
 

 1 

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14回会合） 

 

日時 平成29年２月28日（火）８：30～10：30 

場所 経済産業省別館１階 104会議室 

 

○曳野室長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法

等に関する検討会、第14回の会合を開催させていただきます。 

 以降の議事進行は山地座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○山地座長 

 大変、朝早くからお集まりいただき、ありがとうございます。 

 今回、幾つか検討する事項がありますので、議事次第に沿って進めてまいりたいと思います。

あらかじめ論点を言っておきますと、前回、話題になりました名称の件です。事務局のほうでの

合意案があるということなので、それをご議論いただく。それからもう一つ、電力システム改革

が進んでおりますから、それに対応することですね。ネガワット取引とか、グロスビディングと

か、あと大きいところでは非化石価値証書の取引というのがあります。そういうものに対応して、

温対法に基づく排出係数の考え方、算定の仕方を議論していきたいと思います。 

 では、議事次第に沿って進行していきますが、まず資料２、これは資料をまとめてありますの

で、これを一括して事務局から説明していただいて、その後、論点に分けて議論を進めたいと思

います。 

 では、資料２の説明をお願いいたします。 

○曳野室長 

 ありがとうございます。では、お手元の資料２、現行の係数算出方法における課題と対応（案）

という資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

 まず、１ページをごらんいただければと思います。今、山地座長からもお話がありましたよう

に、大きく分けて三つでございます。開催という意味では前回でございますが、前々回からの継

続ということで名称の話、それから今座長のお話にありましたとおり、システム改革の関連、貫

徹小委員会の関連での論点ということで、三つございます。順を追ってご説明をさせていただき

ます。 

 まず、３ページをごらんください。名称の関係でございます。昨年６月の本検討会において、

排出係数算定におけるＦＩＴ電気の取扱いにおいて、需要家に誤認を与えないという観点からご
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議論をいただきました。ＦＩＴ電気に係るそのＣＯ２排出量の計算について、実排出係数算定の

段階で、加算の処理を最初に調整してしまうということについては、小売電気事業者が価値を訴

求できなくなるという意見、それから物理的にＣＯ２排出しないという事実は残すべきというご

意見、さまざまございました。 

 一方で、需要家のわかりやすさという点では、政策的な配慮から名称変更を検討するというこ

とについてはご異論なかったということでございまして、変更案として、例えば発電時排出係数、

販売時排出係数の別であるとか、あるいは物理的、経済的、発電、小売といったようなご意見が

あるところでございます。 

 これを踏まえて、事務局のほうで改定案としてまとめたのが４ページでございます。まず、前

提として、排出量と排出係数について、それぞれ呼び名が異なるということはわかりにくいとい

うことで、そこは名称をそろえるということが妥当ではないかと考えられます。まず、実排出係

数につきましては先ほど申し上げたとおり、発電時の排出係数、物理的排出係数といったもの、

それから調整後排出係数については、販売時排出係数、あるいは経済的排出係数といったご意見

がございました。これについては、現行の実排出量と調整後排出量の違いというのは、発電、販

売のところの違いというのは、電気事業者の場合は一般的にそうでありますけれども、これだけ

ではなくて、例えば廃棄物の原燃料使用といったものもございますので、必ずしも発電段階か小

売段階ということだけでは説明ができないということ、あるいは物理的、経済的かということの

違いだけでは説明ができないという事情がございます。 

 それからある程度、名称についての事業者間での浸透というのもあるかというふうに、こうい

う状況も考慮する必要があろうかと思います。 

 他方で、前回のご議論も踏まえますと、実排出という「実」という言葉が消費者との関係で実

際こっちですよといった「真実」の「実」というものと誤認を招く懸念があるということ、それ

からその上で実排出係数はその排出量算定の基礎となっているものということ、それから今申し

上げたような、既に浸透してきている事業者への一定の配慮が必要であるということから、調整

後については変更せず現行のままとした上で、実排出係数については基礎排出係数、実排出量も

基礎排出量という形で変更したらどうかというのが、事務局としての案でございます。 

 その上で、５ページでございますが、名称については周知期間も勘案して、2017年度に係る手

続を行いまして、18年度からの適用を行ってはどうかということでございます。 

 ６ページは前回の検討会における各委員等からの発言内容をここで載せさせていただいており

ます。 

 次に論点の２でございます。電力システムの改革の関連でございます。まず、ネガワットの関
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連であります。９ページをごらんください。ネガワット取引が本年４月からこの実際のネガワッ

ト取引としての供給力としての取引が可能となるということでございます。もちろん今までも需

給調整契約といった形での取引自身は行われてきたところでございます。 

 10ページをごらんください。このネガワット取引が行われた場合の排出係数に関する考え方を

まとめたものであります。このケースは一つの類型でありますけれども、左側の発電から買って

いる小売のＸがみずからの需要家にもともと100を売るつもりだったのが、デマンドレスポンスを

発動して、需要の実績が80だったケースで、ＮＷと書いていますが、ネガワットが20出てきたこ

とによって、小売のＡに融通といった形でこの20の電気を渡したというケースで、右側の需要家

はもともと計画が120に対して、この100プラスこのポジワットを20もらったというケースでござ

います。このケースでは実態としては、左側の発電の電気がそのまま右側の需要家に流れている

ということですので、基本的にはもともとの需要削減量の売り手である小売事業者、つまり小売

Ｘの事業者別排出係数を使用することとしてはどうかということでございます。ただし、発電所

が特定できる場合には、発電ごとのＣＯ２排出係数を用いることも案としてはどうかという原則

でございます。 

 その上で11ページでありますけれども、今のケースはかなり単純なケースでありますけれども、

11ページの場合、アグリゲーターがいまして、小売Ｘ、Ｙ、Ｚ、それぞれからネガワット調達を

して、実際には需要家側ということになりますけれども、これをまとめてバンドルをして、小売

Ａとありますが、右側に売った場合とございますが、基本的にはＸ、Ｙ、Ｚの加重平均というの

が、一般的に適用されると考えられますので、この場合には他の需要家からのネガワットに係る

排出係数を把握管理して、各小売事業者がその求めに応じてその情報を提供するといったような

ルールが考えられます。ただ、これは排出係数の報告というのは、法的位置づけにおいては義務

とはされていないために、一義的には任意でご協力いただくということになります。基本的には

ほとんどの事業者でご協力いただいているわけでありますけれども、当該情報が得られない場合

には、代替値による算定というのも可能にしてはどうかということでございます。ただ、この代

替値については、火力平均などを踏まえたやや高い値になりますので、そこについては代替値で

はなくて、基本的な全部まとめたほうが、しっかり情報を集めることに関しインセンティブ自身

は確保されるのではないかというふうに考えております。 

 12ページはネガワットの取引類型でございます。先ほどご説明したのが、類型１の②という、

真ん中のケースでございます。その他のケースもございますが、詳細なご説明は割愛させていた

だきます。 

 次に14ページをごらんください。卸電力取引所のグロスビディングに関する排出係数の扱いで
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ございます。これは経産省の電力・ガス取引監視等委員会において、今議論がされまして、来年

度から導入が検討されているものでございます。これはもともと旧一般電気事業者が、余剰電力

を中心に売りを行っていた取引所取引について、自社の社内取引も含めて取引所経由で取引をす

るということで、ある意味では、売りと買いが重なるというか、社内取引も含めて取引所経由で

一部行っていくということで、取引所取引の流動性・価格指標の向上といった意義があるという

措置でございます。これを行った場合の排出係数の扱いをどうするかということで、15ページを

ごらんをいただければと思います。 

 左下のケースをごらんいただければと思いますが、旧一般電気事業者が売りで約定した量が30

分のコマで、例えば５メガあって、下位の約定が７メガありましたというようなケースでありま

す。このケースは５については売って買ってという、行ってこいの取引、２については結果的に

は他社から買っているというケースでございまして、一部が自社買戻しになります。 

 15ページの二つ目の丸でありますけれども、例えば0.6kg/kWhの電気を排出係数0.6の電気をＪ

ＥＰＸに売って、同量買い戻して、その場合ＪＥＰＸの排出係数が0.5だったということになる場

合には、見かけ上は買戻しなんですけれども、排出係数算定上は有利な扱いになってしまうとい

うことで、これが排出係数ロンダリングといっていいのかわかりませんけれども、いずれにせよ

非常にこの場合にはあえてグロスビディングすることで、排出係数をよくしてしまうというケー

スがございます。逆のケースの場合は、あえてこのグロスビディングを行って流動性に貢献した

結果として悪くなってしまうというケースになってしまいます。 

 したがいまして、この自社の買戻しの部分については、そのまま自社のＣＯ２排出係数を用い

ることによって、グロスビディングをすることによる影響自身は排除するということでどうかと

いうことでございます。 

 左下の例でいいますと、５については自社の排出係数を使い、残りの２ですね、この場合は左

側が買っているケースでございますが、これについてはＪＥＰＸのＣＯ２排出係数を使うという

ことで、今までと同様の扱いということになるかと存じます。右側は売りと買いが逆に量が売り

のほうが多い場合ですが、基本的には考え方は一緒でございます。 

 次に17ページをごらんください。グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度についてとい

うことで、いわゆるグリーンエネルギー証書の扱いでございます。 

 17ページ、概要でございますが、割愛させていただきまして、18ページがこのグリーンエネル

ギー証書についての今の認証の実績でございます。全体からいうと、必ずしもまだ多くはござい

ませんけれども数字としてはかなり伸びてはおりまして、2015年度でいいますと、グリーン電力、

グリーン熱、それぞれ合わせますと、７万トンＣＯ２ぐらいの取引になってございます。なお、
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所内消費の電力・熱分が大半でございましたけれども、2015年度においてはやや系統／熱供給分

についても増加してきているという状況でございます。 

 19ページがこれに関する扱いでございます。用途の拡大ということでありますが、現状のグリ

ーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度では、このグリーン電力については系統に供給されて

いる電力と、所内消費の電力とありまして、グリーン熱については、熱供給事業に供給されてい

る熱量、それから所内消費されている熱量、この二つがそれぞれございます。すなわち、所内と

系統／熱供給分ということでございます。それぞれ認証の対象でございますが、環境価値のダブ

ルカウントが生じるおそれがあるということで、これはあくまでも需要家サイドの排出係数の排

出量の算定には活用できるものの、電気事業者の排出係数の計算の際には活用することができな

いというルールになってございます。ただ、こういう今申し上げたような形で、グリーン証書に

対するニーズも高まってきているということ、また、グリーンエネルギー事業者の所内の消費分

に係る電力と熱については、その自社の調整後の排出量に加算して報告をするということで、ダ

ブルカウントは防げるというような実務的な対応が可能かと考えられます。この下の表でいいま

すと、所内消費分の電力熱ということですが、これらについてのＣＯ２削減相当量については、

排出係数の計算の際に活用が可能ということとしてはどうかということでございます。拡大させ

るということでございます。 

 20ページは参考資料でございますので、割愛をさせていただきます。 

 次、論点３ということで、非化石価値取引市場関係のものを主にご説明をさせていただきます。

22ページをごらんください。電力システム改革の貫徹に係る政策小委員会というのが昨年の10月

以降、経済産業省において開催をされまして、この中で非化石価値取引市場の創設について、議

論がなされておりまして、2017年度のＦＩＴの買取分から、非化石価値の取引が開始されるとい

うことが想定をされております。 

 この市場で取引される非化石の価値の証書については、エネルギー供給構造高度化法における

非化石比率の報告に用いることができるということに加えて、温対法によるこのＣＯ２排出量が

ゼロである価値ということで、ゼロエミ価値も有しているというふうに整理がなされたところで

ございます。 

 この制度自身は下のところに書いてございますが、今申し上げた非化石価値を小売電気事業者

が調達するための手段に加えて、この売上高の一部、ＦＩＴ電源に係る非化石証書の売上につい

ては、ＦＩＴ賦課金の低減に活用すること。 

 それから、消費者、このＢのような緑のラインが出ている消費者でございますが、こういう非

化石、なかんずく再エネに関する電気を使いたいという消費者のニーズにも応えられるというよ
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うな意義があるという位置づけでございます。この場合のゼロエミ価値をどうするかという論点

でございますが、23ページをごらんください。これまでの整理ということで、まず2011年にいわ

ゆる全量買取制度、現行のＦＩＴ制度ができる際の審議会の報告書においては、負担に応じて全

需要家に環境価値が分配・調整されるという扱いとすることが適当という整理がなされておりま

して、他方、昨年の３月に取りまとめられた政府のエネルギー革新戦略においては、本件につい

ては、ＦＩＴの国民負担の低減を図る観点からも検討する必要があるという整理がなされており

まして、先ほど申し上げた貫徹小委員会においては、これらの受益と負担の関係に留意しながら、

市場において需要家のニーズに応じて価値が適切に評価される環境を整備して、賦課金の軽減を

図る必要性というものについて、ご議論いただいたところでございます。 

 そうした中では、今申し上げた三つの観点から、矢羽が三つございますけれども、まずＦＩＴ

の国民負担軽減を図る観点から、証書を購入したものに非化石価値は全て帰属するという形が整

理をされております。一方で、その全ての非化石電源は、ＣＯ２排出量がゼロであるということ

から、非化石価値と同時にゼロエミ価値も移転されるという整理がされております。これについ

ては賦課金でお支払をいただいている需要家の方と、それから実際にこの証書を買った方で案分

するという考え方もありますけれども、結果的にはこの価格にゼロエミ価値が反映されるという

考え方もあるかと思いますので、今、事務局の整理としては、このゼロエミ価値についてはちょ

っとそのゼロエミ価値は何かというのはちょっと後で論点が出ますけれども、移転がされるとい

う整理をここではしております。 

 その上で、証書を購入した小売電気事業者がこの再エネ由来の価値、あるいは非化石の価値と

いうのを電気とともに販売することが可能となるということで、需要家の中で再エネの推進に貢

献したいと考えている需要家がいれば、その再エネ価値つきのメニューを選択すれば、実際に貢

献できるということでございます。 

 今、申し上げた２点目の非化石価値と同時にゼロエミ価値も移転されるという整理を行った場

合には、今後はその負担に応じた全需要家に対する調整後排出係数におけるゼロエミ価値の分配

調整は行われないことになりますので、これの説明というのが求められるというふうに考えてお

ります。 

 24ページは、今申し上げた過去の報告書でございます。すみません、昨年の４月でございまし

た。 

 25ページは、電気の持つ環境価値ということで、非化石の価値、それからゼロエミの価値、さ

らには需要家に対するその付加価値を表示・主張できる環境表示価値ということで、今回、ご議

論いただきたいのは、主にこのゼロエミの価値に関するものでございます。 
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 26ページはこれは賦課金が減るメカニズムを参考でつけたものでございますので、説明は割愛

させていただきます。 

 これに関する論点ということで、まずは非化石証書の持つＣＯ２の排出原単位についてでござ

います。現行の排出係数の制度においては、ＦＩＴの電気は火力発電による電気なども含めた全

国平均のＣＯ２排出量を持った電気として扱われております。今回、非化石の価値の取引市場に

ついては、システム対応等の関係もございますので、まずはＦＩＴの電気の由来の証書取引を先

行して開始することとしております。非化石の価値は、ＦＩＴ以外の再エネ、あるいは原子力と

いったものもございますが、当面、ＦＩＴ電気由来のものだけを先行しまして、19年度以降、そ

れ以外のものも拡大する予定でございます。このため、この証書が持つＣＯ２排出削減効果、す

なわちＣＯ２排出原単位については、現在のＦＩＴの電気についての排出係数の考え方を踏まえ

て、全国平均係数、すなわち全電源平均の全国加重平均値を引き続き採用してはどうかというの

が事務局案でございます。この場合、非化石価値が分離された後のＦＩＴ電気の排出係数につい

ては、実排出係数、先ほどの前提であれば基礎排出係数になりますが、実排出係数がゼロであり、

調整後排出係数というのは全国平均係数というふうに位置づけられます。 

 ただ、非化石価値取引市場では先ほど申し上げたとおり、2019年度をめどに証書取引の拡大が

予定されております。その際、このＦＩＴでない電気由来の証書が持つ排出原単位のあり方、そ

の評価の方法というものについては、改めてこの本検討会でご議論いただいてはどうかというこ

とでございます。この点、これまでもまさに山地座長、もっと言うと茅先生のころからだと思う

んですけれども、まさに再生可能エネルギーが入る、ないしはそうでない、例えばコジェネを含

めてということかもしれませんけれども、ある電源が入った場合にどの電源が代替されるかとい

うのはかなり深い議論が必要かと思いますので、今回についてはこれまでの整理を踏襲してはど

うかというのが事務局の案でございます。 

 28ページは、類似の制度における系統電力のＣＯ２排出原単位の考え方ということで、今回、

ご提案しているのは全電源方式でございますが、例えば移行限界電源方式といったものが使われ

ているもの、あるいは火力平均が採用されているケースというもの、さまざまあるところでござ

います。 

 次、29ページをごらんください。論点３－１の②ということで、卸電力取引所からの電気の調

達からＦＩＴ電力量の調整についてということで、この非化石の証書の対象となる非化石電源は、

系統に送電されるものというものが対象でございますが、この非化石の電源からゼロエミ価値を

分離した後の電気については、調整後ＣＯ２排出係数の算定の段階で削減相当量分を加算すると。

つまり、全電源平均のものを加算していくということで、ダブルカウントを防ぐということ、こ
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れは今までのＦＩＴの関係の考え方と基本的には同様で考えております。 

 その上で、ただしという四つ目の丸でございますが、従来の算定方法では、卸電力取引所から

調達したＦＩＴの電気分の調整というのは行われていないという状況がございます。相対につい

ては行われておるんですけれども、ことしの４月からＦＩＴの送配電買取ないし、卸電力取引所

への供出という形が実施をされまして、取引所取引分が今後増加していくということが想定をさ

れます。現状は実排出係数の段階では、全てゼロとしてその調整がされていなかったということ

がございますので、今後増えていく中では、ちょっとここについても考える必要があろうという

ことで、取引所からの調達分に含まれるＦＩＴの割合というのを算出をして、調整後排出係数算

定の段階で調整を行う。すなわち、その削減相当量を加算するというご提案でございます。 

 では、どうやって加算するのかということで、30ページでございます。これは個別の全ての電

源について、ＦＩＴの電源であるということを一々計算していくというのもなかなか相当な事業

者、関係者に対する負担にもなろうかと思われますので、みなしで計算してはどうかというご提

案でございます。取引所からの調達の電気と、取引所からの電気調達分におけるＦＩＴの電気の

割合を掛けたものをみなしＦＩＴ電力量にしてはどうかということで、この取引所からの調達に

含まれるＦＩＴの電気の割合というのは、ちょっとみなしとして計算するのが適切ではないかと

いうことで、具体的には二つ目の丸でございますが、送配電事業者による取引所への供出、これ

は送配電買取分と等しいので、これは出てきますけれども、全国販売量に占めるＦＩＴ小売買取

量の占める割合、小売買取量が全国の販売電力量の中に占める割合が何パーセントぐらいあるか

と。多分、今は３％ぐらいになるかと思いますけれども、これが例えば３％分については取引所

で取引が行われているというふうにみなしを行うということで計算してはどうかということでご

ざいます。 

 その影響でございますが、31ページのところで計算をしておりますけれども、0.598というのが

足元の量でございますが、0.599ということで、少数第３位に影響を与える程度の今のところは軽

微な影響ということが想定をされております。 

 32ページは、ＦＩＴ送配電買取に関する参考資料でございますので、説明は割愛させていただ

きます。 

 33ページは取引所の供出量ということで、これは試算でございますけれども、この33ページの

右側をごらんいただくと、グラフの赤い部分でございますけれども、取引所の供出量というのは

多少増えていくということが、2018年度以降想定される。従来のものについては小売買取が続く

のではないかという前提で考えております。これはもちろん各事業者、当事者において送配電買

取切りかえを行われるケースもございますので、一概に必ずこうなるということではございませ
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んけれども、ある程度仮定を置いたものでございますが、今後、取引所の供出は増えていくこと

が想定されます。 

 34ページをごらんください。調整後排出係数の算出におけるオフセットの方法ということでご

ざいます。非化石の証書については、一義的には高度化法の非化石の電源の比率が何パーセント

かということの計算でございますので、証書化される際もkWhベースで証書が算定されるというこ

とが想定されます。その場合に、非化石証書を例えば1,000kWh買った場合には、この全国平均係

数、全電源平均を掛けたものというものを調整後排出係数から減算を行うということを考えてお

りまして、例えば排出係数１の石炭火力発電所からの１kWhの発電に対して、これをゼロにしたい

ときには、仮に全国平均係数が0.5であれば、非化石証書を２買ってくる必要があるということで、

証書１を買うとどんな電源でも排出係数がゼロになるということではないということは、ちょっ

と補足させていただきます。 

 その際、ＦＩＴの電気については、対価を支払う者に帰属するということでありますので、非

化石証書の購入がなければ調整後排出係数の算定の段階では、ＦＩＴの電気の調達を行った場合

にはＣＯ２排出量はむしろ加算されるという扱いが想定されるところでございます。 

 この非化石の価値については、ただオークションを行うことが想定されます。最低基準価格を

決めて、そこからのオークションを行うことを想定されます。基本的には全部売れれば、そのＦ

ＩＴの環境価値がその全電気事業者に個別に分配されるわけでございますが、仮に約定しないで、

売れ残った場合というときには、これまでどおり販売電力量のシェアに応じて、全電気事業者に

分配をするというイメージを30ページ下に書いてございます。 

 対象年度につきましては、2017年度から開始が行われますので、その翌年度の電気事業者が実

績を報告すると。来年度分については2018年７月末の報告期限までに実施をする、取引を行うと。

これに基づいて報告を行うということで、その前に実際には取引は終わると思いますけれども、

いわゆるバンキング・ボローイング等は行わないということを想定してございます。 

 それから36ページ、これはちょっとご参考でございます。これは先般１月の再エネ改革小委員

会、これはエネ庁のＦＩＴ制度に関するご議論をいただいている委員会でございますけれども、

ＦＩＴの交付金について、全部または一部を申請しなかったkWh分については、電源構成上も再生

可能エネルギーとして表示していいというようなご議論をいただいたものでございます。具体的

にはこの左下にございますけれども、あるＦＩＴ電源100kWhの発電があった場合に、例えば今は

オール・オア・ナッシングで、100％ＦＩＴなのか、100％再エネにするかということしか選べな

かったわけですが、例えばこの下にあるような、70％、30％といったような選択も可能になると

いうご議論をいただきました。これの排出係数上の扱いでございますが、基本的にこれは今、設
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備ごとに認定を受けた電源、全て紐づいているということでございます。したがって70がＦＩＴ、

30が再エネであれば、この30については通常の電気を買ってきたのと全く同じ、ＦＩＴ外の電気

を買ってきたのと全く同じということで、全て紐づいて計算をされるという扱いが現行はされて

おりますので、排出係数算定上は追加的な整理はせずとも、今までの整理の延長でできるのでは

ないかというふうに考えているところでございます。 

 次に、間接オークションについてということで、38ページをごらんください。これは新しい概

念でございますので、少しご説明をさせていただくと、いわゆる地域間の連系線、地域をまたぐ

送電線について、どういう利用ルールを決めるかということにかかわるものでございまして、広

域的に電気の融通を行うといった場合に、今は先着優先という形で、早い者勝ちで電気を送電の

権利を押さえるということが、昨年の３月までは行われていたんですけれども、より効率のよい

電気から全国的に広域的に電気を使っていこうということで、いわゆるメリットオーダーの考え

方から、連系線を単に増強するというだけではなくて、利用ルールも見直す必要があるのではな

いかということで議論が行われているものでございます。 

 具体的には39ページでございまして、欧米でも導入されている間接オークションと言われる考

え方を導入しようということで、今は先着順に電力のコストに関係なく、送電の権利を早く押さ

えて予約した人から順番に使えるという状況なんですけれども、これを限界費用―いわゆる燃

料費でございますが―の安い電気から優先的に送れるような形にしましょうというのが、間接

オークションでございます。これは実際には取引上の前日スポット取引における取引の入札価格

の安いものから送っていくということが想定されるところでございます。結果的には、再生可能

エネルギーについては、一部を除いては燃料費がゼロでございますので、かからないということ

でございますので、非常に流れやすくなるということが想定されます。あと、原子力についても

同様に、限界費用は非常に安いということが想定されるわけでございます。 

 これに伴う課題について、整理したものが40ページでございます。今まで相対で送っていた電

気を、この優先的に電気を通せるかどうかということが、全てＪＥＰＸを書いていますが、取引

所経由で一旦約定してくださいという形に変更がなされます。そうすると相対契約ができなくな

るという可能性が指摘されているところでございまして、これについては、取引所の取引と別に、

その取引所の約定価格との差額を決済する契約、差金決済契約といわれているものでございます

が、これを二本立てにすることによって、取引価格を固定するということで、実質的には相対契

約と同じ効果が期待されるところでございます。 

 例えば、10円で取引を行いたいという当事者同士で、ＪＥＰＸで成り行きで何円でも約定しま

すということをお互いに入札した場合に、仮に６円だった場合に、その差の４円分については小
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売が発電に差分を払うということをすれば、これまでと同様の効果が期待されるところというこ

とであります。これがなぜ排出係数と関係するかというと、次の41ページをごらんください。こ

の排出係数を計算した場合に、このケースですと、東北の発電から東京の消費地に0.3kg/kWh、排

出係数0.3の電気を送りたい場合に、ＪＥＰＸ経由で取引を行うと、先ほどのＪＥＰＸのこれは0.6

のケースを想定しておりますが、取引所経由にすることで、排出係数が悪くなってしまうという

ケースがございます。これが紐づきで0.3の相対取引が行うことができなくなってしまうというこ

とになりますので、この場合に0.3の電気を相対でも、先ほどの差金決済契約の形と同じようなも

のでございますが、これを紐づきでどういうふうに対応する必要があるかというご議論が検討課

題でございます。これは2018年度開始をめどに、広域機関において今申し上げた間接オークショ

ンを議論しているものでございますので、ちょっと具体的にこれはよくなるケース、悪くなるケ

ース、それぞれございますので、どういった形で既存ルールと整合性を確保しながら、排出係数

の考え方を整理したらよいのかということを、これはすみません、どうしたらいいかということ

を今、きょうの段階ではお示しできておりませんけれども、必要なタイミングで継続審議いただ

ければというふうに考えております。 

 42ページは、今、システム開発の状況とスケジュールを書いたものでございまして、30年の４

月以降、導入するが想定されるところでございます。 

 次、44ページ、時期の問題でございますが、通達の改正につきましては、グリーン証書に関す

るもの、それからそれ以外のものという形で、２回に分けて実施できればというふうに考えてお

ります。 

 45ページが、今後ということで、今、申し上げた間接オークション以外に、全非化石電源を対

象とした取引に向けての制度整備の先ほど申し上げたものでございます。それから別途、本日は

ちょっとご説明を割愛しましたけれども、ベースロード電源市場というのも別途エネ庁のほうで

今検討中でございまして、これは水力、石炭、原子力の電気のコストを踏まえて取引を行う先渡

市場といったようなものでございますけれども、この取引が行われたものについてのＣＯ２排出

係数の整理についても検討課題であるというふうに事務局としては認識をしております。 

 以上、ちょっといろいろな論点につきまして大量なものがございまして恐縮でありますが、事

務局からの説明は以上でございます。 

○山地座長 

 どうもありがとうございました。資料２は一括して説明していただきましたけれども、議論は

論点ごとに分けて行いたいと思います。 

 したがって、最初の論点は、実排出係数、調整後排出係数の名称の件ですね。事務局案はスラ
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イドの４ページ、実排出のほうを基礎排出ということにする。調整後はそのままという案です。

「実」という言葉の反対語は「虚」というイメージがありますから、それを避けるためにも少し

ニュートラルな表現になっています。せっかく両省統一事務局案ができたので、余りもめたくは

ないんですけれども、本件について委員の皆さんにご意見を伺いたいと思います。 

 では、工藤委員、森口委員。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。コメントする前に、この委員会の役割は、独立性の高い、算定方法を

客観的に考える場所であって、かつ環境変化に応じて一貫性も大事だけれども、柔軟性も大事だ

という認識にたって。関連する今回の論点についてコメントしたいと思います。 

 調整後における「調整」という言葉と、今回提示されている「基礎」という言葉が、実務的に

は非常にわかりやすい感じになっていると感じています。ただ、以前から申し上げたとおり、結

局はこの中身がどういうものなのかということを、社会的にどう認知してもらうかが大事であっ

て、できるだけ、今座長もおっしゃったとおり、誤解を生まないように適宜調整していくことが

必要かと思います。今回の提案に関して、私は賛成したいと思います。 

○山地座長 

 では、森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 ありがとうございます。結論としまして、私も今回の案でよろしいと思っているんですが、念

のため、ちょっと二、三申し上げたいと思います。 

 きょうの資料の６枚目に、前回の発言を書いていただいておりまして、調整後という言葉を何

か変えたほうがいいのではないかという議論があったかと思いますが、調整というのは決してネ

ガティブな意味は持っていない。しかるべき政策的な目的があって、正しい調整をしているので

あるから、別にやましいことをしているわけではないので、調整後という言葉に何かやましいと

いうようなニュアンスがあるんなら、そのこと自身のほうが問題であって、調整後ということを

堂々と使っていただける方向にされたことは、私、大変結構だと思います。 

 ただ、一点だけちょっとスライド４で気になる表現がございまして、その結論の前に「議論を

踏まえれば」、のポツが三つあるうちの一つ目の『実排出の「実」という言葉が消費者に対して

「真実」の「実」と誤認を招く懸念があること』と書かれていて、これは誤認なんでしょうかと

いうのは、私、大変気になるんですね。真実という言葉と事実という言葉が、違うのか同じなの

かという声がいろいろな場所で議論されるわけですけれども、ファクトとしてはやはり物理的に

そのような排出がなされているわけですので、真実、本来あるべきということを真実で、事実と
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使い分けておられるのであれば、やはりここで伝えたい真実とは、ここで言っている事実とは違

うという意味では誤認かもしれませんけれども、ちょっとこの真実の実と誤認を招くという懸念

があることという表現は、私は書き過ぎではないかなと思います。こうやって書いてしまうと、

せっかく基礎と調整後ということで、ニュートラルにされたにもかかわらず、ややここの表現は

私は勇み足ではないかなというふうに感じますので、ここのところの書きぶりについては、少し

ご検討いただければと思います。 

○山地座長 

 島田委員、どうぞ。 

○島田委員 

 私もこの基礎排出係数、あるいは基礎排出量という変更について賛成します。一点、こういっ

た言葉を英語にして海外に説明する必要がどこまであるのかわかりませんけれども、調整後とい

うものは、多分、adjustedではないかと思いますけれども、この「実」または新しい言葉でいう

と「基礎」というものは、どんな英語になるのか、ちょっとご検討が必要かなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 ほかには特によろしゅうございますでしょうか。総括すると、事務局提案の「実」というのを

「基礎」に変える。「調整後」はそのままということで、基本的には合意。それの説明のところ

に英語のお話もありましたけれども、少しやっぱり調整していただいたほうがいいということで

ございます。 

 これはこれでよろしいですか。 

○曳野室長 

 ありがとうございます。森口委員からご指摘いただいた点ですが、確かに、実排出係数は事実

ではないかといえば事実だと思います。逆に、もともとは、実排出係数に対して、調整後排出係

数が事実でないということだとすると問題だという議論であったかと思います。ここのところは

少し見直しを行いたいと思います。英語のほうはちょっと考えたいと思います。 

○山地座長 

 ということで、本件は合意をいただいたということにして、次の論点に進んでよろしいですか。 

 次の論点、電力システム改革関連等、ちょっと大きい非化石価値の話は次へ行っているんです

が、ここ三つありますので、ちょっとここも少し論点２の中も少し分けて議論したほうがいいか
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と思います。 

 まず、ネガワット取引の部分、これはいかがでしょうか。お話はわかったと思いますけれども、

どこかあれがありましたよね。アグリゲートのところで代替値というのがありましたが、代替値

は高目の値にしておいて、どっちかといったらインセンティブを持たせて構成を出させようと、

そういう事務局案だと思うんですけれども、これに関してご意見。 

 工藤委員、どうですか。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。恐らくこのネガワット取引、今ご指摘になったアグリゲーターも含め

て、今後どう展開していくかについて見ていく必要があると思います。ですので、現時点で考え

られる可能性として、この提案でとりあえず動き出すということについては、基本的に賛成です。

逆に言いますと、先ほど申し上げたとおり、この委員会は、起こっている事象に対して、課題が

あれば見直していくという姿勢を持つことが大事であって、特にアグリゲーターと呼ばれている

プレーヤーがどういう職種の人たち、もしくはどうい能力を持った人たちがどういうビジネスを

今後展開するかによって、正しいデータを顧客等に対して伝えられるか否かという懸念はありま

す。今回の提案は取り組みのオプションなので、強制する話ではない。ということは、状況によ

っては、運用上齟齬が起きる可能性もある。ですから、そういったリスクを当局のほうできちん

と見て、必要に応じて調整していくという姿勢を留保すべきと考えております。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 では、森口委員。 

○森口委員 

 ここのネガワットに関して、具体的なコメントをする前に少し総括的なことを先に申し上げた

いんですが、きょうもかなり多岐にわたる論点があり、これは電力システム改革の中で、いろい

ろな制度が出てきているということかと思います。ここでこういう議論をして、パブコメに今か

けようとしている委員が不勉強ですかといいますと、山地座長に叱られますので勉強はしてまい

りましたが、やはり、しかしながら非常に多くの制度があってわかりにくいということも事実で

はないかなと思います。この分野に精通しておられる方にはすっと入ってくるかと思いますけれ

ども、やっぱり非常に多くの制度があるということがありますので、今回、特にパブコメにかけ

られるときにも、これは幾つか複数の制度があって、どこが共通で何が違うのかということ、基

本的なところがありませんと、なかなかこの論点が見えにくいところがあるかと思いますので、
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ちょっとそのあたりを工夫をお願いできればと思います。 

 ネガワット取引に関しては、非常にテクニカルな具体的な質問が一点ありまして、10ページの

対応方針の中に、ただし、調達する電気の発電所が特定できる場合は、当該発電所ごとのＣＯ２

排出係数を用いることも可能としてはどうかというのは、これは技術的に非常に大変だとは思い

ますが、発電所が特定の日時ごとに特定できるということを想定をされているのか。これは後ほ

ど出てくるどの電力を代替したのかということの論点として共通する話なんですけれども、基本

的にはできる限り温室効果ガスの排出量の削減に結びつくような、そういうことを政策で奨励し

たいということになるかと思います。実務的には非常に大変かと思いますけれども、ちょっとこ

こがどこまでの特定を想定しておられるのか、ちょっと技術的なところを教えていただければと

思います。 

○山地座長 

 説明ですけれども、島田委員のコメントを聞いてからお願いしたいと思います。 

 島田委員、どうぞ。 

○島田委員 

 先ほど工藤委員の総括的な発言と関連したものです。過去10年近くなりますでしょうか、この

制度を運用してきて。数々の調整やある一定の割り切りでのみなしの算定式も積み重ねてきてい

ます。この検討会では手法を中心に検討して、現時点では最善であろうということで運用してき

ているんですが、実際の公表されている個々の新電力を含む排出係数は一体どんなものが出され

てどんな課題があるのかという点も、実態もみながら検討する必要があろうかと思います。。こ

の検討会でも大きな論点があれば実態を見ながら議論を進めればいいのではないかと思いました。 

 このネガワット取引の点については異論ございません。 

 以上です。 

○山地座長 

 それでは、電源が特定される場合というお話のを。 

○曳野室長 

 ありがとうございます。 

 10ページのところですが、まず、電源が特定できる場合ということで、これ自身が手間ではご

ざいますけれども、事業者が手間を負ってでもやりたいかどうかということが大前提でございま

す。その上で、全ての場合において、ある電源についての排出係数というのは、年間では一定で

ございます。例えば太陽光ならゼロでありますし、石炭であれば例えば0.8といった形で、効率に

よると思うんですが、ございます。電源を特定した場合には、当該電源のネガワット、ポジワッ
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トの係数掛ける発電量という形で自動的に１日分であれば調整をされます。ただ、確かにその場

合に、残りの部分の発電量は、それ以外の部分についてしっかり加重平均で計算をしないといけ

ないという形になりますので、結果的にダブルカウントになることはないように必ず計算をする

ということでございます。 

○山地座長 

 よろしゅうございますか。 

 大橋委員、どうぞ。 

○大橋委員 

 山地座長のほうからもご指摘あったんですけれども、この11ページ目の３ポツ目の代替値によ

る算定を可能にするというところ、若干わかりづらいなと思っていて、これは代替値にせざるを

得ないと思うんですけれども、仮にこれをすることのデメリットなり、何か問題点、懸念がある

のであれば、ちょっとそういうこともあわせて教えていただけるといいのかなと思いました。 

○曳野室長 

 ありがとうございます。 

 まず、代替値としては、現状の制度においては、自家発の平均値を使います。したがいまして、

再エネなり、原子力の部分が入ってこないということもございますので、その分、排出係数が悪

くなるということでございます。まず、それが一つ、代替値として使うことによる事業者側のデ

メリットということであります。 

 あとは、これは需要家サイドとしてどう考えるかということでございますけれども、その電源

の値がよくわからないということで、事業者に対するレピテーションに対する影響でございます。

例えば、排出係数検討委員会とは別の場ですが、今後、公共調達の場合に電源構成を開示する義

務というのが、事実上官公庁の入札でかかってくることについて議論されております。事業者と

しての説明をどこまでやっているかということについて、政府として決める部分と決めない部分

はございますけれども、結果的にそこで選ばれる、選ばれないの影響が出てくるというふうに考

えております。 

○山地座長 

 よろしいでしょうか。だから基本的には今回、ネガワット取引に関する扱いについては、事務

局の説明のほうで皆さん納得されているという理解でよろしいですかね。 

 次は、グロスビディングですね。ロンダリング防止というところが一つの論点があると思いま

すが、15ページ目のスライドですけれども、これに関していかがでしょうか。 

 では、工藤委員どうぞ。 
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○工藤委員 

 ありがとうございます。 

 これもどちらかというと、その情報をどうやって把握して確認していくかといったところで、

比較的共通の見方かできると思っています。ここで示されている算定の考え方というものについ

ては、現時点での算定の考え方としてはこういうやり方だと思います。ただ、これも先ほど森口

委員もおっしゃったとおり、だんだん制度が複雑になってきている。当事者の人たちは当然デー

タを把握し、もしかしたら効率的なデータの調整方法みたいなものを内部的には実施されるかも

しれませんが、外に出す情報が一様に細かい全てのデータではなく、結果だけを伝える形式にな

る可能性があると感じています。 

 特に、15ページの、売り買いのより多く買った分については、ＪＥＰＸのデータを使いますと、

これは比較的わかりやすいんですけれども、右のほうの場合についていうと、ではトータルの電

気事業者の係数はどう調整されるのかというところまで追いかけなければいけなくなるように計

算上は見えてしまう。だから、これは自動的にこうなりましたという結果だけの説明があるかも

しれませんが、それをどこまでマーケットであったり、温対法上の情報として、皆で共有すべき

ものが、後々、その活用の状況において出てくる可能性もリスクとしてはあると思います。 

 ですので、これもまさにこれから始まる制度というふうに考えていますので、実運用上で情報

開示の必要性や制約、社会的理解の促進等に留意して必要に応じ調整することを念頭に置いて、

当面はこの算定方法で進めることについては賛成と考えています。 

○山地座長 

 では、森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 今の工藤委員のご発言で尽きているのかと思いますが、私の理解が正しければなんですけれど

も、申し上げたいことは、さっきの議題で申し上げたこととも関係するんですが、要は時々刻々

変化する自社分、それからこの卸の平均をどうやって把握するか、それからどのぐらいの時間刻

みで把握するのか、そしてその情報、当社だけが共有するのか、それもオープンにするのかとい

ったところに尽きるのではないかなと思っておりまして、考え方自身、文言はこういうふうに書

けばこうなるんですが、例えば30分あたりとか書いてあると、つまり30分ごとに少なくともそう

いう数字というのは提供される、みんなが知り得るようになるのかなと。それはそれで私は非常

にいいことだとは思うのですけれども、本当にそういうことを想定されているのかどうか、ちょ

っと実務的に少し気になりますし、そういったものが間違いなくそういう数字が共有され得るも

のかどうか、エラーが起きないのかどうか、そういったところについて、ちょっと実務的な運用
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が気になるものですから。というのは、私、全く素人ですから、株式などですら何か誤認によっ

てとんでもなく相場がというようなことが、ある種の誤操作が起きたりすることがあるわけです

ね。あそこまでの時間刻みになることはあり得ないとは思いますけれども、電力の場合、多分、

現実的な技術的なタームも含めて、どのぐらいの時間刻みでこれをお考えになっているのかとい

うところをちょっと教えていただければなと思います。 

○山地座長 

 事務局に応えてもらう。スポット市場の30分…… 

○曳野室長 

 まず、この30分ごとにＣＯ２排出量を全部計算していくということまでは想定しておらず、年

度の一番最後にまとめてそれぞれ事業者が集計していくということになろうかと思います。誤認

との関係でいうと、電気の価値がkWhあたりで10円とか、今ですと６～７円ぐらいになっているか

と思うんですが、今のＣＯ２の価値は、kWhに直すと１円以下であるというふうに理解をしていま

す。これはＣＯ２のトン当たりの価値を幾らに置くかということにもよると思うんですけれども、

実際の電気の価値のほうがほとんどを占めるわけで、これについてはまさにスポット市場で全部

システム化をされておりますので、30分ごとに、年間24時間365日ですので、１万7,000コマぐら

いあるんですけれども、それぞれ30分ごとに全部計算はされております。もちろん、誤発注など

はそれぞれの事業者の責任になってしまいますけれども、そうでない限りは完全にもうシステム

化されておりまして、もう10年以上の実績がございます。 

 なお、先ほどのご説明の中で、一点だけちょっと私の説明が不十分だったかもしれないので補

足させていただくと、このグロスビディングというのは、旧一般電気事業者、つまり大手電力が

流動性の協力のために各社取り組まれるということでございますが、今回、ご提案している中身

というのは、旧一般電気事業者以外にも適用されることを想定しております。というのは、先ほ

ど座長からもロンダリングという話がありましたけれども、仮に非常に排出係数の悪い事業者の

方が同じようにグロスビディング取引をして、結果的に排出係数がよくなってしまうということ

も、適切ではないと考えられますので、仮に他の事業者がグロスビディングを行った場合にも同

様の適用を想定して、今回、ご提案してございます。 

○大橋委員 

 グロスビディングだけではないかもしれないんですけれども、卸電力取引市場では取引が紐づ

けられていない中で、基本的にはいったん卸に入ってしまうと、基本的には全電源平均で買い戻

すというか、買ったものについてはそれが当てはまるという原則がある中で、自社の排出係数を

使うというご提案があるんですけれども、これはグロスビディングだけではなくて、ここでいう
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ＦＩＴとか、あるいは連系線とか、いろいろ紐づけのものが出てくる場合に、最終的に買ったも

のというのが何なのかということというのが重要になるのかどうかというのは、若干、頭の整理

ができていないのですが、これは全電源平均を適用する、あれは自社のものとする、あるいは連

系線は今後議論するんだと思いますけれども、それは他地域から買ったものなので別の扱いにす

るというのは、最終的に整合的に誰かが見ていないといけないと思うんですけれども、それは誰

が見ることになるのかというチェックですね。そこの部分が、ちょっとよくわからないので、も

し何かあるのであれば、教えていただければなと思います。 

○曳野室長 

 今の大橋先生のご質問が、排出係数に関するものということであれば、基本的には各社から毎

年の７月末に排出係数データを報告をしていただくことになっており、それは経済産業省から委

託先の機関にも協力をいただいて、それぞれの電源の実際の発電量、販売量と、どういう経路で

取引を行ったかということをチェックをしております。結構な作業量ではあるのでありまして、

特に現在小売が300社ぐらい今いらっしゃる、実際に販売されているのは百数十社ですけれども、

それを全部チェックしておりまして、かなりルールが複雑になっておりますので、取引所、ある

いはＦＩＴのところの調整の考え方が正しいかどうかというところで、場合によっては指導とい

うか、補正をお願いしているというケースもございます。 

 正直に申し上げて、行政庁の立場からしてもルールが複雑化してチェックが相当手間になって

いるのは事実なんですけれども、排出係数の数字というのは官公庁の入札資格にもかかわるよう

なものでもございますので、そこについては適正かつダブルカウントが行われないような形で、

しっかり今後とも見ていきたいというふうに思っております。電源構成の表示に関しましては、

取引監視等委員会のほうでチェックをしております。 

○山地座長 

 森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 今の大橋委員のご指摘ともかかわるんですが、今日のスライドでいいますと、15枚目の検討課

題の枠の中に、自社電力の買戻し部分は自社のＣＯ２排出係数等ではどうかと。さっきこれも一

つ前の議題とも関係するんですが、買戻し分の相当する燃料使用量等が把握できる場合はそれを

用いても構わないと、まさにその実態に合ったものにしてもいいと書かれていて、だからそのこ

とと買い戻さない部分というか、市場で取引される分のある種、供出した電力の排出係数がきち

んと整合がとれるのかどうかということが大変気になっていて、30分ごとではないとしても、そ

の前日、何分であれ、翌日に発電するのはどういう電源構成のものを供出するのかというのは、
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多分やっぱり日によって違うと思うので、そういったところを年に一回の集計みたいなものでい

いのか、そういう情報もそういう比較的、日により変動するということも、排出係数が変動する

ということも織り込んだ上でこういう市場をオープンにしていこうとされているのか、そのあた

りちょっと考え方、私は根本的なところの理解が違っているのかもしれませんが、時間のスパン

と申し上げたのは、端的に30分なのか、前日なのか、１年で集計するのかという、そのぐらいの

違いだというふうに理解いただければと思います。 

○山地座長 

 どうですか、少し解説を。 

○曳野室長 

 実際問題として、例えば石炭火力の電源で、電源特定をするというケースは、現実的には多分

ないようにも思います。どちらかというと、再エネ、例えばバイオマスのような電源で実施する

ケースが想定されると思われます。 

 実務上、30分ごとの発電量のデータが一番細かいとは思うんですけれども、一般的には実際に

排出係数を算定した上で、あるkWh分の電気については特定したメニューで売っています、といっ

た形で分けて計算をしますので、現実的にはその申告に基づいて、それが確からしいか、つまり、

実際の発電量のkWhよりを超えて需要家に電気を販売しているといった話であれば、明らかにそれ

は誤認ですけれども、ある一定の範囲では、事業者の説明が一定の合理性があるかどうかという

ことでチェックをしております。それで現実に問題が起きるようであれば、本当に30分ごとで全

部チェックするということも、将来的には考えられるかもしれませんけれども、今の段階では事

業者としてダブルカウントをしていないかということを、行政としてはチェックをしているとい

うのが現状でございます。 

○山地座長 

 では、工藤委員。 

○工藤委員 

 恐らくこの場でルールを決めることでは多分ないと思いますが、今おっしゃったようなところ

は恐らく大事なところだと思います。個別の取引は一定の契約なり書面でもって交わされたもの

に基づいて、データは記録され残るものだと思っています。それを詳細に見て、その都度エラー

をチェックするとなると、恐らく限界がある。特に係数の管理という観点でいうならば、年度で

締めた結果に対して係数を算定する。ただし、今回、いろいろな制度のバリエーションが出てい

るので、それぞれのバリエーションに対する調達の概念と、どういった料金メニューを提供して

いて、個別料金メニューに対する排出係数を申請するか否かによっても、算定の考え方が変わっ
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てくる。 

 そのため、恐らく報告等を含めた標準化みたいなことが必要になると感じています。私が関わ

っているグリーンエネルギー認証制度でも、当初は全て個票ベースのチェックをやっていました

が、細かい太陽光発電のデータ等を書面ベースでやっていますと、記録エラーが出てきたり、デ

ータの記載ミスというヒューマンエラーが出てくる。そのため、そうしたエラーを見落とさない

ために、神経を使いながら相当の検証工数を費やしつつ管理をしていました。その経験から、常

識的な範囲を超えている異常値をきちんと抽出して、そうした事項を主にチェックすればいいと

いうようにシステムを変えていきました。恐らく、細かくエビデンスを見ていくことが、本質的

なエラーを導き出すやり方として有効かどうかということが、多分、内部で検証される必要があ

ると思います。一方で、300社とおっしゃられたような、数多くの事業者にとっても、みずからの

申請をいかに漏れなく効率よくやるかということに留意した報告や検証プロセスが必要だと思い

ます。結果として、報告に関する共通のフォーマットができれば、それは対外的にも公表可能か

もしれないし有効である。つまり、そういった適切なチェック方法のあり方を考えることが、今

後様々に懸念されるリスクに対して対応可能になると感じました。 

 本質的な中身についてのコメントではないのですけれども、その点は大事だと思います。 

○山地座長 

 さっきのネガワットもそうですけれども、やっぱり運用システムの整備を考えないといけない

ことは確かだと思います。ただし、ここの審議の場としては、今回提案の15ページのご提案です

ね、基本的には。これを承認していただけるかどうかということだと思います。そこはよろしゅ

うございますか。今までのご意見の中でも、そこに反対というわけではないですよね。 

 それでは、この２番目の論点の最後の項目、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量に移りたい

と思います。これを組み入れること、これちょこっと入っていますが、なかなか工藤さんとか私

とかこれにかかわってきた人間にとってみると割と大きな話で、19枚目のスライドのところにも

事務局提案があるんですね。要するに自家消費とか所内消費を対象にした部分を排出係数に反映

させてはどうかという提案です。これに関していかがでしょうか。 

 工藤委員。 

○工藤委員 

 今座長からご紹介いただきましたので、一応私は当事者としてのコメントになることを最初に

お断りはしておきます。日常、認証センターの業務やルール設定にかかわっている際の立場は、

先ほど申し上げた様な独立性を持った中で客観的に評価するということです。ただし、認証制度

に係る市場を広げることは社会的に有効だという意識も持っていますので、その点にについては
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ご留意いただければと思います。 

 今回、特に自家消費部分について、ＣＯ２削減相当量を電気の排出係数算定に組み込むことに

ついては、ぜひお願いしたい事項です。それは、今まで、温対法の事業者報告では利用可能にも

拘わらず電気の排出係数算定ではなぜ使えないのかという違いの説明が逆に難しかったという点

があります。今回、その違いであるダブルカウントの可能性を回避することが担保されているこ

とを念頭に置いて、自家消費に活用可能とされるということには、全く異論はございません。 

 大事なことは、ダブルカウントを回避する管理体制ができている、もしくは回避が可能なルー

ルに基づいているというご判断だと認識しました。一方で、この19ページの資料のように、では

系統に送られている電気については回避できないと断定できるかという点については、ぜひ継続

的に精査していただきたいと思います。 

 山地座長がかかわられているＣＯ２削減相当量であったり、グリーンエネルギー認証制度でも、

基本的にダブルカウント回避は絶対条件になっています。そういったルールの下で管理を行って

いるつもりでございます。さらには、以前開催された資エ庁のグリーンエネルギーに関連するワ

ーキンググループで策定されたガイドラインでも、ダブルカウントを回避することがこの認証制

度そのものの導入もしくは発展に必要であるということを、当業者が認識するということが示さ

れている。ですので、そういった状況に留意しながら、ダブルカウント回避ができているかとい

う客観的な判断を、系統のほうにも今後検討いただければと思います。 

 ただし、ＦＩＴが導入されたことで系統に送られた電気由来の証書発行量はかなり小さいとい

うのが現状です。ですので、量的に見れば先ほどの図で示された様に、自家発由来の実績が増え

ている事実がございますので、今回のご判断での自家発を認めていただき、その先、可能性があ

るか否かの判断を、これはダブルカウントを回避しているかどうかという制度に対する社会的な

認識にかかわってくるものですから、その辺は以降の検討課題として精査していただければと思

います。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。基本的には少なくとも自家消費分、所内分を認めていただけるの

はありがたい。本当はもう少しちょっと、そのほかの部分も検討してほしいというところですが、

基本的にはこの19枚目のスライドの案に賛同ということで、よろしいですか。 

 ありがとうございます。では、これで論点２に関するもので、次が論点３、これがなかなか大

きいんですが、ここも二つあるんですけれども、後半の連系線の間接オークションの話は頭出し
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のようなものですから、基本的にはここでは非化石価値取引市場の証書の扱いですね。ゼロエネ

価値をどう見るかというところでございますが、いかがでございましょうか。事務局案、どこで

見るのが一番いいのかなと。オフセットすると書いてあったところ辺、 

27ですね。ここが本質的な提案だと思います。ご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

 では、工藤委員からどうぞ。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。まず、自分の考えとして、今回示された案については基本的に賛成で

ございます。ただし、やはりこの委員会の検討内容は、提示された制度なり制度変更に対して係

数の算定をどう対応するかということが第一義的な役割ですので、その観点から現状のこの提案

については賛成と述べたいと思います。ただ、若干、関連するコメントをお許しいただければと

思います。 

 一つは、非化石証書の市場の中身、最終的と断言していいかわからないのですけれども、本質

的には太陽光も風力もバイオマスも、みんな一律、同じkWhとして同一の証書として扱われるとい

うことになっています。また、資料にも書かれているとおり、ＦＩＴ電源に対する係数上の扱い

のこれまでの考え方を考慮すれば、全電源平均で算定するということには一定の合理性があると

思っております。 

 一方で、私自身、ＩＳＯの規格開発に関わっていますと、この様な再エネ価値の排出係数や算

定方法をどう考えるかといった国際的な事例が出始めておりまして、私が今かかわっている

14064-1という、企業のＧＨＧインベントリの算定方法の改定議論でも、欧米から再エネ証書の様

なものを係数算定にどう扱うかについてガイドラインに組み込むべきとの提案があったり、ＣＤ

Ｐ等で扱っているＷＲＩのＧＨＧプロトコルの電気関係のガイドラインでは、全電源平均で算定

するのではなく、kWhでもカーボンフリーとしてオフセットする考え方となっており、ＣＤＰでも

その方法が組み込まれています。ただ、あくまでもこうした算定方法のあり方は、それぞれのプ

ログラムがどういった目的と算定方法が適当か考えるということが大事だと思っています。ただ、

実際に国際的な市場でその算定方法で対応されている日本企業もいらっしゃいますので、そうし

た企業にとっては、日本が全電源平均で係数を算定するとした場合には、恐らく両者の排出係数

を使ってそれぞれ報告されることが起こり得ると考えています。 

 その場合には、電気の小売事業者の方々から各需要家企業が、双方の係数で計算できる情報を

示して頂くことが必要になります。ですから、今回こういう方法を採用し、かつ他のプログラム

での異なった算定方法に対応可能な情報開示の必要性に対する共通の理解をきちんと持つとこと
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があってもいいと考えます。 

 ２番目は、この新たな制度では環境価値とか、非化石価値といった様々な言葉が利用されてお

り、この場では環境価値を係数上どう評価するかが論点と認識しているのですけれども、温暖化

対策でＣＤＭ等と初めとするクレジット事業に関わってきた人たちから見たときに、非化石証書

というのは若干性格が異なると認識されています。例えば、ＣＯ２削減クレジットと温暖化関連

で言われてきたものは、実はＦＩＴ法でいうところの安全保障も含めたトータルの再エネ導入コ

ストとして評価しており、それがカーボン価値として取引されている。しかし、今回の制度では、

環境価値を切り取ると言っていて、実は再エネ導入のコスト増分のうち一部だけを環境価値とし

て評価している。そのため、やはりこうした違いについては注意すべき、留意すべきと言わない

といけないと思います。ただし、これはこの係数委員会での論点ではなく、今後の運営上の検討、

例えば入札価格がどうなるのかとか、環境訴求をどこまで認めるのかという点は、別のところの

議論だとは思っているのですけれども、係数算定上はこういう考え方で合理的だが、実運用上は

類似するものとの整合性をきちんと取れるかといった課題があることは、この場でクラリファイ

しておいた方が良いと思います。すみません、個人的なコメントでございますが、入れさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○山地座長 

 では、島田委員どうぞ。 

○島田委員 

 基本、方針はこれで結構です。今後の課題、最後の四つ目の丸、今後の話として、2019年度を

目途に原子力、大型水力を入れた非化石電源の取引証書という、その扱いについては今後議論と

いうことですが、基本的な制度の方向として、この再エネの非化石の証書と、それからそれ以外

が区別されて取引されることになるのか、そうではないのかを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○山地座長 

 では、森口委員お願いします。 

○森口委員 

 ３点ぐらいありまして、１点目は今の島田委員のご発言、あるいは工藤委員からもお話があっ

たんですが、この非化石の価値、非化石なるものの価値というのは、環境価値、あるいはここで

言っているＣＯ２ゼロの価値とどう違うのか、あるいはそれの包含関係ですね。何がどっちに含

まれているのか。それが先ほど来、何度も出てくるいわゆるダブルカウントという議論とどう関
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係しているのかというのは、価値のダブルカウント、つまりＣＯ２の価値をダブルカウントして

引けないという議論がある一方で、ある電気に対して幾つかの側面から今価値を与えようとして

いて、そこの価値がダブルカウントがないロジックになっているのかどうかという、一番基本的

なところがちょっと私はまだしっくりきていないようなところがあるものですから、そこの考え

をお教えいただければと思います。 

 ２番目は、これはもう非常に細かい言葉の問題なんですが、23ページでこれは貫徹小委員会で

の整理ですので、ここで議論してもしようがないんですけれども、②ではＦＩＴ制度による国民

負担の軽減という書き方をされていて、３番目に消費者のニーズと書かれていて、ここで書かれ

ている国民と消費者というのは同じなのか違うのか。消費者というのは必ずしもいわゆる一般消

費者ではなくて、産業等も含めてだと思うんですけれども、国民負担というのは私の理解では均

等に負担するということを言っていて、消費者というのは多分多様なニーズがあるのでという使

い分けなんだと思うんですけれども、やっぱりその国民、消費者という言葉をあえて使い分けて

おられるんだとすれば、それはそれなりにまたそれが意味を持ってしまいそうな気がしますので、

ちょっとそこも、これは事実として教えていただけると（有難い）。これはここでどうこうでき

る話ではないということは理解しております。 

 あと、28ページに、他制度等におけるＣＯ２排出原単位の考え方と書かれていて、移行限界電

源方式、茅先生座長のもとで、当時、国内クレジットと呼ばれていた制度のことで、私もかなり

深くかかわりましたので、いろいろ思い入れもございますが、これは原子力の影響が非常に大き

いということの想定だったので、今の状況ではこれが余り関係することでは必ずしもないんだと

は思うんですけれども、ちょっとどのぐらいここで議論していることの制度運用にかかわってい

るかわかりませんけれども、その後、ちょっと私もクレジット関係かかわっておりませんので、

このあたりについては、基本的にはこの移行限界電源方式的なものをさまざまな今の制度の中で

取り入れていかれようとしているのか、あるいはそもそもここの考え方自身の見直しも必要だと

いうようなことの議論が、どこかほかの場所であるのかどうか、ちょっとそのあたり最近の状況

を教えていただければと思います。 

○山地座長 

 事務局が答えることかな。私の感じでちょっと答えておくと、まず、非化石価値取引市場のメ

ーンターゲットは高度化法の非化石価値比率を小売の事業者に規制かけるので、それを達成する

ための手段。ただし、当方のこの委員会は温対法の委員会であって、ではその取引によって排出

係数をどうすればいいのかということを議論する。そこがだからこの場でのメーンの議論。 

 一方、環境表示価値とかというのは、もう少し一般的な議論だと思います。さっきの国民負担
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の抑制と消費者ニーズというのは、もう森口さんが説明されたとおりと私も思います。 

 あと、移行を行うとかね。もうただでさえこれ複雑なので、これ以上、複雑にしたくないとい

うのが実は本音です。 

 事務局何か。 

○曳野室長 

 「国民負担」と「消費者」ニーズは、ご指摘のとおりなんですけれども、基本的にはＦＩＴの

国民負担というのは賦課金なので、全需要家がそれぞれ電気を使ったときに必ず払わないといけ

ないもので、選択の余地がないということで整理しております。他方、個々の「消費者」という

のは、ここでいう消費者は産業界も含んでおりますけれども、特定の選択を行う需要家を想定し

て書いております。ただし、ＦＩＴによる「消費者」の負担の軽減に資すると書いたら間違いだ

とはも考えておりません。一般的に、ＦＩＴ制度が「国民負担」と書いていることとの平仄を合

わせて、この用語を使っているということでございます。 

 それから、島田委員からご指摘、ご質問のあった、区別されて取引されるかということですが、

基本的に再エネの証書と、指定をしない証書については、小売事業者が区別して選ぶということ

が可能だということであり、再エネ証書を買った事業者は再エネ由来でオフセットしていますと

いうことを消費者に訴求することが可能だという制度を想定しております。 

 それから工藤委員からご指摘いただいた点ですが、すみません、逆質問的になってしまうんで

すけれども、先ほど、国際的な評価方法として、kWhでオフセットする考え方になっているという

のは、１kWhの証書を買ったときには、それが石炭の電源だろうが、ＬＮＧの電源だろうがゼロに

なるということですね。そうすると、そこの議論の動向は注視しないといけないと、私の立場か

ら考えておりまして、つまり、石炭火力だろうが、ＬＮＧだろうが、再エネが１入った場合には

それが全てオフセットできるとすると、例えば経産省では省エネ法の発電事業者に対する義務な

どをかけておりますけれども、国全体の排出係数を下げていかないといけないというときに、石

炭が入ろうが、ＬＮＧが入ろうが、再エネが１入ると同じようにオフセットできるという世界が

本当にいいのかどうかという話になってくるかと思います。したがって、そこら辺は国際的な情

報をしっかりウォッチしていく必要があるのかなと思いました。 

○工藤委員 

 ご指摘のとおりだと思います。当然のことながらダブルカウントもひっくるめて、総量モニタ

リングがきちんとされているかということは重要で、その部分をどう計算するかだけではなくて、

トータルの評価が必要です。ですから、今回も片やゼロにして、片や再エネ電源の証書を買って

いないものについてはこれだけ排出量を加算すると、これをトータルで考える枠組みとしなけれ
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ばいけない。排出量全体の管理の中で、ＧＨＧプロトコル等ではそういう考え方をとっていると

いうことであって、日本でも当然ダブルカウントや法令上の様々な管理を念頭に置いた体系とし

て考えているということを明確に示すことが大事だと思います。また、先ほど言ったとおり、需

要家によっては双方に報告しているような人たちがいて、異なった排出係数があるということを

認識しながら、双方が算定可能な状況にあるかが大事なことになります。ＣＤＰのようなプログ

ラムもかなり需要家が広がってきていますので、そういう事実があるということを留意しておい

たほうがいいというコメントです。 

 また、そのように注目が集まっているとなると、先ほどの英語表記もそうなのですけれども、

日本はどうなっているかということが国際的に問われてくるのですね。そうすると、日本のルー

ルの考え方は、例えばＡ国、Ｂ国、Ｃ国間では国際標準に基づいて算定しているが、日本は異な

ったルールで算定しているので異なることの説明が必要になってまいります。ですから、そうい

ったことに留意するというのは、そういった対外的な評価を念頭に置いたときには、日本の制度

はこれが合理的ですよということをしっかり説明し得ればいいわけで、とても大事な部分だと認

識しています。国際標準に従わなければいけないということではなく、日本はこう判断をしてい

るということ。そういったことにある程度留意する必要があるかということを、お伝えしたかっ

ただけです。 

○山地座長 

 説明の中では、卸取引所で買ってくるやつの扱いとか、あるいは非化石価値オークションで売

れ残り分の扱いとかも書いていますけれども、テクニカルなことでありますが、そこも含めて基

本的には事務局提案をご承認いただけますでしょうか。 

 森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 今の座長のまとめで、多分、私の今のこれからの確認事項は意味を持たないんだと思いますが、

すみません、今議論しているのは論点３－１全部と考えてよろしいですか。３－１の①だけでは

なくて後ろも含めて。 

○山地座長 

 いや、全部です。 

○森口委員 

 全部ですよね。３－１の③のオフセット方法の34番、34ページ目のスライドなんですけれども、

非化石価値オークションの結果、余剰となったＦＩＴ電気のゼロエミ価値は、これはもうわずか

なものであると想定されていて、これは販売電力量のシェアに応じた分配だけで、過不足なくな
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るということは間違いないんでしょうか。つまりＦＩＴについては、販売電力量シェアだけでは

なくて、そもそも本来の義務量的なものとのそのシェアとの調整の議論を多分前回か、前々回や

っていたと思います。その話の影響を受けるような世界には、これは行かないという理解でよろ

しいでしょうか。ちょっと理解が悪くて申しわけないですけれども。 

○曳野室長 

 御指摘のとおりでありまして、余剰となったゼロエミ価値、おそらくわずかだと思いますが、

これらはみんな均等にシェアされますので、そこの扱いは今までと変わらないということになり

ます。 

○島田委員 

 10時に退席しないといけないものですから一点だけ。 

 30ページのスライド、当面このようなみなしで計算するしかないかなと思います。しかし、一

つ目の丸の取引所で扱われるＦＩＴ電力量について、利用可能なデータがないため云々のところ

ですね。現状は情報がないんでしょうけれども、本当にないままでいいのか。要は再生可能エネ

ルギーがこの取引所の中でどれぐらい扱われているかというのは、別の資源エネルギー庁の資料

には書いてあったり、あるいはヨーロッパの取引所ではかなり公開されていたりしますので、こ

のあたり技術的に本当に不可能なことなのか、よく分析しながらご検討が必要かと思いました。 

 以上です。 

○工藤委員 

 一点だけ。制度改正のとき、毎回同じようなことを聞いてしまうのですけれども、35ページの

今後のスケジュール感について。その中で、非化石証書制度に関して、まだ入札をどのタイミン

グでどう実施するか聞いたことがないのですけれども、、従来の事業者からの報告と、事務方の

チェックで公表するというプロセスは、これまでと同じような作業負荷・工数でできると思われ

ているのか、それとも結構工数が増えそうだと思われているのか。ちょうど35ページに一般的な

流れが書かれてはいるのですけれども、その辺、感触だけ聞かせて下さい。 

○曳野室長 

 ありがとうございます。まず、島田委員からお話があった、技術的に不可能かというと、技術

的には多分可能だと思います。可能だと思うんですが、むしろ個別の事業者の方々の手間の問題

があると思います。特に小規模な事業者さんが、個別にＦＩＴ由来の電気の取引を全部報告して

くださいということになると、相当なシステム上の管理なども必要になると考えられますので、

そこのバランス上、どこまで求めるかということだと思います。技術的には可能だと思いますが、

むしろ新規参入者の方々を中心とした手間の問題とのバランスだと思っています。 
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 たとえば、以前若干社会的問題になったＦＩＴ買取の裁定取引のような話があったときには、

取引所で取引されている電源について、電源ごとにどのような電源が取引されているかというこ

とを確認した経緯もございます。ただ、これを悉皆調査としてやるというところまではまだ行っ

ていないというのは実態でございます。 

 それから入札のタイミング、工藤委員からのご質問でございますが、初年度がスムーズに行く

かどうかというところ、システム上の対応をしっかりやらないといけないと思っております。正

確に申し上げると、事務局の資料が少し正確ではなかったところがあって、2017年度に取引を開

始するとこの事務局資料にはどこか書いてあったんですが、正確にいうと、2017年度のＦＩＴの

取引の分から開始するということでありまして、17年度中にきちんとシステムまで組めて、18年

３月までに取引を実施できるのか、あるいは取引は18年４月以降になってしまうんだけれども、

18年７月には必ず間に合うようにするかというところは、現在実務的に調整中でございます。自

由化の中でシステムトラブルなども起きておりますので、しっかり実際にワークする制度ができ

るように、もちろんしっかり早くやることは大事なんですけれども、新制度導入で失敗しました

ということにならないように、実務的な作業を詰めているところでございます。 

○山地座長 

 では、非化石価値取引市場の導入に伴う排出係数の計算調整法については、事務局案で承認と

いうことでよろしいでしょうか。 

 どうぞ。小川部長 

○小川部長（電気事業連合会） 

 今の審議の結果に意見するものでもございませんが、一点だけ事業者としてお願いさせていた

だきます。 

 今回、23ページで曳野室長からご丁寧に説明していただいたんですけれども、一番下のところ

で、今回の整理により、需要家への賦課金に応じたゼロエミ価値の分配、調整が行われないこと

になりますので、これから環境価値というのが国民の皆様の中でもいろいろと関心が高まってい

くと思われますので、今回、こういう変化があったというのは、ぜひ国として必要に応じて丁寧

なご説明をお願いできればなと。我々も今回、いろいろ決めていただいた事をしっかりやって、

正しい排出係数を算出していこうと思っていますけれども、その点、国民の皆様へ丁寧に説明す

ることが重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○山地座長 

 私も言おうかと思ったので。今までＦＩＴ電気自体がなかなか理解、十分されていなくて、そ
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このＦＩＴ電気が、一つはさっきちょっと参考で言われたいわゆる交付金を辞退するということ

で、再生可能な電気にもなるわけですよね。それから今度のこの非化石価値で、非化石価値を分

離したＦＩＴ電気ができるわけですよね。非常に複雑でわかりにくいことをしているので、ここ

は丁寧に説明する必要があると思います。 

 ありがとうございました。この論点３のところには、頭出しと私表現しましたけれども、いわ

ゆる連系線利用の間接オークションが入った場合の扱いもあります。今後検討しなければいけな

いんですよという説明があったんですけれども、ここについて何かご意見、コメント等ありまし

たらお受けしますが、いかがでしょうか。 

 森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 ここについて、ちょっと戻ってしまうかもしれないんですけれども、今、事業者さんからお話

のあったのこと、全く同感で、私自身やっぱり一つ前で、非化石価値とゼロエミッションの価値

は含まれているのか含まれていないのかというご質問をしたんですけれども、結局、それに対す

る明確なお答えが私はまだ今、若干釈然としないところがありまして、特にＦＩＴに関してはそ

の環境価値を訴求しないということで来たわけですよね。そのＦＩＴとしての価値ではなくて、

だけれどもそれの少なくとも一部は非化石であって、それに関してはある種の、でも非化石価値

と環境価値が違うという、ここの世界では議論はまだ理解されると思うんですけれども、それが

違うものなのか同じものなのかということすらなかなか伝えにくくて、32ページのスライドでは、

非化石（ゼロエミ）と書かれているので、これはでももともと従来、ゼロエミ価値がないとされ

ていたＦＩＴは、この制度のもとではゼロエミ価値が非化石というもののもとでは価値を持つと

いう説明になっているように見えるんですけれども、そういう理解でよろしいんですか。 

 つまり、そこのところが私やっぱりこの話、事前に一番最初にお伺いしたときは、従来のＦＩ

Ｔではそこは言わないと言ってきたことをこれは転換されるんでしょうかということをお聞きし

たんですけれども、そのこと自身がなかなかこの資料だけではちょっと伝わりにくいのかなと思

っておりまして、これは単に私の理解が悪いだけなんだとは思うんですけれども、さっき国民、

消費者という言葉が意図的に使われた、分けられたものではないとは思うんですが、やはり意図

しているところは何なのかというところは、ここは淡々と書かれている中をどう読んでいいのか

というところの、ちょっと一番本質のところがまだうまく伝わる資料になっていないような気が

するものですから、そこをちょっともう一度確認させてください。 

○曳野室長 

 ありがとうございます。資料のわかりにくさがあるとすれば、事務局としてしっかり反省して
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今後に生かしたいと思いますけれども、ご質問のところでいうと、非化石とゼロエミの価値につ

いて、ＦＩＴの電源はこれまで国民全体に均てんされるのではなかったという説明だったわけで

すが、今後は特定の人が買って、小売経由で売ることになりますので、今のご質問の関係でいう

と、ＦＩＴの電源にゼロエミ価値をくっつけて売る場合には、環境価値はありますということに

なります。それはむしろ価値をセットで売るということになります。逆に、火力とゼロエミの価

値をオフセットした場合にも、消費者に訴求することは可能ということになります。したがって、

ＦＩＴの電源であること自身をもって何か環境価値があるということは、これまでも今後もない

わけですけれども、もともと今までもＪクレジットでオフセットしても排出係数ゼロですと訴求

することは可能だったということと同様に、オフセットした非化石の電源ないしは排出係数ゼロ

の電気でありますということが訴求可能になるということでございます。 

○山地座長 

 わかりにくさというのは実は私もあるんです。全国平均のＣＯ２排出係数でＦＩＴ電気の排出

係数にするというのは、排出するほうですよね。今度、非化石としてプレミアをつけて買ってき

たときに、それをその量でオフセットすると言っているわけですね。マイナスにするわけですね。

要するにグリーン電力証書とかのＣＯ２削減相当量と同じように使う。これは似て非なるもので

あることはたしかなんです。ただし、そういう考え方ができなくもないだろうと。しかも期ずれ

があるので。前年度か何かの実績、もっと前々年度かな。だから私はそれでもいいのかなとは思

っているけれども、わかりにくさは残ると思いますよ、これ。 

○工藤委員 

 先ほども少し申し上げたとおり、従来の温暖化対策のクレジットとは性格が多分違うと。ただ

し、証書というものが存在すれば、従来型の削減クレジットと同じような効果を持つというもの

と、実際問題として通常のクレジットのように、電源を詳細に特定して、そこからの算定をして

いるというのでは少々異なる、ですから、この辺が多分わかりづらい。または、今検討されてい

るルールですと、有効期間が１年しかないが、通常のＧＨＧ削減クレジットは有効期間は長い。

こういった様々な特性の違いがある。ですから、特にこれから気になるのは、そういうものの理

解もさることながら、類似した性格を持っているにもかかわらず、価格なりコストに差が出てく

る状況が想定され、特に温暖化関係の取組をやっている人にとって混乱や環境価値とは一体何か

という根本的な問いが示される可能性も否定できない。ただ、それはここの議論ではなく、全体

の多分認識として持たなければいけないことだという気はしていますけれども。 

○山地座長 

 連系線容量の間接オークションでない、一般的な議論になって、それで結構なんですけれども、
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全体の議論はね。 

○工藤委員 

 間接オークション。先ほどちょうど大橋先生がご指摘になったように、この係数算定は電気に

紐つきになっているのか否かという点でバリエーションがあるという話が出てきていましたが、

この間接オークションに関する係数をどうするかの議論の際には、ぜひその辺の整理を行って、

資料としてお示しいただきたいと思います。他の制度ではこう、そして間接オークションはこう

といった様なことを一覧にして頂く。その際、多分プレーヤーとしては、発電事業者がいて、小

売事業者がいて、卸売取引所があってという、それぞれの制度で個別にどういった扱いになって

いるか、次回、この間接オークションを議論する際に整理をした資料をベースに考えたほうがい

いと感じました。今後、どういうような制度設計になるのかによっても多分変わってくるとは思

うのですけれども、そういうことをご配慮いただけるとありがたいと思います。 

○山地座長 

 これはもうそういう注文を出していただければいいということです。 

 森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 本来の議題の間接オークションのほうなんですが、39ページの囲みの中に、そのため、コスト

の安い電源順に送電させるようなルールを導入し、というこの考え方自身は結構かと思いますが、

このコストの安いって、一体どこの範囲のコストを指しておられるのかということを、ちょっと

二、三確認させていただきたいんですけれども、先ほどの室長さんのご説明ですと、化石燃料で

あれば燃料費はかかるけれども、太陽光等であれば燃料費かからない。しかしながら当然、イニ

シャルのコストがかかるので、ライフサイクルコストで割り返した場合のkWhライフのコストはど

うなのかという議論は、もう散々されてきたことかと思いますので、これは運用時のコスト、燃

料費ということでよろしいのかどうかということ。 

 一方で、運用時ということになった場合にも、特にこれはかなりセンシティブな話題ですが、

原子力のコストって一体どこからどこまでなのか。まさに今、本来とっておくべきものをとって

いなかったことで、それに乗せようというような議論もなされているので、さらっとコストの安

い電源順にと書かれているんですが、それは余り軽くは決められない話のような気もするもので

すから、実務的にここはどのようにお決めになるのかお教えいただけますか。というか、今まだ

これは目指していくことであれば、今後の議論かと思いますけれども、そこはどういうふうなお

考えなのかをお聞かせいただければと思います。 

○曳野室長 
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 ありがとうございます。まず、ここで言う「コストの安い」というのは、可変費でございます。

したがいまして、ＰＶや風力はイニシャルが高く、だからこそＦＩＴがあるわけですけれども、

運用時の燃料費・限界費用は基本的にはゼロでございますので、実際に例えば風力の電気を隣の

地域に送ろうと思えば、結果的には優先的に流れるということが想定されます。 

 ここでコストとして考えられるものは、あくまでも、市場で各事業者が判断するものでござい

ます。例えば燃料費が７円なのか10円なのかというのは、別に国が決めるものではなくて、市場

原理で各事業者の交渉・判断で決まります。今、ご指摘いただいた原子力の話についても、では

原子力のコストは幾らかというのをここで国が判断するものではなくて、そのときそのときに、

事業者が幾らでも売る、幾らでも流すのかという判断によって決まるものというふうに考えてお

ります。 

○山地座長 

 今の説明で私も納得しているんですけれども、このメリットオーダーの変動費というのは、国

民負担と考えるとまた別なんですね。国民負担のほうで考えるとおっしゃるように、過去分を託

送費に乗せて。それを国民負担と考えるとＦＩＴもそうで、太陽光の賦課金なんていうのは、あ

れは変動費に当たるわけです。国民負担でいうとkWh当たりですから。やっぱりそこは考えなけれ

ばいけないと思うんです。 

 大橋委員どうぞ。 

○大橋委員 

 この連系線またぎの取引については、卸取引市場を介させることを強制するという側面がある

ので、これはやっぱり何らかの形で紐づけるということはやらざるを得ないのかなというふうに

思います。 

 他方で、ちょっとこれ見て思っていたんですけれども、話が戻ってしまうんですが、ＤＲの話

があったときに、小売事業者が需要家の負荷を抑制させた分だけ、この場合だと、例の20をほか

の小売事業者に売りますと。その小売事業者のその係数を使うのか、あるいはその先の電源で紐

づいていれば、電源の係数を使うのか、二通りありますというお話だったんですけれども、仮に

この小売事業者、ＤＲをした小売事業者が、売り先の小売事業者はないんだけれども、発電事業

者は何か特定していて、卸市場に出しましたという場合、卸市場の、先ほどの資料だと卸市場の

全電源平均を使うんだけれども、ただこの電源は特定しているんですといえば、この電源のは使

えないことにはなっているんですけれども、こういう内容をあわせてみると、連系線またぎでは

ないんですけれども、発電所を特定しているのかしていないのかで、扱いを違えることというの

は考えられるのかどうか。ただ、そんなことやり始めると、もう大変なことになるのでやっぱり
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いけないのかなとか、ちょっとそこらあたり、若干疑問として思いました。 

○山地座長 

 ちょっとスペシフィックに、ネガワットの例えばあれは20だったですね。20をＡがＢに渡すの

ではなくて、卸に出してＢが買ったらどうかと、そういう話ですかね。 

○大橋委員 

 卸に出したんだけれども、…… 

○山地座長 

 誰が買うかわからないんだね。 

○大橋委員 

 ええ。小売事業者は特定できなかったら卸に出します。ただ、発電事業者は特定しているんで

すというようなことというのは考えられるのかどうかという。あくまで理論的な想定なんですけ

れども。 

○山地座長 

 ネガワット分を卸に出したらというケースかな。 

○曳野室長 

 正しくこの場でお答えできているかわかりませんが、私どもの今の理解では、相対取引を行っ

た場合にはその分、計算から抜いてもらうこととなっていますけれども、ＪＥＰＸ経由になった

場合には、それぞれの電源については、取引所取引の結果として埋没してしまうというか、全体

の平均になってしまうので、それをもう一回別途取り出してきてということは、原則としては、

想定していないということでございます。 

 どこまで複雑化するかということだと思いますけれども、基本的には今の制度設計の考え方と

しては、卸電力取引所で取引を行った場合には、一旦全部平均で算定することとすると。したが

って、今回の非化石の価値についても、価値が埋没してしまうからこそ、別に計算しましょうと

いう思想でやっているところでございます。 

○山地座長 

 もう大体総括的な議論でもしご意見があればということでございますけれども、いかがでござ

いましょうか。全体通して。 

 特にご意見がないということでしたら議論をここまでにして、あと、実は資料３のパブリック

コメントについてというのがありますので、それの説明をお願いいたします。 

○曳野室長 

 ごく簡単にご説明をさせていただきたいと思います。本日、ご議論いただきました内容につき
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まして、この資料３の別紙の部分でございますけれども、この必要な規定及び通達等の改定案を

パブリックコメントに付したいと考えております。 

 本日、２月末日でしたので、３月以降と書いておりますが、この場で方向性についてご承認い

ただければ、速やかに開始をしたいというふうに考えておりまして、１カ月の期間を経て、これ

に対する意見についての政府の考え方を取りまとめて公表するとともに、必要に応じて改正の内

容を修正したいと考えております。仮に修正をする場合には、委員の方々に個別にご相談をした

いと考えております。 

 内容については、先ほどの資料２に基づいた内容を盛り込んだものでございます。名称の変更、

それから電力システム改革関連の改定ということでございます。見え消しでございますが、中身

についての個別の説明は割愛させていただきます。以上です。 

○山地座長 

 かなりの分量がありますので、少し時間、まだちょっと余裕がありますから、確認していただ

いてご意見いただきたい。 

 工藤委員どうぞ。 

○工藤委員 

 一点だけ確認なのですが、後ろに附属している政省令ですか、これの22ページに、新たに非化

石電源に係る電気に相当云々という部分とその下で、京メカクレジットについては消去というの

は、これは今回、これをやるということなんですか。 

○曳野室長 

 すみません、2016年度の算定に当たる、つまり17年の７月の報告に当たってはまだ有効なんで

すけれども、その後、京メカのクレジットの期限がまいりますので、18年７月の報告においては

使えないというか、削除になっているということでございます。 

○工藤委員 

 それはルールで決めることかどうかわからないですけれども、一応、今回でこれを削除します

ということですね。 

○事務局（稲垣） 

 そうですね。京都メカニズムクレジットの有効期間というのはもう決まっているので、もう淡々

と削除ということで考えております。 

○工藤委員 

 一言でも入れておいたほうが。だから、前回の会合で議論したような記憶もあるのですけれど

も、今回、京都メカニズムの有効期間がここで終わるので、ここは削除しましたという一言を、
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その他事項にでも入れておいていただければと思います。 

○山地座長 

 森口委員どうぞ。 

○森口委員 

 すみません、極めてテクニカルな話なんですが、条文に落としてみると、先ほどの用語の問題

で、基礎と調整後という話なんですが、もともとこうなっていたので、もう直せばこのとおりだ

と思うんですけれども、字面として今読んでいて、基礎二酸化炭素排出量という言葉になってい

て、基礎が排出量のところではなくて、分離されてしまうんですね。排出量の場合に。もともと

実二酸化炭素排出量って、実が前についていたので、実の前に基礎とやるとここになると思うん

ですけれども、基礎が排出量にかかっているということだと思うんです。基礎という言葉に置き

かえなければ、基礎二酸化炭素排出量というもののこの基礎という言葉のかかり方がすっきりす

るかどうかなというのは、ちょっと今、瞬間的には何となくわかりにくいかなと思ったんです。

それをやると、調整後のほうもまた場所を変えなければいけないので、余りやらないほうがいい

かもしれません。ちょっとそのことも含めて、全体としてわかりやすい資料を、条文そのものは

なかなか読み切れないので、いろいろポンチ絵等をおつけになっていますので、そういう中で説

明をしていただければと思います。 

○山地座長 

 さて、これパブコメにかけたいというわけですから確認が必要なんですが、ちょっと今こうい

うときは、紙ベースのほうが見やすいですよね。これで見てどこというのが、なかなか委員会の

この場ではちょっと難しいかもしれませんね。どうしましょうかね。 

○森口委員 

 いろいろ私も資源問題ともかかわっていますが、ペーパーレス化を推進いただくこと自身の価

値はわかりますし、まさにいろいろ環境省・経産省合同の会議で、このタブレット方式にもかな

りなれてきたところではありますけれども、やっぱりこういうものの確認ですとか、議題がどこ

からどこまで今やっているんだろうかというところにおいて、やはりなかなかまだなれないとこ

ろもありまして、こういう類いの議題の確認については、ちょっと委員席については紙の資料配

付ということもあわせてお願いをできればなと思います。ちょっとこれはまだこの検討会だけで

はなくて、また全体の方針かと思いますけれども、こういう効率的、時間的、あるいは資源的な

効率的な運用によって、見落としが起きるといけないかなと思いますので、また改めてとは思い

ますけれども、やっぱりこの場で確認をできることも重要かと思います。 

 すみません、余計なことを申し上げますけれども、何となく最近の何回かのこの類いの会議で、
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ちょっと頭がなかなかついていかないところもあったものですから、一点発言いたします。 

○山地座長 

 私は、今ちょっとかなり努力して確認をしましたが、どうしましょうか。よくやる手は私に一

任というんですけれども、ただ、委員の皆さんから気がついたことをちょっと時間を決めて事務

局に連絡をする期日を決めて、その上で最終的には私で調整という形にしないと、この場で全部

やっているとちょっと手間がかかり過ぎるかなという気もするんですが、いいですか、事務局の

ほう。いつごろまでがいいですか。コメントをいただくとして。早い方がいい。 

 １週間ですか。では、１週間後、きょうは火曜日ですから、来週の月曜までにしましょうか。

よろしいですかね。では、そこまでに気がついたところをご意見いただいて、その後、ちょっと

事務局と私のほうで最終的な調整をして、パブコメに付するというやり方でよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。そういう対応をとらせていただきたいと思います。 

 それで、あとはきょうの資料と議事は、経産省と環境省のホームページで公表ということでご

ざいます。 

 議事は確認があるんですかね。委員の皆さん。議事要旨ですか。 

○曳野室長 

 議事要旨は、事務局で作成させていただきます。これは発言者がないものになります。議事録

の公表にあたっては、各委員に御確認させていただきます。 

○山地座長 

 そういうプロセスでございます。 

 事務局のほうから何かございますか。特にないですか。 

○曳野室長 

 特段ございません。 

○山地座長 

 それでは、予定よりはちょっと早目に終わることができましたが、以上で第14回の温対法に基

づく事業者別排出係数の算定方法に関する検討会、閉会させていただきます。 

 ありがとうございました。 

――了―― 


