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○ 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、実ＣＯ２排出量（分子）を調整し

て算出する方法【案１、２】と、販売電力量（分母）を調整して算出する方法【案３】の各案のうち、いず

れの案が適当かにつき検討をしたところ。

１．太陽光余剰買取制度に伴う排出係数の調整方法について（１）

太陽光余剰買取制度に伴う排出係数の調整方法について、前回の本検討会で示した案は、以下の３

通り。

案１：ＣＯ２排出削減相当量によるＣＯ２排出量での調整

実ＣＯ２排出量から負担に応じた太陽光発電によるＣＯ２排出削減相当量を減算・加算して調整し、

販売電力量で除して算出。

案２：調整電力量（※）によるＣＯ２排出量での調整

実ＣＯ２排出量を販売電力量に対する調整電力量の割合（比）を乗じて調整し、販売電力量で除し

て算出。

案３：販売電力量での調整

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。

（※） ここで負担に応じた買取電力相当量を「調整電力量」とし、一般電気事業者の供給区域毎に、以下の式で求め

られる量とする。

一般電気事業者の販売電力量 ＋ ＰＰＳの販売電力量

ＰＰＳの販売電力量
調整電力量 ＝ 一般電気事業者の買取電力量×
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１．太陽光余剰買取制度に伴う排出係数の調整方法について（２）

（参考）前回の検討会における委員からのコメント（抜粋）

 案１は公平性の確保に関する検討が必要であり、また係数算出のための負担が大きい。
 案２・３の誤差はどの程度か。

→ 余剰買取制度の導入により太陽光発電が長期エネルギー需給見通し並みに導入される等、一定の仮定を
置いて２０２０年断面で試算すると、一般電気事業者の排出係数については小数点第３位まで影響がなく、
ＰＰＳ排出係数については小数点第３位に影響が出る程度。

 すっきりしているのは案１。案３の販売電力量を調整するという案は唐突な印象。
 論点と考え方に沿って各案の評価を見ると、案２しかない。
 欠席の委員からも、事前に案２が妥当と伺っている。
 簡便かつ分かりやすいということ、物理的に決まる分母の販売電力量を調整するのは違和感があることから、

案２が妥当。案２で生じる誤差は、シミュレーションで現実的な影響がないことを確認することが必要。
 電気事業連合会としても、案２が合理的な考え方と思っている。ただし、この分子のＣＯ２排出量を電力量で調整

する考え方は特殊であり、買取制度における係数調整に限った方法であることとすべき。
 ＰＰＳとしては、案２に反対ではないが、基本的には、案１の方がすっきりする。案１の場合もＰＰＳの手間はあま

り変わらないが、行政コストや全量買取制度との整合性等も踏まえて総合的な評価をすると、誤差が実態として
影響なければ案２でよい。

＜検討結果＞

○ 制度の簡便さ・わかりやすさ、今後、導入が見込まれている全量買取制度との整合性等の観点か

ら、前回の第６回検討会において、案２が妥当との結論を得た。

○ 併せて、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

算し、PPSから減算するCO2排出量の誤差について事務局において整理することとなった。
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２．CO２排出量についての「誤差」について

○ 標記「誤差」は、太陽光余剰買取による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、生じるものであるが、これ自体を誤りとするべきものではないのではないか。
○ 案２による方法１に加え、方法２（前回御指摘があった「PPSのCO2排出量から減算するCO2排出量相当と一般電気

事業者に加算することになるCO2排出量相当の差が排出係数にどの程度影響を与えることになるのか」という点を踏
まえ、両者を同じ値としたもの）によっても試算を実施。

○ いずれの方法においても、一般電気事業者に加算するCO2排出量相当と、PPSから減算するCO2排出量相当の差は、
制度開始から約10年後（2020年度）において、最大でも以下の表のとおりであり、その差は僅少。

○ 方法１では一般電気事業者に加算するCO2排出量相当と、PPSから減算するCO2排出量相当の差は約1万トン程度
で、仮にその差が無い場合（方法１と方法２の比較）でも排出係数に与える影響はPPSで約0.0005kg- CO2/kWh程度で
ある。

方法１（案２の算出方法） 方法２（下記）

一般電気事業者平均
＋0.0001kg‐CO2/kWh
（＋約9.9万t‐CO2相当）

＋0.0001 kg‐CO2/kWh
（＋約9.9万t‐CO2相当）

PPS平均
（PPSによる買取量はゼロと仮定）

▲0.0056kg‐CO2/kWh
（▲約10.9万t‐CO2相当）

▲0.0051kg‐CO2/kWh
（▲約9.9万t‐CO2相当）

（試算の前提）
○ 2020年度の一般電気事業者の販売電力量は平成22年度供給計画における2019年度の電力量に年平均伸び率をかけて試算。PPSと一般電気事業者の販売電力量比を2％
(2010年度実績）と仮定。PPSは１社で買取量はゼロと仮定した。

○ 一般電気事業者のCO2排出係数は0.41kgCO2/kWh、PPSのCO2排出係数は0.45kgCO2/kWh（2010年度実績値／2011年11月9日産業構造審議会環境部会地球環境小委員会
資源・エネルギーワーキンググループ資料）、太陽光余剰買取に伴う調整電力量は、約2.4億kWh（太陽光余剰買取電力量（約120億kWh（2020年度断面導入に相当 ）にPPS販売
電力量見合いを掛けて算出）にて試算。

方法１） 案２の算出方法に基づく排出係数への影響。一般電気事業者及びPPSの2020年度販売電力量とそれぞれのCO2排出原単位からCO2排出量を算出し、一般電気事業者
及びPPSの販売電力量当たりの調整電力量の割合を掛け、太陽光余剰買取電力量見合いのCO2排出量相当を算出（一般電気事業者；＋約9.9万t-CO2相当、PPS；▲約10.9万t-
CO2相当）。それぞれのCO2排出量相当がCO2排出係数に与える影響は、一般電気事業者では＋0.0001kg-CO2/kWh、PPSでは▲0.0056kg-CO2/kWh程度と試算。

方法２） 一般電気事業者とPPS間での太陽光余剰買取電力量見合いのCO2排出量相当の差が無いものとした場合、すなわち、仮に一般電気事業者のCO2排出量相当約9.9万t-
CO2をPPSの排出量相当として排出係数への影響を試算。その結果PPSの排出係数への影響は▲0.0051kg-CO2/kWhと試算。

＜余剰買取制度に伴う排出係数の調整の差の程度＞

差は約0.0005
kg‐CO2/kWh
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３．通達改正案について（１）

○ 案２を反映した「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」の
改正案は以下のとおり。

１．総論
（５）調整後排出係数の算出方法
調整後排出係数は、実二酸化炭素排出量（t-CO2）に、販売電力量に対する太陽光発電の余剰買取制度（以下「余

剰買取制度」という。）による余剰買取費用の負担に応じた買取電力量相当量（以下「調整電力量」という。）の割合を
乗じて調整した量（別紙９参照。以下「余剰買取調整後二酸化炭素排出量」という。）から、償却前移転（償却を目的と
して国の管理口座に無償で移転することをいう。以下同じ。）した京都メカニズムクレジット（温対法第２条第６項に規
定する算定割当量をいう。以下同じ。）及び、排出量調整無効化（他の者の温室効果ガスの排出の抑制
等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減
量（国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素
の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。）を移転ができない状態にすることをいう。また、償却
前移転と排出量調整無効化を併せて「償却前移転等」という。以下同じ。）した国内認証排出削減量のうち、別紙７

に掲げるもの（以下「京都メカニズムクレジット等」という。）を控除した量（以下「調整後二酸化炭素排出量」という。）を、
当該電気事業者の販売電力量で除して算出する。

３．調整後二酸化炭素排出量の調整方法
調整後二酸化炭素排出量は、電気事業者が償却前移転等した京都メカニズムクレジット等（別紙７参照）を以下の

方法により把握し、これらを余剰買取調整後二酸化炭素排出量から控除して得た量とする。

改正案
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３．通達改正案について（２）

別紙９
余剰買取調整後二酸化炭素排出量の算出方法について

余剰買取調整後二酸化炭素排出量は以下の式により算出するものとする。

＜一般電気事業者の場合＞

※１ 調整電力量（一般）とは、一般電気事業者の調整電力量をさす。

＜ＰＰＳの場合＞

※２ 調整電力量（ＰＰＳ）とは、特定規模電気事業者（ＰＰＳ）の調整電力量をさす。

また、調整電力量（一般）及び調整電力量（ＰＰＳ）は、一般電気事業者の供給区域ごとに、以下の式で算出される量とする。この際、調整電力量の算出に
用いる一般電気事業者の販売電力量及び供給区域ごとの全ＰＰＳの販売電力量は毎年度環境省及び経済産業省が公表する数値を用いるものとする。

なお、供給区域ごとの全ＰＰＳの販売電力量を算出するために必要な情報は、環境省及び経済産業省の求めがある場合には別途報告するものとする。

＜一般電気事業者の場合＞

＜ＰＰＳの場合＞

改正案

一般電気事業者の販売電力量

一般電気事業者の販売電力量 ＋ 調整電力量（一般）※１

余剰買取調整後二酸化炭素排出量 ＝ 実二酸化炭素排出量 ×

当該PPSの販売電力量

当該PPSの販売電力量 － 区域ごとの調整電力量（ＰＰＳ）※２の合計

余剰買取調整後二酸化炭素排出量 ＝ 実二酸化炭素排出量 ×

一般電気事業者の販売電力量＋全ＰＰＳの販売電力量

全ＰＰＳの販売電力量
調整電力量（一般） ＝ 一般電気事業者の余剰買取電力量 ×

一般電気事業者の販売電力量＋全ＰＰＳの販売電力量

当該ＰＰＳの販売電力量

調整電力量（PPS） ＝ 一般電気事業者の余剰買取電力量 ×
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４．今後のスケジュール

平成２４年
２月24 日 第７回排出係数検討会開催

２月下旬 通達改正のパブリックコメント
～３月下旬

４月１日 改正通達による運用の開始

～７月末 各電気事業者からの報告期限

※ 全量買取制度における環境価値の取扱については、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、同制度の施
行状況も見ながら引き続き検討することとする。
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（参考１）太陽光余剰買取制度の概要

第４回次世代送配電システム制度検討会第2WG報告書「全量買取制度に係る技術的課題等について」 （H22.11）より
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論点
案１：CO2排出削減相当量に
よる実CO2排出量での調整

案２：調整電力量による
実CO2排出量での調整

案３：販売電力量での調整

１．簡便かつ分かり
やすい方法

○従来の調整後排出係数の調
整方法に沿った考え方

△一般電気事業者の供給区域
ごとに削減相当量を算出するこ
とが必要

△調整方法によっては、排出
係数の算出や確認のためのコ
ストが大きくなる。

○調整電力量は買取制度の
下でのデータの入手が可能

○調整電力量は買取制度の下で
のデータの入手が可能

△販売電力量以外の電力量に相
当する新たな概念が必要

△分母を調整すると、事業者が購
入した京メカクレジット等の価値
が排出係数に適切に反映されな
い。

２．負担に応じた環
境価値の公平分配

○全ての需要家は負担に応じた環境価値を電気事業者の排出係数の低減を通じて享受

△CO2削減相当量の算出に当

たって（用いる換算係数につい
ての）公平性の議論が必要

△電気事業者間で調整された排出量について、調整の前後にお
いて排出量が整合しない。（ただし、誤差は僅少であり、温対法算定・報
告・公表制度の趣旨に照らしても、本制度の安定性への影響は限定的）

３．必要と考えられ
る法令改正

○電気事業者の排出係数算定方法を定める通達の改正で対応可能（特段の省令・告示の改正は
不要）
※（温対法報告命令第20条の2において「事業者」=「電気事業者」、「他の者」=「需要家」と解釈）

４．買取制度間の親
和性

△地域間調整の影響で、CO2
削減相当量の算出方法が異な
る可能性がある。

○余剰買取・全量買取制度の間で同じ方法を適用可能

○ 前回検討会において、太陽光余剰電力買取制度に伴う排出係数の調整方法に関する３案につい

て、以下のような各案の特徴や懸念事項について評価を行った。

（参考２）排出係数の調整方法に関する各案の評価について

※凡例：○（メリット等）、△（懸念事項）
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（参考３）太陽光余剰買取制度に伴う排出係数の調整に係る対応策（案）について

○ 案２の調整電力量によるＣＯ２排出量での調整方法は実ＣＯ２排出量を販売電力量に対する調整

電力量の割合（比）を乗じて調整するもの。

PPSの販売電力量－区域毎の調整電力量の合計

PPSの販売電力量
実CO2排出量×

一般電気事業者
の販売電力量

実CO2排出量×

PPSの場合
（実CO2排出量を、販売電力量に対する負担に応じた
買取電力量相当の割合を乗じて調整）

一般電気事業者の場合
（実CO2排出量を、販売電力量に対する負担に応じた
買取電力量相当の割合を乗じて調整）

余剰買取に伴う
調整後CO2排出量

PPSの販売電力量

調整後排出係数＝

実CO2排出量

実排出係数＝
一般電気事業者の

販売電力量

－京都メカクレジット等

PPSの
販売電力量

実CO2排出量

実排出係数＝

余剰買取に伴う
調整後CO2排出量

調整後排出係数＝
一般電気事業者の

販売電力量

－京都メカ
クレジット等

【案２】

＋供給区域の調整電力量

一般電気事業者の販売電力量

＜イメージ＞



（参考４）全量買取制度における買取費用負担の調整（地域間調整）の方法

出典：買取制度小委員会「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度設計について」（平成22年12月）より

○ 全量買取制度においては、再生可能エネルギーの導入に伴う買取費用の地域間調整について、

清算機関により行うことが想定されている。
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６．環境価値の取扱い

新制度の導入に伴う環境価値の帰属及び配分方法（「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対
法）」に基づく算定・報告・公表制度における取扱い等）について、新制度における負担の考え方等を
踏まえると、①地域間調整を実施することにより、買取りを行った事業者の需要家以外の需要家にも、
当該買取りに負担を求めることになること（低圧部門の太陽光発電については、事実上、一般電気事
業者のみが買取りを行うと想定されるが、サーチャージ負担はＰＰＳの需要家にも求めることを含
む。）、②制度全体でできる限り統一的な扱いとすることが望ましいこと、等を勘案すれば、全ての電
気事業者の排出係数を何らかの形で調整し、その結果として、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である。

出典：買取制度小委員会「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度設計について」（平成22年12月）より

（参考５）全量買取制度における環境価値の取扱について

＜買取制度小委員会「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度設計について」（抜粋）＞

○ 買取制度小委員会の報告（平成22年12月）においては、買取制度全体で統一的な扱いが望ましい

等、とされているところ。


