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温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会（第7回会合） 

平成２４年２月２４日 

日時：平成24年2月24日（金）10：30～11：04 

場所：経済産業省別館1111号室 

議題 

１．太陽光余剰買取制度に伴う CO2について排出係数の調整方法について  

２．その他 

 

【江澤室長】  それでは定刻になりましたので、ただ今から温対法に基づく事業者別排出係数

の算出方法等に係る検討会第7回会合を開催させていただきます。 

 まず、山地座長からごあいさつをいただきたいと思います。 

【山地座長】  お集まりいただきありがとうございます。久しぶりの会合ですが、本日の議題

は資料にもありますが、既に実施されている太陽光の余剰買取制度に伴う CO2排出係数の調整方

法についてです。この制度は皆さんご存じのように2009年11月から開始されておりまして、買

取費用の負担も行われております。これについては、前回までに、ある程度対応の案を考えてい

ただいて、絞り込みもある程度できていますが、多少宿題もあったので、今日はそのあたりの報

告もいただきます。 

 それから、7 月からは再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度が始まる見込みであります

から、それも少し念頭に置いていただいた方がよろしいかと思います。 

 また、その他の方でグリーンエネルギー証書の CO2削減相当量についても、認定するというこ

とが始まっておりますので、それの扱いについては、これは決める事項ではありませんが、どう

いう問題点があってどう対応するか、そのあたりの議論を整理したものを少し紹介させていただ

くことになっております。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 では、議事に入っていきますが、まずは事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

【江澤室長】  資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。議事次第に

資料のナンバーが振ってありまして、資料1、委員名簿。資料2、太陽光余剰買取制度に伴うCO2

排出係数の調整方法について（案）。以降、資料3、資料4、資料5まででございます。 

 資料4についてはパブリックコメントの1枚紙に、後ろに改正する通達の案をお付けしており

ます。資料の不足等あれば、事務局の方にお願いいたします。 

【山地座長】  資料はよろしいでしょうか。また進行の中で欠落等あれば、事務局の方に言っ

ていただければと思います。 
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【山地座長】  それでは今日の主たる議題である太陽光余剰買取制度に伴う CO2 排出係数の調

整方法について、資料2を使ってご説明をお願いいたします。これは、中野補佐です。 

【中野補佐】  電力基盤整備課の中野です。資料2に基づいてご説明させていただきます。 

 1 ページですが、少し前の話になってしまうのですが、前回第 6 回の本検討会において太陽光

余剰買取制度の下で、一般電気事業者とPPSの需要家に公平に環境価値を分配するための排出係

数の調整方法について、下の四角にある三つの案をご検討いただきました。 

 案1が、CO2排出削減相当量によりCO2排出量で調整するという案でございます。案2が調整電

力量による CO2排出量での調整、案 3 が、販売電力量での調整ということで、概略だけ説明させ

ていただきます。 

 案 1 が、実 CO2排出量から負担に応じた太陽光発電による CO2排出削減相当量を算出しまして、

これを減算・加算して調整して、販売電力量で除すという方法でございます。 

 案 2 が、実 CO2排出量を販売電力量に対する調整電力量の割合を乗じて調整して、販売電力量

で除して算出するという方法でございます。 

 案 3 は、販売電力量に調整電力量を加算・減算して調整したもので CO2排出量を除して算出す

るものでございました。 

 8ページ、9ページに参考資料を付けさせていただいていますが、8ページのメリット・デメリ

ットであるとか、9ページのスキーム図なども踏まえまして、議論をしていただいた結果として、

2 ページに戻っていただきまして、検討結果というところの一つ目の丸、本検討会としては案 2

が妥当との結論を得ております。 

 ただ1点だけ、二つ目の丸ですが、案2を採用した際に生じる余剰買取調整後排出量を算出す

る際に、一般電気事業者に加算する分と、PPSから減算するCO2排出量については誤差が生じると

いうことで、この点について事務局において整理をするということが宿題となっておりました。 

 1 ページめくっていただいて 3 ページですが、その宿題となっていた誤差についてですが、一

つ目の丸で書かせていただいています。今までこれを誤差と申してきておりましたが、この差の

本質というのは太陽光余剰買取の CO2削減価値について、一般電気事業者に集中していたものを

PPSのCO2削減価値として再分配した結果として生じるものということですので、誤差とするのは

少し語弊があるのかなということで、明示的に書かせていただいているところです。 

 実際に差の程度の検証についてですが、真ん中の表をご覧になっていただいて、方法1とある

ところは、すなわち先ほどご紹介させていただいた案2の算出方法によって算出した場合ですが、

一般電気事業者平均ですとプラス約 9.9 万トン、係数で言うとプラス 0.0001kg- CO2/kWh となり

まして、これに対して PPS 平均ですとマイナス約 10.9 万トンとなりまして、係数で 0.0056kg- 
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CO2/kWhということで、1万トン程度差が出る形になっております。 

 方法2というのが、これに対して一般電気事業者とPPSで量の差がないとした場合の係数です

が、その場合、PPS の係数が 0.0051kg- CO2/kWh になりまして、方法 1 と方法 2 で比較した場合

の差が約 0.0005kg- CO2/kWh になります。つまり、案 2 で制度を回していくとしてもこの差は僅

少であって、有意な影響を生じるものではないということが言えるかと思いますので、案2を成

案とするということで考えております。 

 4 ページですが、以上を踏まえまして案 2 を実際に形にする際の通達の改正案を示しておりま

す。改正案としては、規定ぶりとしては、1.（5）の赤字のところにありますように、実二酸化炭

素排出量に、販売電力量に対する、余剰買取制度による余剰買取費用の負担に応じた調整電力量

の割合を乗じて調整した量という規定ぶりになっております。 

 そのほか、次のページに今まで整理をさせていただいた計算方法を詳細に落とし込んだものを

別紙9という形で規定することとしておりまして、そちらを記載させていただいております。 

 6ページの今後のスケジュールのところですが、こちらの詳細は後述いたしますが、1点だけ。

下の※印のところで、先ほど座長の方からも言及していただきましたが、全量買取制度を今年の

7 月をめどに入れていくことになるのではないかと思われますが、こちらにおける環境価値の取

り扱いについては、実際に温対法に基づく算定・報告・公表を行うことになる平成25年度からの

運用開始に向けて、同制度の施行状況も見ながら、引き続き検討していくことになるのではない

かと思います。ということで、今回の議題としては扱わないということで整理をさせていただい

ており、次回以降の課題とさせていただければということでございます。 

 私の方からは以上です。 

【山地座長】  どうもありがとうございました。しばらく時間がたっていますので、思い出し

ていただくのに少し時間がかかるかもしれませんが、思い出していただいて。案 1、案 2、案 3

とあったわけですが、あまり余計なことを言わない方がいいかもしれないですが、7 月からの全

量買取のときは余剰買取も含めて、全国で一律に賦課金計算をするのですが、今の余剰買取の現

行制度は、電力会社の供給地域ごとに負担金計算している。しかし、いずれにしてもその間の量

は、先ほどの3枚目のスライドの試算のところは2020年度想定なので、かなり大きい買取量でこ

の程度ということですので、結局7月までのところはまだまだ現行、太陽電池400万kWぐらいの

ものですから、有効数字で言うと kg- CO2/kWh で 3 桁でやるということなので、明らかに桁落ち

の領域に入るということでもあります。 

 そういうことも念頭に置いて、この事務局の提案は試算もしていただいておりますので皆さん

のご議論をいただいて、今日はここで成案を得て、パブコメにかけるという手順にしたいと思い
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ます。質問を含めて皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

【工藤委員】  今、座長にフォローしていただいたので一応確認したかったのは、実務的に今

の温対法の排出係数の計算とかの実務が、有効数字3桁で出ている資料と、ここの試算は2桁で

やっていたりしているのですが、実際には何桁の数字を事業者の皆さんは計算しているのか。そ

して、その際の数字の丸め方は何桁目を四捨五入なのか切り捨てなのか、その辺のところを少し

確認した上でこの数字の意味合いをもう一度検証したいと思ったのですが、その辺はいかがでし

ょう。 

【中野補佐】  4桁目を四捨五入して、3桁でやらせていただいております。 

【工藤委員】  そういう意味では、この数字は総括されたように、有効数字のうんぬんかんぬ

んの重大性という観点から見ても、かなり小さい数字ということが確認できたということでいい

と思います。分かりました、ありがとうございます。 

【山地座長】  ほかにいかがでしょうか。特にご異論なしということでよろしいでしょうか。

では島田委員、どうぞ。 

【島田委員】  当面はこれで問題ないと思いますし、10年ぐらいのタームでもそうなのかとも

思います。例えば7ページのスライドのイメージ図で、練習問題的に今回の数式に当てはめて弾

いてみますと、この例題ではPPSのマーケットシェアが大体7分の1ほど、14％で、この条件で

従来誤差と言っているもので今回、差と言ったものがゼロになるような条件は、ざっと計算して

みると PPS の CO2排出量のシェアが大体 17％程度ということになりますが、そういう意味で PPS

の排出係数が少し高い条件でゼロになるようなことになりますが、いずれにしてもそういった

PPSのマーケットのシェアと、それから一般電気事業者とPPSの間のCO2の排出係数の差で、誤差

が広がったり縮まったりする性格のものですので、今回言っている差がどのようになっているの

か、事務局の方で定期的にチェックしながらこの制度を運用されてはどうかと思いました。以上

でございます。 

【山地座長】  いかがですか。 

【中野補佐】  ありがとうございます。ご指摘は非常に重要な点だと考えておりまして、われ

われも今回ここで整理をして、もうフォローしないというようには全く考えておりませんで、実

際に生じる差がどのように動いていくかというところは引き続き、しっかりフォローしておきた

いと思っております。 

【山地座長】  ありがとうございます。ほかには、いかがでございましょう。はい、ではどう

ぞ、釜谷さん。 

【電気事業連合会・釜谷部長】  電気事業連合会でございますが、オブザーバーの立場ですが
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発言を許可していただきましてありがとうございます。 

 電事連といたしましても、今回の案については何ら異論のあるところではありません。1 点だ

け先走ったようなお願いで恐縮なのですが、通達の改正案のところ、5 ページ、別紙 9 の中段ぐ

らいに、PPS さんの販売電力量は環境省および経産省の方から公表する数字を用いると書いてあ

りますので、この公表に際しては、報告期限までとの余裕を持って公表していただけるように、

ささやかですがお願いをさせていただきたいと思います。以上でございます。 

【中野補佐】  われわれも制度を円滑に回していきたいと思っておりますので、そこはなるべ

く早く公表ができるような形でさせていただきたいと思っています。また、タイミング等につい

ては調整をさせていただければと思っております。 

【山地座長】  はい。ほかにはいかがでございましょう。よろしいでしょうか。そうしますと、

資料2の4ページのところに通達の改正案が出ていますが、これでもってパブリックコメントを

行うということでよろしいでしょうか。はい、工藤委員、どうぞ。 

【工藤委員】  すみません。今、島田委員がおっしゃったことは私も賛成なのですが、恐らく

チェックをして、そしてその数字を表に出して、ある程度このぐらいの差ですと言うときに、

0.0005とかいう表記だけだとイメージがわきづらいところがあるので、パーセントでも何でもい

いのですが、どういうものに対してどの程度のウエートということが分かるような数字のインジ

ケーターではないですが、数字的な示し方も工夫しておいた方が、こういう意味でこの部分につ

いては寄与しているという分かりやすさというものを配慮していただけたらいいのではないかと

思いました。以上です。 

【中野補佐】  ご指摘ありがとうございます。例えば、その時点で最新のPPSの排出係数に対

してどれくらいとか、示し方はいろいろあると思いますので、そこは検討させていただければと

思いますが、ご指摘を踏まえて分かりやすい形で公表ができるような整理でフォローさせていた

だきたいと思います。 

【山地座長】  はい。それでは今まで貴重なご意見をいただきましたので、事務局の方でもそ

れはある程度反映して対応するということでございますので、パブリックコメントにおける通達

の改正案としては、4 枚目のこの形態で。そういう分かりやすい解説を心がけていくということ

で、進めていくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

【山地座長】  そうしますと、主たる議題は実は終わりまして、あとは資料3がございまして、

グリーンエネルギー証書制度等における排出削減量の取り扱いに係る留意事項についてというの

がございますので、ご説明をお願いいたします。 



6 

【坪口補佐】  環境省地球温暖化対策課の坪口でございます。私の方から説明させていただき

ます。 

 資料3でございます。グリーンエネルギー証書における取り扱いに係る留意事項についてとい

うことでございます。グリーンエネルギー証書については現在、温対法に基づく算定・報告・公

表制度を排出量のオフセットに使うという方向で調整をさせていただいておりまして、それに伴

って電力係数に係る問題について論点を整理させていただいているというのが、このペーパーの

趣旨でございます。 

 1 ページでは、グリーンエネルギー証書の認証のスキームについてご紹介をさせていただいて

おります。グリーンエネルギー証書については、再生可能エネルギーの発電事業者がその環境価

値を切り出して売却可能にするという制度でございまして、この制度について温対法の算定・報

告・公表制度に位置付けるという目標の下、信頼性なり厳格性を担保するということで、このス

キーム図の赤線囲みのところですが、資源エネルギー庁と環境省が事務局となって、グリーンエ

ネルギーCO2認定委員会ということで、こういった形のスキームを作って、しっかりと認証してい

くという体制を取っているところでございます。 

 次のページですが、こうした体制の強化を受けまして、算定・報告・公表制度に活用するとい

う方向で整理をしているところでございます。 

 係数の関係ですが、そうした場合に下の概念図に書いてありますが、電力証書が認証され、そ

れをここでA事業者というふうに書いてありますが、そこがオフセットとして使うとなった場合

には、一方の電気というものついては環境価値、その CO2削減量を加算することをしない限りは

ダブルカウントの問題が生じるであろうということを二つ目の丸で書かせていただいております。 

 この件については、前回のこの検討会でご議論いただいた J-VER（オフセット・クレジット）

を入れるときに整理をさせていただいたJ-VERの一部の小水力の発電クレジットの方法論と同じ

構図であるということを三つ目の丸に書かせていただいております。 

 こうした理解の下、最後のペーパーですが、対応方針と論点というふうに書かせていただいて

おりますが、一つ目の丸のところについては、環境価値のダブルカウント排除を行うことにする

ためには、排出削減量を加算する必要があるのではないかということで書かせていただいており

ます。 

 なお、そうしようとした場合に、二つ目の丸のところですが、電力事業者さんがその排出係数

を算定する際に、きちんと無効化の有無だとか認証削減量の情報について、電力事業者さんに通

知がなされるような制度整備を行う必要があるのではないかというところが1点目でございます。 

 最後の丸のところですが、これは「期ずれ」の問題でして、グリーンエネルギー証書の方につ
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いては認証された年度を無効化の期限というふうに整備をされているところですが、J-VER の特

定の方法論についても同様な形でクレジット無効化の期限を設定することによって期ずれの問題

を解消する必要があるのではないかという論点を書かせていただいております。 

 こうした論点につきまして、関係各省と調整をさせていただいた上で、できましたら来年度の

係数検討会にご報告・ご検討をいただきたいという趣旨でございます。以上でございます。 

【山地座長】  はい。ご説明ありがとうございました。それでは今の事務局の説明につきまし

て、ご意見、ご質問等ございましたらいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、で

は工藤委員どうぞ。 

【工藤委員】  ありがとうございます。特に最後の対応方針と論点のところの 2 番目、3 番目

に関して若干コメントしたいのですが、一つはこのグリーン電力認証制度の開発・運営を行った

段階で、環境価値のダブルカウントは非常に神経を使って対応するよう制度設計しております。 

 そういった意味で、どの発電設備から発電され認証された電気か、それぞれの1kWhベースのシ

リアル番号を全部振って、それが最終的にどの需要家にわたっているかということを、証書発行

事業者に報告してもらうという管理をしております。ですので、ここで懸念されている、もしく

は制度上、情報をちゃんと提供して、そしてそれで調整をするための制度的の環境、情報の公表、

透明性は既にあると思いますので、納得性のあるような報告なり何なりが必要であるならば、適

宜ご検討いただければいいのではないかという気がいたします。 

 それから期ずれの話ですが、ご指摘のとおり基本的には今は、どの時期に発電されたものを最

終的な需要家が選択するかというところに委ねているような制度になってはおります。必然的に、

やはりそれは5年も10年も前のものを買うのか否かという話と、恐らくはこういう報告制度にな

ってきますので、若干モチベーションが変わってくる可能性を否定はしないですが、どのくらい

の期間なのかということ以上に、やはり日本としてクレジット制度のフレキシビリティをある程

度考えながら、どのくらいの期間が妥当であるかみたいなことを検討する必要があるかと思いま

す。恐らく国内クレジット制度の方も、当初は京都議定書の第1約束期間に対応することを考え

られていたと思いますが、将来的な報告制度なり何かしらのプログラムの期間と整合性を持った

フレキシビリティをある程度持たせた方がいいのかなという気がいたします。以上です。 

【山地座長】  はい、ご意見ということですね。それから、工藤さんも私もこのグリーンエネ

ルギーの CO2削減相当量の認定に関係していますので、仕組みとしては対応可能だということで

すね。私もそう思います。 

 全量買取が始まったときに、グリーン電力証書の場合は自家消費部門を認証するのがかなり遅

れてきていまして、ある意味そこですみ分けができてダブルカウントの部分が総体的には減って
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くるのではないかと思っていますが、しかしこれも実態を見なければ分かりませんので、こうい

う対応を留意しておくことは重要だと思っております。 

 ほかに何かご質問とかご意見とかございませんでしょうか。はい、森口委員、どうぞ。 

【森口委員】  今のグリーンエネルギー証書の話に限らず、環境価値のダブルカウントという

話は慎重に考慮する必要があるということはそのとおりだと思います。ここでJ-VERの話にも触

れられておりますが、国内クレジットの認証の方に私はかかわってまいりましたので、その点か

らも確かに、この種の検討は非常に重要かと思います。 

 その一方で、先ほどの議題1でも発言をしようかしまいか少し迷っていたのですが、昨今の電

力の供給事情にかんがみますと、電力の排出係数は大きく状況が変わっているでしょうし、また、

私は排出量の算定、インベントリの方の検討にも携わっております。そちらに今、議題になって

おりますが、例えば燃料種別の排出係数、端的に言えば電力の場合には石炭の排出係数も長い間

見直しが行われないまま使われているということで、そこで出てくるであろう誤差に比べれば、

非常に小さい数字の議論をしているということになろうかと思います。 

 もちろん、事業者間の公平性であるとか、そういうこともしっかりと官が調整をすることは必

要かと思いますが、現在経済産業省さんあるいは環境省さんがこのエネルギー・電力分野におい

て特に国民の信頼という意味で取り組まなければいけない課題がたくさんある中で、こういう細

かい議論にわれわれが時間を割いていること自体が果たしてよろしいのかどうかと。そういう観

点からも、ものを考える必要があろうかと思います。 

 少し脱線して大変恐縮ですが、昨年3月23日に国内クレジットの委員会が開かれまして、私は

筑波におりましたので、地震の影響が東京よりもひどかったこともありまして、とてもそれどこ

ろではありませんでしたし、今日もちょうどここへ来る前も、東葛のホットスポットで少し気に

なることがあって、寄って来ましたが、東葛ホットスポットは3月21日でございます。そのよう

な状況の中で、果たしてああいう議論をするのはいかがなものかということで、私はぜひ委員会

は延ばしていただきたいということを強くお願いしたわけですが、粛々と日常業務もされるとい

うことでございました。そういったことも含めまして、今、霞ヶ関でどういうことに時間を割く

べきかということについては、十分に考慮を願いしたいと思っておりまして、島田委員がおっし

ゃったように、もちろん今は大した数字ではなくても、ゆくゆくは大事な問題になってくるとい

うこともあろうかと思います。 

 それから、中には一度決めると、後でそれがすごく効いてくるという不信感もあろうかと思い

ますので、最初の段階でちゃんと意見を言っておかないといけないということもあろうかと思い

ますが、今はそういうご時世でもないと思いますし、この会議も公開で開かれておりますので、
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チェック機能は十分に働くと思います。ですから、重大なものをどこに官のリソースなり、われ

われ外部から中立性・透明性を担保するための意見を述べることを期待されている人間が時間を

割くべきかということについて、この間、かなり私自身は思うところがございますので、今日は

長々と議論をするよりは、もうさっさと決められることは決めて、ほかの大事なことに時間を充

てたいという思いもございますので、それで1については黙っておりました。と言いながらこの

ような発言をして時間を取りまして大変恐縮でございます。 

【山地座長】  はい、ありがとうございました。先ほどの島田委員との関係での議論もありま

したが、当然、今後の動向をチェックしていって、現在は無視できるようなものも、大きくなっ

てくれば当然取り扱うというスタンスだと思います。 

 ほかにはよろしいでしょうか。それではこれは留意事項ということですので、皆さんそういう

意味では認識は共有されていると思います。 

 粛々と進んでまいりまして、続いて資料 4、パブリックコメントについて、ご説明をお願いい

たします。また、中野さんです。 

【中野補佐】  資料4ですが、先ほど一つ目の議題でパブリックコメントにかけていくという

ところをご了解いただきましたので、その後ろに付けている通達の改正案、具体的には2ページ

目に該当個所がありますのと、あとは6ページ目に、ここがやや関連改正的なものですが、改正

個所がありますのと、あと後ろについている別紙9であるとか、あと、報告の様式です。こうい

ったものをこういう形で改正しますということで、早ければ今日からパブリックコメントにかけ

させていただきたいと思っております。以上です。 

【山地座長】  ありがとうございました。ということでございますが、内容的には最初の議題

で確認したところでございますが、よろしいでしょうか。はい、では速やかに進めていただけれ

ばと思います。 

 そうしますと、最後、今後のスケジュール等ですね。資料5は江澤さんのご説明ですか。 

【江澤室長】  需給室長の江澤でございます。委員の皆さまのご指摘、どうもありがとうござ

います。正確な的確な運用に努めてまいりたいと思っております。 

 今後のスケジュールですが、ただ今重複の部分がありますが、本日の検討会でお決めいただい

た内容につき、パブリックコメントを実施いたします。通達の改正、運用開始は4月の1日を考

えておりまして、7月の末には各電気事業者の方から報告がなされるという運びでございます。 

 この後も、いろいろこの7月から全量買取制度が始まるとか、そういったものも踏まえまして、

適宜制度をまた見直していくことを今後考えていきたいと思いますので、またよろしくお願いい

たします。以上でございます。 
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【山地座長】  今後のスケジュールについて、何かご質問・コメントはございますか。よろし

いですか。特になければ、こういうことで進めていただきます。それと、今日の資料と議事につ

いては、経済産業省と環境省のホームページで公表するということでございます。 

 以上で予定議事はすべて終了でございますが、何か出し忘れたりは。はい、今日、いろいろご

意見をいただきましたが、パブコメにかける本体のところの、先ほどマーカーで入れたところに

関しては特に修正はございませんが、説明ぶりを少し、いろいろ問い合わせがあったときの対応

とかは、今日の皆さんのご意見を踏まえて対応していただくようにお願いしておきます。という

ことでよろしいですね。特に何か、パブコメにかける資料を修正するということは。 

【江澤室長】  パブリックコメントを受けた修正があれば、4 月までに再度検討会を開くのは

ちょっと。 

【山地座長】  そういうことですね。失礼しました。ちょっと私の理解不足がありまして。今、

今後のスケジュールで説明がありましたように、もう1回この委員会を4月1日前に開くという

ことはできませんので、パブコメを経て、何か修正がある場合については私にご一任いただくと。

すみません、大事なことを忘れておりました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございま

した。それで、ちょうどすべて終わりです。30分少々で終わりましたが、効率的な運営にご協力

をいただきましてありがとうございました。 

【山地座長】  それでは本検討会を閉会させていただきます。どうもご多忙のところご出席い

ただきありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


