気事業者が排出係数を、かつ需要家が排出量を調整し

ていない場合は、マーケット基準対応の排出量は温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・

報告・公表制度の排出量と一致するため、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・

公表制度の排出量をそのまま使用することができる。 
 

表 7-7 需要家におけるマーケット基準対応の排出量算定のポイント 

ポイント スコープ２ガイダンス 
（マーケット基準対応排出量） 

＜参考＞温対法に基づく温室

効果ガス排出量算定・報告・公

表制度 

ポイント①： 
オフセットクレジットに

よる調整 

不可 
（再エネ由来Ｊ－クレジット

は使用可） 

可 

ポイント②： 
証書による調整 

証書と同量の電力量をゼロエ

ミ化（電力量（kWh、MWh 等）

単位で調整） 

全国平均係数相当のCO2をゼ

ロエミ化（CO2 量（kg-CO2、
t-CO2 等））単位で調整） 

  

                                                        
37 日本における再エネ調達とスコープ２算定、CDP Japan ワークショップ（2018 年 3 月 29 日開催） 
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4)  温室効果ガス排出量の算定例 
 マーケット基準対応の排出量の算定例を以下に示す。 
 
STEP1：マーケット基準対応の排出係数を用いて、排出量を算定 
小売電気事業者等から調達している電気のマーケット基準対応の排出係数を特定し（2) 
参照）、それぞれの電気の排出量を算定する。なお再エネ電気を自家発電し、その証書等を

他者に移転している場合に必要な措置は「7.3 需要家による再エネ証書創出・移転におけ

る注意点」を参照。 
表 7-8 調達先の電気事業者ごとの排出量算定例 

調達先の 
電気事業者 

電気使用量 
（MWh） 

マーケット基準対応

の排出係数 
（t-CO2/MWh） 

排出量 
（t-CO2） 

ＸＸ電力 
（料金メニューＡ） 

100 0.21 21 

ＹＹ電力 200 0.40 80 

ＺＺパワー 300 0.30 90 

 
STEP2：排出量の調整に使用する証書等の決定 
需要家が自らの排出量の調整に使用できる証書等は、再エネ由来Ｊ－クレジット、グリー

ン電力証書である。なお、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度にお

ける調整では、Ｊ－クレジット（再エネ由来、省エネ由来、森林由来）、グリーンエネルギ

ーCO2 削減相当量が利用可能であり、スコープ２ガイダンスとは使用できる証書等が異な

るため、注意が必要である（表 7-9 参照）。 
 
表 7-9 スコープ２ガイダンス及び温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表

制度で需要家が排出量調整に利用可能な証書等 

証書等 スコープ２ 
ガイダンス 

温対法に基づく温室

効果ガス排出量算

定・報告・公表制度 

Ｊ－クレジット 再エネ由来 ○ ○ 

省エネ由来・森林由来 × ○ 

グリーン電力証書 ○ ○（※） 
※グリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証を受けることで利用可能 
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下記の証書等を保有している場合、スコープ２ガイダンスで需要家が排出量の調整に利用

可能な証書等は「グリーン電力証書」及び「再エネ由来Ｊ－クレジット」である。 

 グリーン電力証書 300MWh 分 

 再エネ由来Ｊ－クレジット 50t-CO2 分（100MWh 相当） 

 省エネ由来Ｊ－クレジット 30t-CO2 分 

 
図 7-5 スコープ２ガイダンスで利用可能な証書等の例 

（排出係数が 0.5t-CO2/MWh と仮定） 
 

STEP3： 証書等使用後の排出量の算定 
STEP1 で算定した排出量に対して、STEP2 の証書等を使用する。証書等を使用する際には、

電力量（kWh、MWh 等）単位で調整する必要があるため、どの電気に対して証書等を使用

するかを決定する必要がある。 
図 7-5 では合計で 400MWh 分の活用可能な証書等を保有しており、任意の電気 400MWh
分の排出量を相殺することができる。下図は YY 電力の 200MWh に対して 100MWh 分の

証書等を使用し、ZZ パワーの 300MWh に対して 300MWh 分の証書等を使用した場合であ

る。 
 
以上より、マーケット基準対応の需要家の排出量は証書使用後の排出量を合計した 61t-
CO2 と算出される。 

 
図 7-6 マーケット基準対応の排出量の算定例 
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＜参考＞温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定例 
7.1.2(3) の算定例を温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の算出方法で

算定した場合、下記のとおりである。 
STEP1：温対法に基づく電気事業者別排出係数を用いて、排出量を算定 
調整後排出量を算定する際は、温対法に基づく電気事業者別排出係数の調整後排出係数を

適用する。 

 
STEP2： 排出量の調整に使用する証書等 38の決定 
Ｊ－クレジットは再エネ由来、省エネ由来、森林由来の全てが使用可能である。グリーン電

力証書についてはグリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証後、使用可能である。ま

た、その他に二国間クレジットも使用することができる。 

 
STEP3： 証書等使用後の排出量の算定 
証書等は CO2 量（kg-CO2、t-CO2 等）単位で使用する。ここでは、証書等を 230t-CO2 保有

しているため、全ての排出量を相殺することができ、排出量は 0t-CO2 となる。

 
 

  

                                                        
38 温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度では、国内認証排出削減量と称するが、本

紙の他の箇所と書きぶりを合わせて証書等と記載している。 
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7.1.3. 欧州の公的な GHG 排出量報告制度とスコープ２ガイダンスの関係 
欧州の公的なGHG排出量報告制度の概要と、スコープ２ガイダンスとの関係性を整理した。 
 
(1)  欧州議会・理事会指令 2014/95/EU39 
大企業による非財務情報および多様性情報の開示に関する規則を定めた指令であり、

2018 年以降の年次報告書に非財務諸表を含めることが要求されている。具体的には環境、

社会、人権の尊重ならびに自らの事業およびバリューチェーンにおける汚職および贈収賄

等に関する対応方針や、評価指標等が含まれる。この指令に基づいて各国が具体的な法律を

策定する責任を負っており、国レベルの報告スキームの多くはこの指令の要件に基づいて

構築されている。 
表 7-10 欧州議会・理事会指令 2014/95/EU の概要 

開始時期 2018 年（2014 年 10 月制定） 

対象企業 従業員 500 人以上の企業 

GHG 排出量の

算定手法 

企業が最も有用かつ適切と考える方法で関連情報を開示するための大

きな柔軟性を企業に与えており、企業は自由にガイドラインを選択す

ることができる。 

スコープ 2 の

マーケット基

準報告 

企業が必要と考える場合は、再生可能エネルギーについても報告する

よう言及。 

 
なお、2019 年 1 月に発行された「Report on Climate-related Disclosures」では、項目によって、

「Type1：開示すべきもの」、「Type2：開示を検討すべきもの」、「Type3：開示を検討しても

良い再エネ導入目標」の３段階に分類されているが、再エネ導入量や、再エネ導入目標は

Type2 に分類されている。なお、本ガイドの中には、連携している報告フレームワークとし

て、CDP 気候変動質問書、GRI、TCFD 等が挙げられており、さらに技術専門家グループの

メンバーには、CDP も加わっていることから、本ガイドは CDP のフレームワークも意識し

て策定された可能性が高い。 
 
 

  

                                                        
39 欧州委員会 HP：https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-
auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en、
https://ec.europa.eu/info/publications/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-
disclosures_en 
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(2)  イギリス「Mandatory Greenhouse Gas Reporting」40 
 欧州排出権取引制度（EU ETS）41の対象外の企業に対して、GHG排出量の報告を通じて、

GHG 削減に関する意識を高め、行動を奨励することを目的として制定された。 

表 7-11 Mandatory Greenhouse Gas Reporting の概要 

報告開始時期 2013 年 10 月（2013 年 6 月制定） 

対象企業 ロンドン証券取引所の主な市場、欧州経済領域市場に上場している、

又は、ニューヨーク証券取引所または NASDAQ で取引されているイ

ギリスの株式会社全てに適用される。政府はその他企業にも同様の報

告を奨励しているが、義務化はされていない。 

GHG 排出量の

算定手法 

2013 年 6 月に環境報告ガイドラインを発行しているが、「企業は自

社が責任を追う排出量を報告すべき」等の概念を示すものであり、具

体的な算定手法を指定しておらず、企業が適切と考える算定手法を使

用することができる。なお、ISO14064 の分類に準拠して算定対象の

排出を分類しているが、算定が必要な排出は GHG プロトコルのスコ

ープ１、２と同じである。 

2019 年 1 月に環境報告ガイドラインを更新し、GHG プロトコルのコ

ーポレート基準や ISO 14064-1、CDSB（Climate Disclosure Standards 

Board）のフレームワーク、GRI（The Global Reporting Initiative）のサ

ステナビリティ報告基準による報告を推奨している。 

スコープ 2 の

マーケット基

準報告 

環境報告ガイドライン（2013 年 6 月発行）は、スコープ２ガイダン

ス発行（2015 年発行）前に発行されたこともあり、再エネ調達量を

反映した報告について言及していない。 

2019 年 1 月発行の環境報告ガイドラインでは、再エネ調達量を反映

した報告も行うことを推奨している。 
 
 

  

                                                        
40 UK 政府 HP：https://www.gov.uk/government/publications/environmental-reporting-guidelines-
including-mandatory-greenhouse-gas-emissions-reporting-guidance 
41 EU 加盟国 28 カ国に加え、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーが参加。発

電所、石油精製、製鉄、セメント、化学等の 11,000 以上の大規模排出施設が対象となって

おり、EU の温室効果ガス排出量の約 45%をカバーしている。

（https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en） 
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(3)  フランス「Grenelle II」 
 
500 人を超える従業員を抱える企業が 3 年ごとにカーボンフットプリントの評価を行うこ

とを義務付けるために制定された。 
表 7-12 Grenelle Ⅱの概要 

報告開始時期 2012 年 4 月（2010 年 7 月制定） 

対象企業 ・上場企業：従業員が 500 人を超え、総資産の合計が 2,000 万ユーロ

を超える、または売上高が 4,000 万ユーロを超える企業 

・非上場企業：従業員が 500 人を超え、総資産または売上高が 1 億ユ

ーロを超える企業。 

GHG 排出量の

算定手法 

GHG プロトコルと ISO 14064-1 に基づくが、Bilan Carbone42の方法論

から得られた教訓（セクターごとの排出の重要性の違いが、共通の算

定手法の開発を妨げる可能性）にも基づき、多くの部門別ガイダンス

文書を開発してきた。なお、現在はすべての業界に対して合理化され

た算定手法を採用している。 

スコープ 2 の

マーケット基

準報告 

再エネ調達量を反映した報告について言及していない。 

 
 
(4)  ドイツ「the CSR Directive Implementation Act (CDIA)」 
CDIA は、非財務的開示に関する欧州連合指令 2014/95 / EU に基づき、2017 年 4 月以降の非

財務的開示を強化するために制定された。 
表 7-13 the CSR Directive Implementation Act (CDIA)の概要 

開始時期 2016 年 12 月 31 日以降に始まる会計年度（2017 年 4 月制定） 

対象企業 従業員 500 人以上の企業 

GHG 排出量の

算定手法 

原則を規定するものであり、法律で要求されている主要評価指標

（※）が開示されていれば、算定手法や報告の範囲、情報の質等は指

定されていない。 

※ 環境問題、従業員問題、社会問題、人権問題、贈収賄防止に関す

る指標。環境問題の指標は、エネルギー消費量、CO2 排出量、廃

棄物発生量等。 

スコープ 2 の

マーケット基

準報告 

再エネ調達量を反映した報告について言及していない。 

                                                        
42 フランスの製品カーボンフットプリントのプログラム 
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(5)  デンマーク「Danish Financial Statements Act concerning CSR Reporting」43 
 企業に対して環境や社会への影響を開示させることで、透明性を確保するために策定さ

れた。非財務情報開示の一環として、CSR方針に関する達成状況や、達成に向けた方針等を

年次報告書で公開することで、ステークホルダーが企業の業績を評価できるようにする。さ

らに、企業は環境への影響を減らすために長期目標を設定し、循環型社会戦略などの革新的

なアプローチを含めることが推奨されている。 

表 7-14  Danish Financial Statements Act concerning CSR Reporting 

開始時期 2009 年（2008 年制定） 

対象企業 従業員 500 人以上の上場企業又は国営企業、もしくは下記のうち 2 つ

以上に該当する企業。 

・総資産 1 億 5600 万デンマーククローネ 

・売上 3 億 1,300 万デンマーククローネ 

・平均人数 250 名の正社員 

GHG 排出量の

算定手法 

具体的な算定手法は規定されておらず、企業は自由に算定手法を設定

することができる。 

スコープ 2 の

マーケット基

準報告 

再エネ調達量を反映した報告について言及していない。 

 
 

  

                                                        
43 デンマーク商務庁 http://csrgov.dk/legislation 
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7.2. 再エネ（電気）の調達と価値の主張 
7.2.1. 国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱い 
本章では、国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱いについて記載する。 
まず、それぞれの国際的イニシアティブにおける証書等の要件は表 7-15 のとおりである。 
 

表 7-15 国際的イニシアティブにおける証書等の要件 

名称 証書等の要件 

CDP スコープ２ガイダンスに準拠 

SBT スコープ２ガイダンスに準拠 

RE100 

スコープ２ガイダンス準拠を基本とし、独自要件（以下）を追加 
・再エネと認める再エネ種を指定（太陽光・太陽熱、水力、風力、

地熱、バイオマス（バイオガス含む）） 
・再エネ電気調達手法として認める 7 種の調達手法を指定 

 
国際的イニシアティブの事務局等に確認した結果 44、CDP と SBT では、再エネ由来Ｊ

－クレジット、グリーン電力証書、非化石証書のいずれも利用可能であり、RE100 は再エ

ネ由来Ｊ－クレジット、グリーン電力証書及び非化石証書のうち政府によってトラッキン

グされた属性が付与されている非化石証書 45が利用可能である。 
まとめると、日本の証書等の国際的イニシアティブとの対応関係は表 7-16 のとおりであ

る。 
表 7-16 日本の証書等と国際的イニシアティブとの対応関係 

 CDP 
(GHG プロトコル準拠) 

SBT 
(GHG プロトコル準拠) 

RE100 
(GHG プロトコルをベー

スに独自要件あり) 

再エネ由来Ｊ－クレ

ジット 
○ ○ ○ 

グリーン電力証書 ○ ○ ○ 

非化石証書 ○ ○ 政府によるトラッキ

ング証書のみ○ 

  

                                                        
44 再エネ由来Ｊ－クレジットは、Ｊ－クレジット制度運営業務の受託者であるみずほ情報総研が、グリ

ーン電力証書は CDP Worldwide-Japan が、非化石証書は資源エネルギー庁が CDP、SBT、RE100 にそれぞ

れ対応関係を確認。 
45 非化石価値取引市場の利用価値向上に向けた検討の一環で、非化石証書のトラッキングに係る実証実

験を行うこととしている。 
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7.2.2. 需要家における再エネ調達方法の整理 
国内の現行制度下における、需要家の再エネ調達方法を整理し、再エネ調達方法の全体像を

図 7-7 に示す。また、それぞれの方法の詳細について、次ページ以降で解説する。 

 

 
図 7-7 国内の現行制度下における需要家の再エネ調達方法のオプション 

  

※１：小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者、特定供給を行う者 

※２：小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者 

※３：需要家自身で証書を使用する場合に加えて、他者が需要家のために代理で証書を使用する場合も含む。 

※４：グリーン電力証書をグリーンエネルギーCO2削減相当量として認証を受ける必要がある。 
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図 7-7 に示すそれぞれの再エネ調達方法について解説する。 
 
Ａ 需要家が需要場所内で再エネを自家発電し、自営線経由で自家消費 
需要家が需要場所内に設置した再エネ発電設備で自家発電し、実電気と環境価値が紐づい

た状態で需要家が使用するケースである。なお、再エネ発電設備がリース等であっても、そ

の電気を需要家が使用している場合は、自家発電とする。 
需要家は再エネ発電設備から発電した電気のうち、自家消費した量を測定する等により、

その分の「再エネ電気の使用」を主張することができる。 

 
 
Ｂ 需要家が需要場所外で再エネを自家発電し、自営線経由又は系統経由（自己託送）で自

家消費 
需要家が需要場所外に設置した再エネ発電設備で自家発電し、実電気と環境価値が紐づい

た状態で自営線経由又は系統経由（自己託送）で自家消費するケースである。なお、再エネ

発電設備がリース等であっても、その電気を需要家が使用している場合は、自家発電とする。 
 需要家は再エネ発電設備から発電した電気のうち、自家消費した量を測定する等により、

その分の「再エネ電気の使用」を主張することができる。 
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Ｃ 電力供給を行う他者から需要場所内で発電された再エネ電気を自営線経由で調達 
ESP（Energy Service Provider）等の需要場所内で電力供給を行う他者が需要場所内で発電

する再エネ電気を、実電気と環境価値が紐づいた状態で自営線経由で調達するケースであ

る。 
需要家は、小売電気事業者等との契約書等を根拠に「再エネ電気の使用」を主張すること

ができる。 

 
※５：需要場所内で電力供給を行う他者 
 
Ｄ 小売電気事業者等から非 FIT の再エネ発電設備で発電した電気を自営線経由もしくは

系統経由（料金メニュー別）で調達 
需要場所外の非 FIT の再エネ発電設備で発電した電気を、小売電気事業者等（小売電気事

業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者、特定供給を行う者）が実電気と環境価値が紐

づいた状態で自営線経由又は系統経由（料金メニュー別）で調達するケースである。 
需要家は、小売電気事業者等との契約書等を根拠に「再エネ電気の使用」を主張すること

ができる。 

 
 
※６：小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者、特定供給を行う者 
 
 
  

（※５） 

（※６） 
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Ｅ 電力供給を行う他者から非再エネ電気を自営線経由で調達し、需要家が調達した証書

等を使用 
ESP（Energy Service Provider）等の需要場所内で電力供給を行う他者が需要場所内で発電

する非再エネ電気を自営線経由で調達し、需要家が別途調達した証書等（再エネ由来Ｊ－ク

レジット又はグリーン電力証書）を使用するケースである。なお、他者が需要家のために代

理で証書等を使用する場合も含む。 
需要家は証書等の使用を以って、調達した電気の「再エネ価値の使用」を主張することが

できる。 

 
※７：需要場所内で電力供給を行う他者 
※８：再エネ由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力証書 
 
Ｆ 小売電気事業者等から実質再エネの電気を調達 
小売電気事業者等（小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者）が、非再エ

ネ電気又は非化石証書発行後の FIT 電気と非化石証書を組み合わせた電気を、実電気と環

境価値が紐づいた状態で自営線経由又は系統経由（料金メニュー別）で調達するケースであ

る。 
 需要家は、小売電気事業者等との契約等を根拠に「実質再エネ電気の使用」を主張するこ

とができる。 

 
※９：小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者 
  

（※７） 

（※８） 

（※９） 
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Ｇ 小売電気事業者等から非再エネ電気を調達し、需要家が調達した証書等を使用 
小売電気事業者等（小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者、特定供給を

行う者）から非再エネ電気又は非化石証書発行後の FIT 電気を系統経由で調達し、需要家が

別途調達した証書等（再エネ由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力証書）を使用するケース

である。なお、他者が需要家のために代理で証書等を使用する場合も含む。 
需要家は証書等の使用を以って、調達した電気の「再エネ価値の使用」を主張することが

できる。 

 
※１０：小売電気事業者、特定送配電事業者、一般送配電事業者、特定供給を行う者 
※１１：再エネ由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力証書 
 
 

  

（※１０） 

（※１１） 
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7.3. 需要家による再エネ証書創出・移転における注意点 
 
証書等は再エネの価値を他者に移転させるものであることから、１つの証書等が有する再

エネ価値やゼロエミ価値であることを複数の者が主張しないようにしなければならないた

め、需要家による再エネ証書創出・移転における注意点について整理した。 
 
原則として、証書等を創出・移転した者はその価値を主張できなくなり、証書等を購入・

使用したものが主張可能であるが、証書等によって考え方が異なるため証書等別に解説す

る。 
 

(1)  再エネ由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力証書を創出し、他者に移転した場合 
再エネ由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力証書を創出・移転した者は、再エネ価値を主

張することは出来ないため、他者に移転した時に二重主張の防止措置を実施する必要があ

る。具体的な防止措置は以下のとおり。 
 

1) 再エネ由来Ｊ－クレジットの場合 
再エネ由来Ｊ－クレジットを創出し、他者に移転した者（Ｊ－クレジット制度における

「排出削減活動の実施者」）は、再エネ価値や排出量がゼロであることを主張すること

はできない。二重主張の防止措置として、再エネ由来Ｊ－クレジットの再エネ相当量

（kWh、MWh 等）に対して、残余ミックス排出係数を乗算して算出された排出量を、

再エネ由来Ｊ－クレジットを創出し他者に移転した者の排出量に加算する。 
 

2) グリーン電力証書の場合 
グリーン電力証書（kWh、MWh 等）の発行対象の電力を発電し、グリーン電力証書を

他者に移転した者（グリーン電力証書制度における「グリーン電力発電者」）は、再エネ

価値や排出量がゼロであることを主張することはできない。二重主張の防止措置として、

グリーン電力証書量に残余ミックス排出係数を乗算して算出された排出量を、グリーン

電力証書の発行対象の電力を発電した者の排出量に加算する。 
 
＜参考＞日本における残余ミックス排出係数 
日本では、系統内で証書等が相殺した電気量と排出量をストックしたものが残余ミック

スであり、その排出係数が残余ミックス排出係数である。この残余ミックス排出係数は非化

石証書の発行により再エネ価値やゼロエミ価値の無くなった系統電気（FIT 電気）に適用す

る。 
日本における残余ミックス排出係数は、資源エネルギー庁ホームページにて「非化石証

書の使用によってゼロエミッション化された電気のゼロエミッション化前の排出係数の加

重平均値」として公表される予定。  
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＜参考＞温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出量算定時の留意

点 
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出量算定時には、自らが創

出したＪ－クレジット又はグリーンエネルギーCO2 削減相当量のうち、他者へ移転した量

（t-CO2）を、自らの排出量に加算する（「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」参照）。 
例えば、太陽光発電の電気を自家消費している排出量 300t-CO2 の A 社が、その太陽光発

電設備由来のＪ－クレジット（再エネ由来Ｊ－クレジット）200t-CO2 を創出して、排出量

600t-CO2 の B 社に売却した場合、A 社は販売したＪ－クレジット 200t-CO2 と同量を自らの

排出量に上乗せし、500t-CO2 と報告しなければならない。 
 

 
図 7-8 温対法における調整後排出量算出の際の二重主張の防止措置 

 
 

(2)  再エネ由来Ｊ－クレジットを他者から購入し、転売した場合 
他者から再エネ由来Ｊ－クレジットを調達し、転売した場合、創出者が既に二重主張の防

止措置を講じているため、転売者が二重主張の防止措置を講じる必要はない。 
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以上より、二重主張の防止措置をまとめると、表 7-17 のとおりである。 
 

表 7-17 それぞれの証書等における、二重主張の防止措置 

証書等 防止措置の実施者 

防止措置の内容 

スコープ２ガイダンス 
（参考）温対法に基づく

温室効果ガス排出量算

定・報告・公表制度 

再エネ由来Ｊ

－クレジット 
創出し、他者に移転

した者 
他者に移転した再エネ由

来Ｊ－クレジットの電気

相当量に、残余ミックス

排出係数を乗算したもの

を、自らの排出量に加算

する。 

他者に移転した再エネ由

来Ｊ－クレジットと同量

の CO2 量を自らの排出

量に上乗せする。 

グリーン 
電力証書 
（グリーンエ

ネルギー CO2
削減相当量認

証制度） 

グリーン電力証書

の発行対象の電力

を発電し、グリーン

電力証書を他者に

移転した者 

他者に移転したグリーン

電力証書発行量に、残余

ミックス排出係数を乗算

したものを、自らの排出

量に加算する。 

他者に移転したグリーン

エネルギーCO2 削減相当

量と同量の CO2 量を自

らの排出量に上乗せす

る。 
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7.4. 電力以外の環境価値の活用方策 
 国内における、電力以外の環境価値として、Ｊ－クレジット制度において、再生可能エネ

ルギー熱由来Ｊ－クレジットの熱量を併記しており、グリーンエネルギー証書の運営者で

ある一般財団法人日本品質保証機構ではグリーン熱証書を発行している。それらは、温対法

に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、国内認証排出削減量として活

用することができる 46が、国際的イニシアティブに活用可能かどうかは整理されていない。

これらの環境価値が国際的イニシアティブに活用可能かどうか、活用可能な場合はその算

定方法などの具体的な活用方法が整理されることで、国内企業の温暖化対策の推進、さらに

は再エネ投資の促進につながることが予想される。 
 

  

                                                        
46 グリーン熱証書はグリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証を受ける必要がある。 
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7.5. ガイダンスの作成 
「7 日本における課題」で整理した内容等を踏まえ、日本の現行制度の下で企業が GHG プ

ロトコルに適合した GHG 排出量の算定や再エネとしての価値を取得・主張する具体的な方

法をまとめた、電気の需要家向けのガイダンス（「国際的な気候変動イニシアティブへの対

応に関するガイダンス～日本において再エネを活用する企業のためのスコープ２ガイダン

スへの対応～」）を作成した。章番号及び章タイトルを表 7-18 に示す。 
 

表 7-18 ガイダンスの構成 

章番号 章タイトル 
1. はじめに  

1.1 ガイダンス策定の背景 
1.2 ガイダンス策定の目的 
1.3 想定する利用者 
1.4 本ガイダンスの構成 

2. GHG プロトコル「スコープ２ガイダンス」  
2.1 概要 
2.2 算定と報告に関する主な内容 

3. 「スコープ２ガイダンス」に対応した電気の温室効果
ガス排出量の算定  

3.1 データ収集の準備 
3.2 ロケーション基準手法に基づく算定 
3.3 マーケット基準手法に基づく算定 

4. 再エネ（電気）の調達と価値の主張  
4.1 国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱い 
4.2 国内における需要家の再エネ調達方法 

5. 再エネ証書創出・移転における注意点 
6. おわりに 
Appendix A 用語解説 
Appendix B 国際的イニシアティブの概要 
Appendix C 国内の再エネ証書等制度の概要 
Appendix D 小売電気事業者に排出係数を照会するときのポイント 
Appendix E 「我が国企業による国際的イニシアティブへの対応に

関する研究会」名簿 
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8. 研究会運営業務 
ガイダンス作成に係る検討を深めるために、有識者と省庁の関係部局から成る、「我が国

企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関する研究会」を開催した。研究会

の委員は、表 8-1 に示すとおり。 
 

表 8-1 研究会委員 

 氏名 所属 

座長 山地 憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 
理事長・研究所長 

委員 工藤 拓毅 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 
電力・新エネルギーユニット担任 理事 

馬場 未希 株式会社日経ＢＰ 日経ＥＳＧ編集 エディター 

藤野 純一 公益財団法人地球環境戦略研究機関 上席研究員 

吉高 まり 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 
環境戦略アドバイザリー部 
チーフ環境・社会（ＥＳ）ストラテジスト 

オブザーバー 一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 

一般財団法人日本品質保証機構 

環境省 
 
 
 

  



90 
 

３回開催した研究会の各概要は以下のとおり。 

(1)  第１回研究会 

第１回研究会は、一般傍聴を募集し、公開で開催した。 

日時 平成 30 年 10 月 29 日 （月）10:00-12:00 

場所 経済産業省 別館 3 階 310 会議室 

出席者 山地座長、工藤委員、馬場委員、藤野委員、吉高委員 
一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 高瀬シニアマネージャー 
一般財団法人日本品質保証機構 元川地球環境事業部長 
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力供給室 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 
電力・ガス取引監視等委員会 取引監視課 取引制度企画室 
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 

議題 1. 我が国企業による国際的なイニシアティブへの対応に関する研究会について 
2. 本研究会でご議論いただきたいこと 

議事 
概要 

1. 事務局より、国際的なイニシアティブの動向等について説明を行い、資料の内

容について質疑を実施し、国際的なイニシアティブと国内諸制度の対応関係の

理解を深めた。 
2. 今後の本研究会における検討の方向性について、ご意見をいただいた。主なご

意見は以下のとおり。 
 近年、積極的に気候変動対策に取り組む企業が増加しており、このタイミ

ングでガイダンスが出ることを歓迎する。 
 本研究会で扱うイニシアティブは、例示された 3 種（CDP、SBT、RE100）

に留めるのか、或いは TCFD などにまでスコープを拡げて議論する必要

があるのか整理が必要。 
 ガイダンス作成に当たってはユーザーが理解できることが肝要なので、証

書の概要説明にも十分な分量を充てるとともに、ガイダンス公表後も企業

の質問に答える仕組みを整えるべきである。また、本ガイダンスの内容は

定期的な情報のアップデートを要すると考えられるので、ガイダンスの運

用に関しても議論が必要ではないか。 
 企業ヒアリングの対象としては、投資家や TCFD に賛同する企業等を加

えた方が良いのではないか。また、今のところ関心を示していない企業に

関しても今後環境への取組を進める可能性・必要性が高いと予想される対

象に関してはヒアリングを行っても良いのではないか。 
 証書にマイナスイメージを持たれている方も一定数おられると感じてい

るので、証書が再エネ調達の良いツールの一つであることを事例紹介など

を通じて周知していただきたい。 
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(2)  第２回勉強会 

第２回研究会は、企業や委員各位による率直かつ自由な意見交換を確保するため、非公開で

開催した。 

日時 平成 31 年 1 月 15 日 （火）13:00-15:00 

場所 経済産業省 別館 3 階 302 会議室 

出席者 山地座長、工藤委員、馬場委員、藤野委員、吉高委員 
一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 高瀬シニアマネージャー 
一般財団法人日本品質保証機構 浅川地球環境事業部次長 
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 
電力・ガス取引監視等委員会 取引監視課 取引制度企画室 
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
需要家（企業） ６者 
小売電気事業者 ２者 
投資家 １者 

議題 1. 事業者等からのヒアリング 
2. ガイドライン骨子案について 

議事 
概要 

1. 平成２９年度、平成３０年度に実施した事業者等へのヒアリング結果について

説明を行った後、研究会に招聘した投資家・需要家・小売電気事業者それぞれ

に対してヒアリングを実施し、その内容に関して質疑が行われた。主なご意見

は以下のとおり。 
＜投資家＞ 
 SBT 設定済みの企業であっても、TCFD 対応のために最初から気候変動対

策を検討しようとするケースがあるが、その企業の一連の気候変動対策の

中でそれぞれに対応する方が望ましい。 
 現状では、各企業が気候変動への対応をどのように捉え、目標を設定して

取り組んでいるかを注視している。よって国際的なイニシアティブへの参

加は KPI の 1 つとして捉えている。 
＜需要家＞ 
 Scope2 ガイダンス準拠の排出係数については、データベース化し公開され

ていると、個社が小売電気事業者に問い合わせる負担が軽減されるので有

 事例集があると企業の理解の助けになると考えられる一方、恣意的な方向

に誘導するようなものとなる可能性もあるため、事例集の作成には注意が

必要である。 
 民間イニシアティブへの対応ガイダンスを政府として発信することの意

義を明確にすべきではないか。 
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難い。 
 証書やクレジットの経理上の扱いが良く分からない。 
 詳細で過不足のないマニュアルを作って頂きたい。例えば使用すべき排出

係数の時期などについて具体的に示して欲しい。 
 ガイダンスは分かりやすく簡潔なものとすることが望ましい。 
 証書やクレジットなどの最新の情報がタイムリーに入手できる仕組みを

ご検討頂きたい。 
 海外企業の対応例について紹介して欲しい。 
＜小売電気事業者＞ 
 政府のホームページにて Scope2 ガイダンス準拠の排出係数を公表するの

も一案ではないか。但し、その場合、温対法及び Scope2 ガイダンス準拠の

2 種類の排出係数が存在することになり、混乱を招く可能性があるため注

意が必要と思われる。 
 資料 6 中の“国内における再エネ調達方法”について、自社提供メニュー

と齟齬はないが、証書やクレジットを需要家に別途提供するケースについ

ても補記して頂きたい。 
 「電力の小売営業に関する指針」と整合した需要家向けガイダンスとすべ

きである。 
 

2. 事務局がガイダンス骨子案について説明を行い、意見交換を行った。主なご意

見は以下のとおり。 
＜委員＞ 
 温対法と Scope2 ガイダンスの違いをまず簡潔に示した後本論に入った方

が、再エネ調達経験のない企業にとっても理解しやすいガイダンスになる

のではないか。 
 全体としては簡潔に、ただ事業者が知りたいところはしっかり記載すると

いうメリハリが必要と考える。 
 排出係数の算定方法について、図解だけでなく算定ツールなども準備でき

れば利用者にとって有用ではないか。 
 今のガイダンス名では Scope1～3 が全てカバーされている印象を与えかね

ない。趣旨を明確にするよう副題を追加してはどうか。 
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(3)  第３回研究会 
第３回研究会は、一般傍聴を募集し、公開で開催した。 

日時 平成 31 年 3 月 12 日 （火）13:30-15:00 

場所 経済産業省 別館 3 階 312 会議室 

出席者 山地座長、工藤委員、馬場委員、藤野委員、吉高委員 
一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 吉岡シニアマネージャー 
一般財団法人日本品質保証機構 浅川地球環境事業部次長 
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力供給室 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 
電力・ガス取引監視等委員会 取引監視課 取引制度企画室 
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 

議題 1. 海外動向調査結果（欧州・米国出張報告）について 
2. ガイダンス案について 

議事 
概要 

1. 事務局より、資料２に基づいて説明を行い、資料の内容について質疑を実施し、

再エネ電力調達に係る海外動向の理解を深めた。 

2. 資料３に基づいて説明を行い、ガイダンスの内容や書きぶりについて、ご意見

をいただいた。委員の主なご意見は以下の通り 
 ガイダンスのサブタイトルに、再エネにガイダンスの主眼を置くこと、国

内で活動する海外企業も対象とすることの 2 点を盛り込んではどうか。 
 サプライチェーンの最上流にいる企業が、中小企業などのサプライヤーに

再エネ調達を依頼する際の使いやすさも考慮することが、本ガイダンスの

活用を考える上で有効ではないか。 
 GHG プロトコルの各種基準のうち Scope2 ガイダンスのみを取り上げる

理由、Scope2 ガイダンスと証書の関連性など、これから再エネ調達に取

り組む需要家にとって理解が難しいと考えられる点が散見されるので、ガ

イダンスの各要素のつながりを意識して内容をブラッシュアップしてい

ただきたい。 
 ガイダンス 1.2 において、本ガイダンス策定の目的は国際的なルールに基

づく再エネ価値の主張にあると記されているが、後半では国内制度につい

ても丁寧に説明され、両者を比較する形で国際的なルールについて理解す

ることも可能なので、本ガイダンスが国内ルールに詳しくない読み手にも

啓かれたものである点について言及してはどうか。 
 ガイダンス 2.2 (3)において、ガイダンス原文を訳しているためやや理解し

辛い文言があるので、括弧書きなどで補足してはどうか。 
 ガイダンス 3.3 (2)において、送電端、使用端の排出係数がどちらも算定に

使用できることが述べられているが、背景情報（送電線は Scope3 のバウ

ンダリに含まれること）等を知らないと理解が難しいので、簡単に補足し

てはどうか。 
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 ガイダンス 4.2 において、“～等”という書きぶりが多く見受けられるの

で、具体例を挙げるなど、需要家の混乱を招かないよう丁寧に説明しては

どうか。 
 これから再エネ調達に取り組む需要家にとってなじみのない用語がガイ

ダンス中に多く登場するので、用語集の拡充や用語集を冒頭に配置するな

ど検討していただきたい。また、用語の統一性も高めていただきたい（“系

統”と“グリッド”など）。 
3. 資料４に基づいて説明を行い、今後の進め方について、ご意見をいただいた。

委員の主なご意見は以下の通り 
 問い合わせ対応の窓口設置に当たっては、本ガイダンス単独ではなく関連

施策へのリンクが充実したホームページを製作していただきたい。 
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57 図6-8

59 図6-10

RGGOの償却量の推移

水素のライフサイクルCO2排出量評価

二次利用未承諾リスト

委託事業名：
平成３０年度国内における温室効果ガス排
出削減・吸収量認証制度の実施委託費（国
内における環境価値取引市場の動向調査）

報告書の題名：
平成３０年度国内における温室効果ガス排
出削減・吸収量認証制度の実施委託費（国
内における環境価値取引市場の動向調査）
報告書

受注事業者名：みずほ情報総研株式会社

RGGOに記載される情報（例）

タイトル
北アメリカ地域のトラッキングシステム
販売先別のGreen-eエナジー認証の発行量
GGCSの概要
GGCS運営パートナー


	平成30年度国内における環境価値取引市場の動向調査業務報告書
	1. 事業目的
	2. 国際的イニシアティブの動向の整理
	2.1. GHGプロトコル
	2.1.1. 運営主体
	2.1.2. 概要
	2.1.3. 2018年度の動向

	2.2. CDP
	2.2.1. 運営主体
	2.2.2. 概要
	2.2.3. 2018年度の動向

	2.3. SBT
	2.3.1. 運営主体
	2.3.2. 概要
	2.3.3. 2018年度の動向

	2.4. RE100
	2.4.1. 運営主体
	2.4.2. 概要
	2.4.3. 参加企業
	2.4.4. 再エネ電力の調達方法


	3. 海外のトラッキングシステム等の動向の整理
	3.1. The Guarantee of Origin
	3.2. I-REC
	3.3. RECs15F
	3.3.1. RECsの概要
	3.3.2. 米国のトラッキングシステム（WREGIS16F の例）

	3.4. Green-e17F
	3.4.1. Green-eエナジーの近年の動向
	3.4.2. Green-eエナジーの認証プロセスとトラッキングシステムとの関係


	4. 国内制度等の動向の整理
	4.1. Ｊ－クレジット制度
	(1)  概要
	(2)  2018年度の動向

	4.2. グリーン電力証書
	(1)  概要
	(2)  2018年度の動向

	4.3. 非化石価値取引市場
	(1)  概要
	(2)  2018年度の動向


	5. 技術動向の整理
	5.1. 電力事業におけるブロックチェーン技術の活用動向
	5.2. 国内外の活用事例

	6. その他海外動向の整理
	6.1. PPA・VPPA26F
	6.1.1. 米国におけるPPA・VPPAの概要
	6.1.2. 米国におけるPPA・VPPAの動向
	6.1.3. PPA・VPPAに対する民間企業の捉え方

	6.2. バイオマス由来のガスや水素等の環境価値
	6.2.1. 欧州におけるガス源証明
	6.2.2. 水素の環境価値評価に関するCertifHyプロジェクト


	7. 日本における課題
	7.1. GHGプロトコルスコープ２ガイダンスの算定方法及び温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法等について
	7.1.1. GHGプロトコル「スコープ２ガイダンス」30F の概要
	(1)  報告に関する主な要求事項
	(2)  排出係数の優先順位
	(3)  証書の主な要求事項
	(4)  再エネ証書のゼロエミ化効果

	7.1.2. スコープ２ガイダンスに対応した電気のGHG排出量の算定と温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法について
	(1)  データ収集の準備
	(2)  ロケーション基準手法に基づく算定
	(3)  マーケット基準手法に基づく算定

	7.1.3. 欧州の公的なGHG排出量報告制度とスコープ２ガイダンスの関係
	(1)  欧州議会・理事会指令2014/95/EU38F
	(2)  イギリス「Mandatory Greenhouse Gas Reporting」39F
	(3)  フランス「Grenelle II」
	(4)  ドイツ「the CSR Directive Implementation Act (CDIA)」
	(5)  デンマーク「Danish Financial Statements Act concerning CSR Reporting」42F


	7.2. 再エネ（電気）の調達と価値の主張
	7.2.1. 国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱い
	7.2.2. 需要家における再エネ調達方法の整理

	7.3. 需要家による再エネ証書創出・移転における注意点
	(1)  再エネ由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力証書を創出し、他者に移転した場合
	(2)  再エネ由来Ｊ－クレジットを他者から購入し、転売した場合

	7.4. 電力以外の環境価値の活用方策
	7.5. ガイダンスの作成

	8. 研究会運営業務
	(1)  第１回研究会
	(2)  第２回勉強会
	(3)  第３回研究会


	（様式２）二次利用未承諾リスト
	Sheet1


