
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１回会合議事録 

 

○日時：平成 19 年 1 月 31 日（水）１０：００－ 

○場所：経済産業省別館５階５１１会議室 

○出席者： 

（委員）山地座長、工藤委員、島田委員、鶴田委員 

（オブザーバー）公正取引委員会、電気事業連合会、東京都、特定規模電気事業者の

代表 

 

○議事 

・後藤電力基盤整備課長挨拶 

・山地座長挨拶 

 

（資料説明） 

事務局より資料２、資料２－２について設置趣旨、議事運営の取扱について説明。 

（質疑応答） 

意見なし。 

 

（資料説明） 

事務局より資料３について説明。 

（質疑応答） 

 

山地座長 

 ありがとうございました。テクニカルな内容でしたが、ただいまの説明について御

意見、御質問があればお願い致します。 

 

鶴田委員 

関連して３つほど質問させていただきます。排出係数は電源構成によって大きく変

わっていくもの、過去の何十年にわたる経営の意志決定の結果として表れているもの

である。そういう意味で排出係数は歴史的経緯を反映しているものであって、これを



変えようとすれば、新しい投資をしなければならない。しかし、新規投資には１０年

というオーダーで時間がかかってしまう。企業にとっては排出係数を与えられること

になるが、これを下げる努力をどれだけやる事が出来るのか、排出係数は歴史的経緯

を強く反映したものですから、少なくとも今の時点で企業が下げられるような選択が

できるようなことを考えなくてはいけない。 

それが唯一できるのは京都メカニズム、クレジットです。これを今の時点で入れな

いで検討課題だというのなら、企業には全く下げるための選択肢は何も与えられてい

ない。状況によっては企業に死をせまることもありうるであろう。このように企業に

選択できないような政策をやるというのは、私はあまり上手な施策ではないと思いま

す。少なくとも温対法で決まっているのだとすれば、クレジットをいつから係数に反

映できるのか、先程検討課題とおっしゃいましたが、そのスケジュールを企業の方に

示してあげないと企業の方は困ります。検討課題ではなくいつからやるかということ

を後でお聞かせいただきたい。 

２つめは、私の専門は経済学ですから、常に政策効果というものを考えますが、先

般、経済産業省と環境省で作成された「我が国の温室効果ガス排出量の要因分析」に

ついて、これを見ると基準年から０５年度までの増減率は旅客部門３９．７％、業務

４２．２％、家庭３７．４％と圧倒的にこの３部門での排出量の増加が大きい。ＣＯ

２を削減しようとするならば、こういう増加率の大きいところが削減努力できるよう

な政策を考えなければいけない。今回詳細につくっていただいた係数がユーザー、と

くにこれら３部門にどのような政策効果として投影されるのか。これを是非教えてい

ただきたい。どういう政策効果があるのか見えない。 

３つ目は企業の方が電源のポートフォリオを考えながらビジネスを行っている。ポ

ートフォリオ、つまり原子力、石油、石炭、ＬＮＧ、水力といったものを組み合わせ

て 適と思われるビジネス活動を行っている。例えば、ヨーロッパなどではドイツや

東欧では石炭が比較的優位をもち、水力であればノルウェーやスイス、原子力であれ

ばフランスが比較優位をもっている。こういう各国の得意領域があり、アメリカでも

州ごとの比較優位がはっきりしている。 

日本の場合、石炭を新設として使えなくなっている。ところがアメリカや中国では

今、石炭火力がエネルギーの中心になっている。そういう国は京都議定書の義務を負

っていない。したがって、日本でこのようなＣＯ２削減努力をするというのはよく分



かりますが、今やろうとしていることがアメリカや中国にどのようなメッセージを発

信しているのか、どのような環境対策の強化を求めているのか、をご説明いただきた

い。 

山地座長 

ありがとうございました。 

工藤委員 

総論的なことに触れさせていただきたいですが、テクニカルな問題とともにこの数

字が社会に与える影響は大きい。この数字が出ることでどのようなことが起きるのか

という視点は重要である。個別の排出量を算定しようという意識は重要であるが、電

力の係数を算定するには多分に推計が入ってくる。データの指標的な意味というのは

しっかり説明を加えた上で示していくことが大事。排出係数は電源構成を踏まえた現

状の数値として示されるがこの政策的な意図と、一方で数字が出てくることによる周

りの人々の受け答え方にはギャップがあると誤解を生じるのではないか。例えば、こ

れまで環境報告書や、ＣＳＲで独自に排出量を算定していて、これは全電源平均を使

っている方が多いのではないかと思いますが、それで自らの排出量管理というものを

行いながら温暖化対策の実績を公表されているものが多い。ここに新たな原単位が入

ってくることによって、絶対量で評価されたときに、自らの努力と違うところで結果

が変わってしまう。こうした異なる原単位での評価の意味というものを伝えないと混

乱してしまう。これは原単位の政策目的というものがどの辺りにあるのかということ

と同じであると思います。 

他の政策との関係でいうと、原単位の数字が一人歩きすると省エネを行おうとする

人がその効果がこれまで１つの原単位であったものが複数の原単位となることにより、

評価が変わってしまう。こういった点については運用の中で明らかにするべきことで

はないか。 

長期的観点からは電源構成をより低炭素なものにしていくということがあるかもし

れないが、京都メカニズムのような方策は分けて説明をしなければならないと思う。

電源に関わる諸制度があって、個々で評価されているわけだが、今回の制度では、限

られたインベントリーの中で評価されている。一方で事業者は省エネなど多様性をも

った取組を行っているが、この制度では評価されない。京都メカニズムなど外部での

取り組みも含め、このような事業者努力の評価については運用を行っていく中で検討



していく必要がある。 

 

島田委員 

総論としては、政府の中で一般電気事業者、その他という２本の係数の案があって、

これがいろいろの議論があって、事業者の努力を反映していくという効果があり、前

進したと一定の評価をしてもいいのではないか。また、割り切らないとならないもの

もあるなかで全体としてはリーズナブルな案にまとまったのではないか。 

細かな質問をさせてもらうと資料３の２ページ手続きの②に経済産業省、環境省が

確認するとあるが、これは他の法令用語で審査という言葉もあるが、仮に確認して間

違いが見つかった場合には審査と同様事業者とやり取りして正しく確認されるのか。 

２点目ですが、３ページ④⑤で石炭、石油といった燃料区分ごとに区分別排出係数

を乗じて計算することになっているが、どのように区分別排出係数決めていくことに

なるのか。 

３点目ですが、１６ページのコージェネの按分の資料、蒸気ボイラー単純平均で計

算しているのか、導入実績がないからこのようにしているのか事情を教えてほしい。 

また、発電機効率に細かい数字がでているが、一方でグラフの読み取りになってい

るところもあり、数字を丸めたほうがいいのではないか。 

 

山地座長 

テクニカルな話で、別紙３のところで燃料区分ごとの単位発熱量とあるが発熱量は

高位発熱量と低位発熱量の２つの定義がある。どちらを使うのかハッキリさせておく

必要があるのではないか。別紙３や本文に総発熱量とでてくるが、このような意味で

は高位発熱量のことを指すので、ここは合計という意味であることは分かるが総発熱

量と真発熱量という言葉もあり、紛らわしいので単位発熱量ところは直してほしい。 

 

工藤委員  

細かいところでいえば、資料３で突然、「特定排出者」という言葉が出てくる。説明

が入っていないので、どういう意味か表記してほしい。 

 

山地座長 



御質問等について事務局から回答をお願い致します。 

 

事務局（環境省） 

京都メカニズムを、今後どのように活用していくのかについて示すことが重要であ

るという御質問があったと思いますが、資料３総論の（１）にあるように「京都メカ

ニズムクレジットを排出係数に反映する方策については、第１約束期間開始までに検

討する。」という獏としたスケジュールではありますが、日本全体の取組の位置付けの

中で、まだ、京都メカニズムと事業者との関係でどのような扱い方があるのかという

非常に広い問題に関係するところであります。京都議定書目標達成計画につきまして、

第１約束期間の前に見直し行うということで、昨年から今年にかけて、審議会に諮り

見直し作業をしているところであります。その中で目標達成の考え方、京都メカニズ

ムの位置付けということについて、もう一度検討をすることにしているので、この問

題も深く関わるため、この京都メカニズムの位置付けを整理する中で、併せて整理し

て２００７年に検討を進めていくということでご理解いただきたいと思います。 

今回の排出係数の公表について、いろいろ対策を打つ中でどういう効果が期待でき

るのか、どういう意味を持つのかという御質問がありましたが、温暖化対策というこ

とで全てのセクターで対策を講じていただく必要があり、その中でまず、自分の排出

量を正確に把握してもらうということが対策のベースにあります。これがまさに今回

の算定制度を作った理由です。こうして排出量を正確に把握していただくことを踏ま

え各主体によって、省エネであったり、どのようなオプションがあるのか、いろんな

方法があると思いますが、各主体について対策を考えるベースとして排出量報告は非

常に意味があります。 

さらに地球温暖化対策について地球全体でということで、米国、中国といった国も

含めて、どのように取り組んでいくのかということを御意見いただきましたが、京都

議定書は先進国の取組ですが、そもそも気候変動枠組条約上「共通だが差異のある取

組」という考え方がありまして、温暖化について、全ての国が責任を負っているが責

任の程度については背景を踏まえてきたところがあります。そこで第１歩の京都議定

書としては、これまでの責任は先進国が率先して対策をとるということで、先進国に

対する義務付けがされたということです。これに対してアメリカが抜けているという

ことは大変残念なことでありまして、京都議定書も想定していなかったことが起きて



いるということでありますが、いずれにしても第１歩である京都議定書につきまして

は、義務を課せられているところは、それを誠実に進めていくということは今後の温

暖化対策を国際的に展開していく上で大事なことでありまして、政府としても京都議

定書の目標は確実に達成する決意で望んでいるところでございます。 

京都議定書については、まず２０１２年までの取組でございますが、次に２０１３

年以降の取組についてどうしていくのかというのが、今、国際的に活発になってきた

ところでありまして、この枠組みについてはまだまだ予断を許さない状況であります

が、我が国としては、御指摘のございました米国、中国、インドという主要な大排出

国が十分な排出努力をしていくということが温暖化を食い止めるという意味で重要で

あります。また、全ての国が参加して応分の努力をしていただくという枠組みが必要

であります。この２点につきまして我が国の基本的考え方ということで条約に基づく

場において議論しているところであります。今後の対策を進めていく上での第１歩と

して京都議定書を守っていくということが重要でありまして、国内対策に力を入れて

進めていきたいと考えています。 

全体のスコープということで、これまで他の排出係数を使って排出量を出してきた

ということで、新しいものができたときに考えながら必要な調整をしていくというこ

とが求められるということになりますが、その中で今回の排出係数の公表がどういっ

た意味で行っているのかということを明確にして誤解を生じないようにしていくこと

が重要ではないかと考えます。エネルギーの問題と密接に係わりますが、温暖化が直

接エネルギーということではなく、二酸化炭素の排出ということは重要になりますの

で、同じエネルギー効率であっても二酸化炭素という観点では違ってくるということ

がありますので、これまでは省エネルギーということが中心であったのですけれど、

今回、この制度が入るということで二酸化炭素についてどのようなインプリケーショ

ンがあるのかということを見て、省エネを進めていただきたいと思いますが、その辺

を明確にして、省エネ対策と温暖化対策を使い分けていただきたいと思います。 

今回、排出量を正確に把握するということが原点ではありますので、その中で京メ

カをどのように使っていくかについて検討していきたいと思います。 

 

事務局（環境省） 

資料３の確認についてですが、第２回での議論も当然想定しておりますが、その中



でご確認いただいて不正確な情報があれば修正をした上で確認公表ということになり

ます。 

燃料区分ごとの発熱量でございますが、これは事務局が総合エネルギー統計から算

出して事業者に対してお示しいたします。 

ボイラーの効率の設定については、導入実績がないので、効率の中間値の単純平均

という形で計算させていただいています。発電効率について有効数字について、発電

効率を算出の際に参照したコジェネセンターのグラフの目盛りの１０分の１まで読み

取って、エネルギー起源のＣＯ２なども全て有効数字３桁までということで温対法上

整合が取れております。 

ガスエンジン、ガスタービンあるいは効率のところで４桁まで示してしまっている

のは確かにここまでの精度はないかもしれませんが 終的な９．８２という３桁の数

字はこれぐらいの精度はあるのではないかと考えております。 

山地先生から御指摘のあった燃料種ごとの発熱量については、事務局で計算して電

気事業者に対してお示しすることを考えております。総発熱量の言葉の使い方につい

ては誤解のないよう整理します。 

 

山地座長 

高位でやっていることは分かるが誤解されないように明記してほしい。 

 

鶴田委員 

確認ですが、クレジットを本年中に検討し、２００８年に導入という理解でよろし

いでしょうか。 

 

事務局（環境省） 

おっしゃるとおり２００７年に検討を進めたいと思いますが、制度としてどのよう

な形になるか分かりませんので、どのような手当が必要になるか、法律改正が必要に

なるのかといったことによって時間は変わってくるものと思われます。 

 

鶴田委員 

経済は生き物なので、時期がずれると企業は対応できなくなる。だからこのような



制度を入れるときは、いつまでに入れるかということを明確にし、企業の予測可能性

を高めておかないと企業の側は気の毒です。キッチリ対応して決めるよう是非お願い

したい。 

お話を伺っていると事業者がＣＯ２削減の努力をどのようにすればいいのか、イン

センティブが何かというところが見えない。これは一般電気事業者、特定規模電気事

業者から供給を受けるときの排出係数ですよね。そうすると事業者の方は、係数が低

いところに電気を買い替えるだけで対応し、成果を上げたと言えるかも知れないが、

これは企業努力とは言わない。企業努力というのは、その企業独自の努力をして当該

企業の排出量を減らす、こういうことがあって始めて日本全体の排出量が削減されて

くると言えますが、このところがどうしても見えてこない。どういう企業努力を期待

しているのかお聞きしたい。 

 

事務局（環境省） 

いろいろな形で各主体または企業として計画を作ったり、いろいろな措置を講じた

り、ＣＯ２の排出量を減らしていただくということをプッシュしている。その中で買

い替えることも１つの手段でありますけれど、それだけではなく、各主体がエネルギ

ーの使用量を減らしたり、ＣＯ２の排出量を減らしたりということが重要でありまし

て、それを進めるため様々な補助金や施策を含めまして、そのような努力を促してい

く所存でございます。 

 

鶴田委員 

事業者別の排出係数の算出公表については電気だけに限っている。従って、その他

の事業者についても排出係数の算定を求めるのではないか。 

 

事務局（環境省） 

電気につきましては、他の事業者も含めて排出量算定というところで必要になりま

すのでこういった形で検証させていただいているのですけれど、ベースとしては二酸

化炭素を世界全体でどれだけ量を減らせるかという量の問題であって、算定公表制度

というものは正しくその量を押さえる。そのインプリケーションとしてはやはり量を

減らしていただきたいということ、そういうことを含めまして制度を作ったわけであ



ります。その中で、一方で自主行動計画が作られ、それぞれの事業者で特有の原単位

であったり、総量であったりという取組がされているわけでありますけれど、 終的

にはどれだけ量を減らすかというところが重要になってくる。 

 

鶴田委員 

このペーパーを見る限り、一般の事業者が排出係数を出すことは求めていない。ご

説明はこのペーパーでいっていることと逸脱しているのではないか。 

 

山地座長 

電気の場合については間接的になるわけで、個々の事業者がその量を算定すると間

接分を受け取らなければならないということで係数を求めている。個別事業者は、事

業活動当たりの原単位というものが、自分の間接分も含めた総量を把握することで自

動的に計算できるのではないかと思います。 

 

事務局（環境省） 

温対法の中で事業者の報告は排出量だけ、それを下げていこうということがある意

味で温対法の精神ではないかということであります。 

 

鶴田委員 

それは非常によく分かるし、やらないといけないとも思う。排出係数を計算できる

ようにしておけばＣＯ２削減効果を推計できる。そういう意味で係数はとても大事だ

と思う。このペーパーではそこまで求めているのか。 

 

事務局（環境省） 

それは求めていない。算定公表制度はあくまで総量を把握して公表させていただく

システムです。電気事業者の係数は算定のために総量を計算する上で係数がないと総

量を計算することができないということで作っている。 

 

鶴田委員 

この後に個別事業の排出係数を算出するというステップに入っていくのか。 



 

事務局（環境省） 

総量だけである。電気事業者以外について係数をつくるというところは入っていま

せん。 

 

鶴田委員 

排出量を集計するということであるが、どれくらいの企業を対象にすることを念頭

においているのか。 

 

事務局（環境省） 

およそ１万５千件程度の事業所が対象になるのではないかと思います。 

 

鶴田委員 

排出量増加の大きい旅客部門（＋３９．７％）、業務（＋４２．２％）、家庭（＋３

７．４％）、こういったところに何らかの対策を講じない限り、全体の目標達成はでき

ない。これまでの大気汚染の問題でも大企業が対象となったが自動車からの汚染があ

った。水質汚濁についても家庭や小さな事業所が排出した汚水により汚染された。小

さいから対象外というのは現実の政策としては齟齬が生じる可能性がある。少なくと

も過去の対策から言えば類推される。 

 

事務局（環境省） 

温室効果ガスについてはおっしゃるとおり、大きな企業レベルの対策ではなく我々

も含めて、あらゆる対策を講じていかなければならない。それぞれに対してどのよう

な対策が取れるかということを進めていかなければならない。 

目標達成計画の中では約６０の対策を積み上げまして、産業部門ですとか、自動車

であるとか、業務であるとか、個別について対策を進めるという形になっております。

ただ規模や排出の形態が違いますので、対策のあり方については、それぞれにあった

ものを取っていくということであり、例えば、自動車であれば自動車自体を効率化す

ることや、現在、ガソリンを使っていますが、バイオ燃料を混ぜてＣＯ２の悪化を抑

えたりように対策していく。家庭についても効率の良い機器を普及していくといった



ところから対策を進めているところであります。いわゆる大排出者のいうのは努力の

可能性がございますので、今回の排出量算定報告では一定規模以上の排出者に求め、

努力を把握して対策していく。即ち、いろいろな主体への対策のうちの１つの対策と

いうことでお考えいただければと思います。 

 

山地委員 

前半のクレジットの第１約束期間までというところ、もう少しメッセージとして入

れていただければと思います。 

 

工藤委員 

いまの議論について、省エネ対策と温暖化対策をどこで整合を取るかということで、

ここで議論するには少しスコープが広いですが、御指摘のあったとおり、原単位をイ

ンジケーターとして設定してしまうとそれぞれの政策に影響がでてきてしまう。今回

の政策でどのような影響や課題が出るかということは明確にしなければならない。今

回はピンポイントの排出量を計測するための原単位であるが、例えば事業者が省エネ

なら省エネをするためには、その効果を計測するためのベースイヤーという概念があ

るが、温対法上はどこから減らせばいいのかということは特に規定していない。しか

し先程申し述べたように、今回特定化する原単位がこうした評価に使われると、数字

そのものの解釈が難しくなってくる。省エネ対策へのインセンティブを削ぐ可能性が

あることから政策全体について影響に留意してほしい。 

また、把握率を公表される意図はどのようなところにあるのか。公表することにつ

いて否定するものではないが、やはりこのパーセンテージがいろいろ一人歩きしてし

まう可能性があり、意味はしっかり示す必要がある。恐らくはできるだけ捕捉したい

という意図からこれを高くするためのものであって、この把握率が低いからといって

悪いという意味で記載させているものではないと思う。目的を明確にしてほしい。 

 

特定規模電気事業者の代表 

オブザーバーの立場ですが、委員の方々からも事業活動を行う中でどうか、という

御意見があったのでそういった視点でのコメントと、実際にこれに基づいて作業を進

める中で、テクニカルな点が出ていたのでそれについて意見を述べさせていただきま



す。ＣＤＭのクレジットの関係について、ＰＰＳは火力が中心なのでどのように原単

位を改善していくかについて、電源ポートフォリオの構築というディレイタイムとは

別にＣＤＭという新たな手段を作っていただくことは意味がある。ただ、委員の方か

ら意見があったように事業を行っているので、いつからというところは事業を行うも

のとして予見できないということは事業活動が損なわれる。 

また、ＰＰＳから見ると電力自由化の中で一般電気事業者の方々はＣＤＭを既にや

られているのに対して、我々はまだできて間もないということもあり、ＣＤＭという

ものを視野に入れた事業というものをまだまだ十分検討しきれていない。そういった

ところもまだまだ体力的にも脆弱なＰＰＳなので、事業活動を踏まえた中でＣＤＭの

視点をどう入れていくかといったところを是非議論いただきたい。また、ＲＰＳやグ

リーン電力証書といった排出係数を出す電気事業者が環境といった面で努力を重ねて

いる制度を含めて、全体でどのようなものがいいのか、ということについてご検討を

お願いしたい。 

昼夜別係数について、ＰＰＳとしては一般電気事業者から一部電気の供給を受けて

いるので、昼夜の係数が変わるということは、より実態に近い数字を出して頂けると

いうことで感謝している。ただ、より実態に近いというところでいうと、全国で昼夜

係数が平均ということになっているが、電力会社からの供給は各地域の電力会社から

の係数で掛ける昼夜別係数で計算することになると思うが、今後、電力会社ごとに昼

夜別係数を出せるように検討いただきたい。それがより実態に近い形で需要家が認知

できるということでお願いしたい。 

昼夜別排出係数のところについても、有効数字が何桁か全体の係数の整合を確認し

てほしい。 

全体の手続きのなかで、いろいろな事業者の排出係数を使うことになるが、この排

出係数が需要端なのか送電端なのかを教えてほしい。東京都の算定の際にも、時間を

費やして整理したので、具体的に示してほしい。 

 

島田委員 

需要家にとっての意味合いやインセンティブについて議論があったので発言する。

需要家側にとって自社内の対策が精一杯努力してもうまく行かないというのは、経団

連の自主行動計画でも出てきているが、その際に非常に大きく感度高くでてくる電力



の係数が、例えば、自然エネルギーを多く入れておられる供給者から多少高くてもこ

れを買って減らしていくというのは、私から見れば、それは当該企業の１つの対策と

して評価していいのではないか。これが相手の言い値ではなく、公正な国が関与しな

がら排出係数を出せるような仕組みを作ったことは評価できる。 

 

電気事業連合会 

一般電気事業者の立場から申し上げますが、ＣＤＭクレジットについては、皆さん

から御意見があったとおり排出係数に是非反映をしてほしい。私達は１９９０年度か

ら排出原単位で２０％削減という目標を掲げており、原子力、水力、ＬＮＧといった

ＣＯ２の排出の少ない電源を組み合わせて達成しようとしているが、どうしても到達

できない部分というところがあり、クレジットの購入により何とか目標を達成させる

ということで行ってきているが、このクレジットの購入というのは非常に大きな金額

で、これが係数に反映されないということは経営的にも大きなインパクトを与える。

是非、係数に反映できるようお願いしたい。 

また、ＰＰＳからも意見のあったＲＰＳやグリーン電力証書というものについても

取り決めをお願いしたい。 

それから、ＰＰＳから昼夜の係数について御意見があったが、今回、私共から係数

を提供させていただきますが、算定にあたっては排出量をより正確に算出するという

中で、昼夜の係数は精度がやや下がってしまうが割り切ってお示しせざるを得ない。

というのも年間の使用量というのは契約の中でやり取りしているが、８～２２時、２

２～８時間という時間別の係数は毎時になるのでどうしても推計がある。自社の発電

だけでなく、他社から供給を受けている電力についても、時間別のデータを提供でき

るものではないので割り切りで当てはめるしかない。また電力量から熱効率を割り戻

して合わせると昼と夜にどのような熱効率で計算するかという問題があり、これらか

ら精度はどうしても落ちてしまう。そういうことから一本でも精度が落ちるものを細

分化してどれほどの意味があるのか、逆に各社毎に数字がでることによって、どのよ

うな意味を持つのか、かえって混乱を与えるのではないかというのが私たちの考えで

す。 

また、今回、コージェネの熱と電気の按分について、このような形で示されている

のですが私共としては出てきた熱と電気のエネルギーで按分する方法がいいと思う。



出てきたＣＯ２を出てきたエネルギーで按分する方が非常に明解ですし、国の総合エ

ネルギーにおいても２次エネルギーで按分しているということもある。ただ、熱と電

気を出てきたカロリーで並べたときに同じ扱いでいいのかという議論もあることは承

知している。今回の係数を算定するという中ではこのようなやり方で便宜的に行うと

いうことで理解しております。これはスタンダードではないという理解です。 

 

公正取引委員会 

今の温対法という制度を前提にした話をしたい。この制度はうまく使われれば、電

気事業者の排出係数を見て事業者が電力会社を選ぶという結果になり、これにより電

力会社の努力を促すことも狙っているのかもしれない。そうだとすれば、参考資料に

は省令の第１０条第２項が載っているが、是非、同条第１項についても、電気を使用

する事業者に周知をしていただければと思う。省令に規定された排出係数のほかに、

より実態にあった実測に基づく係数を用いることができることが周知されれば、事業

者がより実態にあった電力購入先の選択をすることができるのではないかと考えます。

また、省令第１０条第１項に記載されている「適切と認められるもの」にどういうも

のが当てはまるのか。今回、国が公表するものは当然そうだと思いますが、例えば自

治体が算定し、公表した数字はそれに当たるのか、電気事業者が取引先別や地域別に

実態にあった算定をしたときはどうか、また、適切と認められるためには何が必要な

のか、などについて明確に示すことが望ましいと考えます。 

また、資料 3 の京都メカニズムの反映については、しっかり検討してほしい。 

それから、新しい制度を始める場合には当然だが、運用していって、制度をより良

いものにするため、必要があれば改善していくことが重要です。この制度は 終的に

は温室効果ガスを削減していくことが目的でありますが、元になる数字は実態に極力

あったものにしていくということだと思います。今後、運用の改善をしていく点があ

った場合には、実態にあった数字ということで引き続き検討や運用の改善が行われる

ことを期待したい。 

 

東京都 

東京都で実施しております電気排出係数の扱いについてですが、事業所の排出係数

ですが、地球温暖化対策計画書制度、省エネ法の定期報告書に似たものでありますが、



省エネ対策を評価しているため、一律の係数としています。電気の排出係数につきま

しては、当然事業者によって異なりますから一般電気事業者さん、ＰＰＳさんからデ

ータをいただいて、別の制度で公表しているところです。公表に当たっては、把握率

の観点やいろいろ相談させていただいておりましたが、その点でテクニカルな部分に

なりますが、ご質問したいと思います。 

一点目は 3 ページにあります自社電源の定義についてですが、ＰＰＳなどは本当の

意味で自社電源を持っているところは少なく、多くは子会社、関連会社という形で発

電している。国の場合、ここでいう自社というのは本当の意味での自社のみを対象と

しているのか。また、把握率の観点で、当然把握できなかった電源は 0.000555ｔ

-CO2/kWh という数字を使うことになるが、いわゆる、いい電源だけを把握して、これ

より悪い電源については把握しなかったことにすれば、これは 0.000555 より良くなる

わけで、工藤委員のおっしゃっていた把握率を公表する意図というご質問と重複する

かもしれないが、把握率を高めなければならないということについてどのようにお考

えか伺いたい。 

 

事務局（経済省） 

ＰＰＳの方からご質問いただきました昼夜別係数関係、また、東京都さんからご質

問いただいた自社の考え方についてお答えいたします。まずは昼夜別係数についてで

すが、今回、国が公表する排出係数は事業者別の排出係数です。公表される電気事業

者の方は様々な観点から電源のポートフォリオを組んでおり、これは環境適合性とい

う観点もありますし、エネルギーの安定供給という観点、また経済性という観点もご

ざいます。今般の係数は環境適合というひとつの側面における指標ということで、事

業者の取組をＣＯ２という観点から見た指標だと考えれば、これを細分化するという

ことに大きな意義があるとは考えておりません。それでは何故昼夜別という概念を導

入したかと申しますと、これは卸電力取引のような事業者間取引において、一般電気

事業者間取引であれば通常電源が特定されているため特段の問題を生じないところ、

一般電気事業者と特定規模電気事業者の間の取引の場合、電源を特定しない取引であ

るため、それなりの取引量があるところでもあり、昼夜別係数の導入によって、精度

を高められるのではないか考えたものです。ただ、事業者別係数というもの自体が各

年で振れるものであるところ、これを更に分割した昼夜の係数といいますと、更に振



れの大きいものになってきます。そこまで係数を分割して、変動幅を大きくすること

が制度全体の安定的な運用に馴染むのだろうかということで、昼夜別係数につきまし

ては、全国一律の係数といたしました。これはある意味精度を高めるということと、

振れ幅の大きさが制度の安定的な運用に与える影響をどのように考えるかということ

の両方のバランスをとったものということでご理解いただければと思います。 

もう一つ送電端、使用端の整理についてですが、電気の二酸化炭素排出係数という

ものは従来より使用端で公表されています。一方、温対法の算定公表報告制度におい

ては、他社に販売した電気については発電端で計算すると書かれております。算定公

表制度で報告をする多くの方々が自家用の発電機をお持ちであることから、発電端で

把握される方が自然であるということかと思います。この従来の電気の排出係数の算

出方法と温対法マニュアルの両方の整合を如何にとるかということが課題となりまし

て、基本的考え方としましては、燃料の使用量や総発熱量を把握している場合につい

ては使用端で二酸化炭素を見ていくことが可能なのではないかと考えております。一

方、受電電力量から推計していく場合、これは受電電力量あたりの単価を決めてどれ

だけ電気を買います、という契約をしていると考えられ、発電端で計算するというこ

とが温対法マニュアル上の整理になっております。発電端と使用端が共存するという

不整合な部分もあるかとは思いますが、現状は両方活かした形で、対応するのかと思

っております。 

自社電源の定義における「自社」は、単体で考えております。但し、他社から購入

した電気についても、様式をご覧いただきますと燃料使用量が把握できるというとこ

ろがございます。電気事業者の方が契約に基づいてそういう情報を把握することがで

きるのか、できるのであれば、それに基づいて把握していただくこととしています。

これは、電気の卸売りには様々な契約形態がございまして、全ての情報が必ずしも相

手先から得られるものではない以上、契約をベースとして得られる情報に基づいて推

計していくという考え方に沿ったものです。 

 

事務局（環境省） 

ご質問のございました把握率の公表の意味についてですけれど、これは先ず、でき

るだけ正確な電源別の排出量について把握して実態に近い排出係数を電気事業者に設

定していただくということからインセンティブとして把握率を公表して、これを上げ



ていくということがひとつの目標になり得るという考え方がひとつ。もうひとつはキ

チンと排出量を実績に基づいて把握している方と、例えば、汚い電気を把握しないよ

うにして綺麗なところだけを把握しているような方の公平性の観点から、把握率を公

表して、把握率をどうしても上げられない事業者さんは、なぜ上がらないのか理由を

併せて公表させていただくこととしております。 

 

鶴田委員 

６ページ新規参入のところですが、参入阻害効果を持ちませんか。新規参入者がＸ

年の９月に参入した場合に、要するに新規参入者がどういう電源で参入するか確定で

きない場合がある。例えば、 初に取引所から買って、その後に違う電源から調達し

て参入する場合など、いろいろな電源の構成比を考えていく、そういうことを考えて

いくと 初の半年間ぐらいは係数を取らない。２年目からは半年の実績で係数を作る

といった何らかの工夫をしないと参入阻害効果が生れてしまうのではないかという感

じがする。今ではなくとも結構ですが、今後、ご検討いただければと思います。 

 

事務局（環境省） 

係数をいつの時点で公表したいかというのも新規参入者の判断でして、もし係数を

出したくないということであれば、我々の求めに応じていただかなければ結構ですし、

公表できませんので、先生のご心配のようなことにはならないのではないかと思いま

す。 

 

特定規模電気事業者の代表 

新規参入者の立場で申し上げますと、ここでは新規参入で係数が出せないというこ

とには担保されているかと思いますけれども、競争の中で、事業者が把握率が高くな

いと嫌だとか、係数を見てある程度電気事業者を選択的な行動をとる傾向が出てきて

しまうと先生が言われるように新規参入者にとっては、コスト以外のパラメータとし

て係数というものがハードルになる可能性がある。 

 

山地座長 

今回いただいた意見で政策的な面からのご指摘とテクニカルな面でのご指摘があっ



たが、テクニカルなご指摘については、出来る限り資料に書き込むようにしていただ

いて、政策的なご指摘について、京メカはメッセージ性のあるものに書き換えてもら

うということでお願いいたします。 

 

（資料説明） 

事務局より今後のスケジュールについて説明。 

 

山地座長 

それではこれで第１回目の検討会を終了いたします。 

ありがとうございました。 


