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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９回会合） 

平成２６年２月７日 

 

日時：平成２６年２月７日（金）9：30～10：40 

場所：経済産業省別館１階 108共用会議室 

議題 

１．Ｊ－クレジット制度の取扱いについて 

２．事業者別の実排出係数及び調整後排出係数の公表時期等について 

３．次回以降の改正について 

４．その他 

 

○井上室長 

 皆さん、おはようございます。 

 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

等に係る検討会第９回会合を開催させていただきます。 

 以後の議事進行は山地座長にお願いいたします。 

○山地座長 

 朝早くからお集まりいただき、ありがとうございます。 

 １年ぶりぐらいの開催でございますけれども、この間に調整後排出係数に関連することとし

て国内クレジット制度とＪ－ＶＥＲが一体化されてＪ－クレジットというのができました。そ

れに対する対応と、あと固定価格買取制度が始まったわけですけれども、それについてデータ

を集める期間の関係があるものですから、少し実排出係数とか調整後排出係数の公表時期につ

いて調整が必要になったということで、この２点が主なものです。 

 あと、今、ご存じのように電力システム改革が進んでおりますのでそれを見据えて、これは

今後対応ということですが、どんな課題があるのか、少しそれを整理しておこうと、そういう

ようなことが主要な議題でございます。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議事進行に移らせていただきますが、まず事務局から配付資料の確認をお願いい

たします。 

○井上室長 

 お手元の資料を確認させていただきます。 

 配付用の資料でございますが、まず一番上に議事次第がございます。次が、資料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委員名簿でございます。 

 次は、資料２－１、Ｊ－クレジット制度について、次は、資料２－２、事業別の実排出係数

及び調整後排出係数の公表時期等について、資料３、次回以降の改正について、資料４、パブ
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リックコメントについて、資料５、今後のスケジュール案、それから座席表でございます。 

 不足あるいは乱丁、落丁がございましたら事務局までお申し出いただければと思いますが、

よろしゅうございますか。 

 はい。ありがとうございます。 

○山地座長 

 それでは、もう早速、議事に入っていきますが、まず資料２－１、Ｊ－クレジット制度につ

いて、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○森川補佐 

 経済産業省環境経済室の森川と申します。こちら、資料２－１のＪ－クレジット制度につい

てという資料について説明いたします。 

 一つが、Ｊ－クレジット制度創設に伴う通達改正の概要ということで２枚めくっていただき

まして、Ｊ－クレジット制度創設に伴う通達改正の概要についてというスライドをごらんくだ

さい。 

 先ほどの山地委員長からもお話があったとおり、平成25年４月から国内クレジット制度とＪ

－ＶＥＲ制度を統合いたしまして新しくＪ－クレジット制度を創設してございます。それに伴

いまして、まず温対法上の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関する省令・告示を改

正して、国内認証排出削減量の一つとしてＪ－クレジット制度を追加するという改正を、今進

めているところでございます。 

 これにあわせまして、今回の通達、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

及び公表についてというところの別紙についても、これまでの国内クレジット、それからＪ－

ＶＥＲ制度と同様にＪ－クレジット制度も使えるように追加をするというのが改正の概要でご

ざいます。 

 具体的な案文については、下のほうの枠のところで、国内認証排出削減量の中に①の国内ク

レジット制度、②のＪ－ＶＥＲ制度に加えまして、③としてＪ－クレジット制度を追加をする

ということでございます。 

 そもそもＪ－クレジット制度とは何なのかというところを簡単にご説明いたしますが、その

前にまず１枚めくっていただいて、旧制度の概要及び実績というところでございます。 

 国内クレジット制度でございますけれども、基本的にはもともとスタートしたときには大企

業等による資金等の提供を通じまして中小企業が行ったＣＯ２排出削減量というのをきちんと

認証して、それを大企業が自主行動計画の目標達成のために使えるという形でスタートした制

度でございます。 

 考え方としては、ベースライン・アンド・クレジットということで、仮に新しい設備を入れ

ていなかったらどれぐらいのＣＯ２排出量があっただろうかというところとの比較で削減量を

計算するというシステムでございます。 

 こちらのほうは、経済産業省及び環境省、農林水産省の３省で事務局をやってございまして、
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用途としては自主行動計画以外にも温対法・省エネ法、それからＣＳＲ活動にも実際には多く

使われていたということで、累計で1,500件近くの事業が承認されまして、クレジットの認証量

としては150万トンというところで、昨年の７月に 終回を行ったということになります。 

 １枚めくっていただきまして、こちらのほうは参考なんですが、国内クレジットは一体どう

いう場所で行われてきたのかということで、実施場所でいいますと半分くらいが工場というこ

とで、それに続いて住宅のほとんどが太陽光ですね、それから農場とか温泉、病院、ホテルな

ど、さまざまな場所で行われてまいりました。 

 下の導入設備の種類としては、ボイラーというのが圧倒的に多くございまして、バイオマス

ボイラーを合わせますと半分くらいということでございます。それに続きまして、太陽光、空

調、ヒートポンプということで、主要な方法論、５個ぐらいで７割、８割くらいを占めるとい

う結果になってございます。 

 それから１枚めくっていただきまして、もう一つの制度がオフセット・クレジット制度、通

称Ｊ－ＶＥＲ制度と申しているものでございます。こちらのほうは環境省さんが主体になって

やっておりまして、カーボン・オフセットが目的のクレジットというところが大きな違いでご

ざいます。 

 それから、もう一つの特徴が、右側を見ていただきますと半分が森林吸収というプロジェク

トになってございまして、基本的には森林、それから排出削減という中でもバイオマス系のプ

ロジェクトが多く認証されてきました。そして、トータルの認証量としては、下に書いてござ

いますが52.2万トンということになってございます。 

 １枚めくっていただいて、Ｊ－ＶＥＲ制度の認証・登録等の状況について、今申し上げたと

おり森林が多くて認証量でみますともっと多くて42万トンというのが森林吸収系。排出削減系

は10万トン弱ということになっています。90％くらいが森林吸収ということでございます。 

 次が、参考で両制度の違いというのを載せているんですが、こちらのほうは割愛させていた

だきまして、３．Ｊ－クレジット制度の概要ということで12ページをごらんください。 

 国内クレジット制度それからＪ－ＶＥＲ制度ともに京都議定書の第一約束期間の終了である

2012年度までということになってございましたので、2013年度以降のクレジット制度のあり方

についてという検討会を開催しまして、両制度、2013年度以降も引き続きやっていくけれども

一本化したほうがいいのではないかということで、今年度から一本化をして運用を始めたとこ

ろでございます。 

 ただし、基本的な仕組みというのは変わりませんで、両方の制度を総合的に統合したという

ことで、活用も自主行動計画の後の低炭素社会実行計画、それから温対法、省エネ法、それか

らＣＳＲということで、特に変わってございません。 

 13ページ、お願いいたします。こちらがプロジェクト、具体的なプロジェクトについてとい

うことで、基本的には温室効果ガス排出量の削減または温室効果ガス吸収量の増大をもたらす

活動ということで、国内で実施していることとか今年度以降に開始したものということ、それ
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から追加性を有することということで、原則としては投資回収年数が３年以上であること、そ

れからあとは方法論に基づいていることとか、審査機関がきちんと審査をしていることという

ようなざっくりとした要件のもと、個別の方法論に従ってプロジェクトは登録されるというこ

とになります。 

 14ページでございますが、なかなか世界的にもクレジット価格が安くなっているところでは

あるんですけれども、プロジェクト実施者としてはＣＯ２削減それから省エネ対策にもなる、

それからランニングコストが下がって、プラス、クレジットの売却益も幾ばくかはあるという

ことになります。それから、新しく統合した後は森林吸収対策、Ｊ－ＶＥＲのほうのプロジェ

クト、それからエネルギーＣＯ２以外の対策というのも可能になったと。それから、あとうま

くきちんとやればＰＲ効果としてのメリットというのがかなり大きいというふうに考えており

ます。 

 それから、15ページですけれども、方法論について。プロジェクトを登録する際には、具体

的にそのプロジェクトの要件とＣＯ２削減のやり方というのが、きちんと方法論として承認を

受けているという必要がございます。 

 こちらのほう、Ｊ－クレジット制度においては、これまで国内クレジット制度、それからＪ

－ＶＥＲ制度で認められてきた方法論から、まず 初は56個方法論を承継しまして、その後も

順次必要に応じて方法論を追加しているところでございます。 

 例えば高効率なボイラーの導入、それから太陽光発電の導入、ＬＥＤ照明導入といったよう

な形で、技術ごとに56個、方法論が 初の段階でございました。 

 そして、 後16ページですけれども、こちらのほうにざっと手続の流れをご紹介させていた

だいております。クレジットを発行するためには、まずプロジェクトを登録するという段階が

ございます。まず、計画書をつくり、それを審査機関が審査をして、そして登録申請をされた

ものを国のほうの委員会で確認をすると。そして問題がなければ、プロジェクトが登録されま

す。 

 実際にプロジェクトを運用していただきまして一定期間経過後に、今度どれぐらいＣＯ２が

削減されたかということをモニタリングしていただきまして、その報告書をつくって、もう一

度審査機関がその報告書をチェックした上で委員会のほうでクレジットの認証を行って、 終

的に国によってクレジットが発行されるということになります。 

 簡単ですが、説明は以上になります。 

○山地座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま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お受け

したいと思います。 

 いかがですか。では、工藤委員、どうぞ。 

○工藤委員 
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 ありがとうございます。ご説明、ありがとうございます。 

 きょうのこの場の確認事項は、あくまでも政省令の中の文言にこのＪ－クレジットを加えま

すということの審議ということでよろしいのですよね。 

 それでは、その観点で、１点だけ確認させていただきたいのですが、今ご説明いただいた資

料のうち、 後のほうに参加者のメリットというところが書いてあります。 

 それで、ここにある例えばプロジェクト実施者というのは、いわゆる投資等、省エネの設備

を入れる人、並びにその設備を入れるような実施者を指すのでしょうか。それで、クレジット

活用者というのは、 終的にいえばこの温対法上の算定の中に加えることが可能な、ですから

クレジットそのものを取得した人ということで、両者は違う場合があり得るという認識でよろ

しいでしょうか。 

○森川補佐 

 工藤委員のご指摘のとおりの理解です。両者は違う場合があります。 

○工藤委員 

 そうしますと、あくまでも確認なのですけれども、実施者の④にＰＲ効果というのがござい

ます。そして、活用者のほうに実行計画の目標達成と、報告制度への活用も含めて環境貢献の

要素が含まれているんですが、ルール上はその辺、ダブルカウントにならないような、そうい

った配慮が制度上は施されているという認識でよろしいでしょうか。 

○森川補佐 

 されております。そういう意味で、プロジェクト実施者のほうは本来的には何トン削減した

というわけではなくて、こういうクレジット制度に参加をしましたということをＰＲができる

ということになります。 

 それで、クレジット活用者のほうが、そのクレジットを使って、こういう貢献をしたという

ことを言えるということで、ダブルカウントにはならないというふうに思っています。 

○工藤委員 

 あくまでもこの制度の評価部分とクレジットの運用上の部分とでは、多分異なるとは思うの

ですが、その辺の認識が社会一般に向けて誤解のないようにうまく伝えられればいいなと思い

まして。特に、やはりどちらも同じようなことをやっているということをどういう形で示して

いいのかは、当然国内クレジット側でしっかり考えることだとは思うのですが、その辺のとこ

ろを、ちょっと確認したかったので。 

○山地座長 

 ありがとうございます。今の質疑で、大分クリアになったと思いますけれども。 

 ほかに、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。どうぞ、

では島田委員。 

○島田委員 

 ご説明、ありがとうございました。 
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 この改正自体には異論はありません。１点、質問があります。例えば従前の国内クレジット

制度やあるいはオフセット・クレジット制度で、この温対法の排出係数調整に活用されている

割合・程度というのはどの程度のものか教えてください。 

○森川補佐 

 実は、実際にどの会社が幾ら償却したかというのは、事務局のほうでは把握しているのです

が、全体としては公表してございません。 

 それなので、個社のことはお答えできないんですが、数万トン単位ではなくもうちょっと大

きい単位でトータルとしては償却がされているということになってございます。 

○山地座長 

 ほかにはいかがでございましょう。もう一遍、後でパブコメ用の資料の確認のところがあり

ますが、この資料でいうと前のほうにある赤字で書いたところの文言をつけ加えるということ

でございますが、これはもう一度確認しますけれども、基本的にこの変更にご承認いただける

と、そういう理解でよろしいですね。 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移っていきます。 

 次は、事業者別の実排出係数及び調整後排出係数の公表時期等についてということでござい

ますので、事務局から説明、お願いいたします。 

○松田補佐 

 資料２－２について、資源エネルギー庁の松田でございますが、説明させていただきます。 

 事業者別の実排出係数及び調整後排出係数の公表時期等についてという資料２－２のところ

でございます。おめくりいただいて、１枚だけの資料でございますが、こちら事業者別の実排

出係数及び調整後排出係数の公表時期等について、排出係数算定に用いる電力量の利用可能時

期を考慮し、通達本文及び別紙１の該当部分を以下のとおり改正するということでございます。 

 こちら、これまで特に特定排出者が、下の改正前の別紙１のところでございますが、特定排

出者が当該事業者の参入年度、ある年度の排出量報告を行う場合、これまで翌年度の当初、つ

まり翌年、Ｘプラス１年の当初ということで４月半ばごろまでに国に提出し、国はそのＸプラ

ス１年、翌年度の４月半ばに受け取ったものをもとに４月中に当該係数を公表するという運用

をさせていただくとともに、総論のところでもそのほかの調整後排出係数及び代替値等を夏ご

ろをめどに公表という運用をさせていただいてございました。 

 それで、改めて電力、こうした排出係数の算定に用いる電力量の利用可能時期について検討

を行いまして、特に発受電月報による電力量、または電力調査統計による電力量、そして固定

価格買取制度による買取電力量などの集計というものが、こちら４月末でありますとかあるい

は５月下旬、固定価格のほうは６月上中旬が集計完了時期ということで、こうした係数の算定

に用いる電力量が必ずしも４月半ばという提出期限、これまでの運用にちょっと整合していな

いというところがございましたので、改めて固定価格買取制度等、運用が始まってございます
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のでこうした数値の利用可能時期を実態に踏まえた形で改正をさせていただきたいと考えてお

ります。 

 具体的には別紙１の改正後にございますとおり、そのＸプラス１年の４月半ばという、当初

というところは変えないんですが、６月半ばごろを想定ということで、またそれを踏まえて若

干全体のスケジュールも秋ごろをめどに公表というところで、データの利用可能時期の実態を

踏まえて通達を改正させていただきたいというところでございます。 

 説明は、以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございます。ということでございますが、ご意見、ご質問等、ございましたらい

ただいて。工藤委員、どうぞ。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。事情はわかったつもりなのですが、確認だけ。 

 この２カ月ぐらい後ろ倒しすることで、何かしら課題があるかないか、それだけ確認させて

いただけば。特にこうすることによって課題への対処が必要がなければ、特に提案については

問題ないと思います。 

 以上です。 

○松田補佐 

 実のところ、これまでも４月半ばとか夏ごろ公表というところが、こうしたデータの利用可

能時期の現状において少し遅れていたということはございます。ただ、そうした中でも実態と

して６月中までに公表して、それに基づいて事業者が、需要家が報告をするといった運用をこ

れまでも問題なくされておりまして、ある意味その実態に即した形で通達を改正するというこ

となんですが、まずこの通達の改正そのものによって、そのほかのスケジュールに影響を及ぼ

すということはないということで、実態を踏まえた形の通達の改正にさせていただきたいとい

うことでございます。 

○山地座長 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにはいかがでございましょうか。特に、よろしゅうございますか。こういう実態という

ことなので、それを踏まえた改正ということで。 

 それでは、これも後でまたパブコメのところでも出てくるでしょうが、ご承認いただいたと

いうことで進めてまいります。 

 そうしますと、非常に順調にいっておりますが、ここからは具体的にどうこうというのでは

なくて、今後どんなことが出てくるかということでございまして、資料３に次回以降の改正に

ついてというのがございますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○松田補佐 

 引き続き、資料３の次回以降の改正についてという資料を説明させていただきます。 
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 まず、おめくりいただいて１枚目、大きく分けると規制改革に絡んだ係数別メニュー、グリ

ーン料金メニュー等への対応についてというところを、今後のその検討課題の具体的なものと

して挙げさせていただいておりますとともに、そのほかまだ具体化ではないですけれども今後

検討が見込まれる課題についてという、大きく分けると２つあるかなと考えております。 

 １つ目の規制改革実施計画への対応についてというところでございますが、問題提起のとこ

ろでございますとおり、昨年、平成25年６月に規制改革実施計画が閣議決定されましたが、そ

の中でエネルギー・環境分野の個別措置事項としてグリーン料金メニュー等への対応に係るＣ

Ｏ２排出係数の見直しが挙げられておりまして、こちら実施時期をこちらの規制改革実施計画、

昨年の内容におきましては平成25年度に検討を開始し平成26年度に結論を出すということの、

その実施のスケジュールが規定されました。 

 それで、規制改革の内容としましては、電気の使用を通じてＣＯ２削減に貢献したいという

需要家ニーズがありまして、その中で今、電気事業者においていろいろな料金メニューあるい

は固定価格買取制度の排出係数調整の考え方などがあるんですが、電気事業者がいろいろなＣ

Ｏ２排出係数に応じた料金メニューなんかも今後提案されていくことが考えられると。 

 そうした場合に、現在は全電源平均の排出係数を報告していただいているところでございま

すが、この料金メニューに応じたＣＯ２排出係数の算定報告でありますとか、あるいはその電

気事業者がそうした報告を行うことによって需要家がこうした料金メニュー別のＣＯ２排出係

数を使用し、みずからの排出量を算定・報告することについて検討し、必要な措置を講じるこ

とという規制改革の内容が規定されたところでございます。 

 先ほど申し上げたとおり、25年度の検討開始、26年度に結論ということでございますので、

ある意味、今回のこの検討会において皆様からのご意見をいただきながら検討を開始させてい

ただいたという形にしまして、26年度、来年度中ですね、検討させていただいて一定の結論を

出したいというふうに考えております。 

 今後、検討するに当たっての主な論点というところで、例示として挙げさせていただいてお

ります。もちろんこれに限らずいろいろな検討に当たっての論点があるかとは思いますので、

そうした論点を踏まえながら事務局において検討させていただきたいと思っております。 

 こちら側に例示がございますが、上から申し上げていきますと、例えば料金メニューに応じ

た排出係数は任意の報告事項、料金メニューをこの算定報告制度の中で位置づけるとして、そ

れはその任意の報告でよいのかあるいは義務的なものにするのかどちらが妥当なのかというこ

と。 

 また、料金メニューに応じた排出係数作成をするとして、その場合に必要な条件は何かとい

うことを示しております。例えばなんですけれども、需要家へ販売したメニュー別の電力量と

それに係るＣＯ２排出量の総量及び、つまり販売した側の電力量やＣＯ２排出量と、その事業者

において調達した電力量やＣＯ２の排出量が整合しているかどうかということ、あるいはこう

した料金メニュー設定の際に事業者が上記の整合性についてしっかり確認がとれているかとい
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ったところ、こうした条件がどういうものかということを検討する必要があるかと考えており

ます。 

 また、これまでも電気事業者別の係数を出していただくに当たって、必要な情報を国に提出

していただいておりましたが、仮にこうした料金メニューの運用をするとして、国は電気事業

者に対してどのような報告や資料提出を求めるのか、これは例えば販売分の総量と調達分の総

量、これは電力量やＣＯ２総量の整合に関する情報、これまでも出していただいていたところ

ですが、ある種、その料金メニューということでより詳しくなっていこうというときに、どこ

まで情報を求めてその整合性を確認していくべきなのかというところが論点としてあるかと思

います。 

 また、料金メニューに応じた排出係数について、国としてどのような方法でオーソライズす

るのかということで、例えばこれもまた例示でございまして必ずしもこの方向でということで

はないのですが、例えば現在環境大臣及び経済産業大臣が係数を公表してございますが、この

従来の電気事業者別係数に加えて告示の中で料金メニューに応じた係数を告示する必要がある

かどうか、あるいは現在もその温対法の報告様式の中で自主的な取り組みをいろいろ記載する

という欄を設けてございますので、こうした自主的な取り組みとして特定排出者が料金メニュ

ーに応じた排出係数を記載するということを、国としてそうした自主的な取り組みを記載して

いいですよというところで国が認めれば、それも一つのやり方かと思いますので、そうした形

ができるのかどうか。つまりオーソライズのレベルをどのように考えるのかということが論点

としてあるかと思います。 

 他方、こうした料金別のメニューの係数を運用していくというところで一つの懸念点ではご

ざいますが、報告義務のない需要家へのＣＯ２移転量が増加することはないか。これは、例え

ば料金別メニューで係数の低い電気のメニューを報告が必要な特定排出者に対して売るという

と、報告上は見かけはＣＯ２の排出量が減るように見えてしまって、報告の義務がないような

人たちにある種の高いＣＯ２係数のほうを売って、全体としては整合しているんだけれども、

その報告量の、国が把握するＣＯ２報告量として見た目上は減るように見えるんだけれども、

そこは実態として必ずしもトータルの総量で見ると減っていないというところが出てきますの

で、そうした問題が起こらないかどうなのかといったところも論点としてはあるかと思います。 

 また、従来の排出係数算定の考え方との関係整理、いろいろグリーン料金係数や固定価格買

取制度の調整などとの関係整理をどのように行っていくかというところ、こうした論点を事務

局として例示させていただいておりますが、これらに限らずもろもろの論点を踏まえつつ、全

体として簡素で妥当な制度とすることが可能か否かについて、今後検討して26年度中に一定の

結論を出したいというふうに考えております。 

 本日いろいろと論点があるかとは思いますが、基本的な考え方等についても委員の皆様のご

意見をいただきたいと思っております。 

 続きまして、今後検討が見込まれる課題についてということで、27年度以降の電気事業者の



 10

算定報告において対応するべき事項と考えておりまして、今後この検討会に限らずいろいろな

周辺で状況変化があるとは思いますので、来年度以降の検討会において整理していくこととし

ていきたいということでございますが、大きく分けて３点ございまして、１．は、太陽光余剰

買取制度に基づく排出係数調整の削除ということでございます。太陽光余剰買取制度がＦＩＴ

のほうに移行するために、次回の通達改正において、余剰買取制度の排出係数の調整に関する

記載及び別紙９の余剰買取調整後の排出量の算出方法についてというものを削除する、これは

余剰制度からＦＩＴに移行することに伴う事務的な変更を来年度以降、予定してございます。 

 また、２．で、京都議定書第一約束期間の終了等に伴う通達の見直しということでございま

して、24年末をもって京都議定書の第一約束期間が終了したため、関連制度の改正が見込まれ

るということで、通達においても、その関連制度の改正を踏まえた見直しを検討していこうと

いうことでございます。 

 また、電力システム改革ということで、今、第１弾の法改正は国会で通していただいて、ま

た第２弾のほうも今後通常国会等で審議されていく予定でございますが、電力システム改革の

中で、例えば電気事業の類型の見直し、今後、小売・送配電・発電といった形で事業者ライセ

ンス別になっていくということで、今までの一般電気事業者あるいは新電力等の区分が変わっ

ていくという中で、今の係数、電気事業者の係数を誰にどういう形で報告してもらうのかとい

った、報告対象者の見直しでありますとか、あとはまさに先ほど説明させていただいた料金メ

ニュー選択への対応など、電力システム改革の実施に伴ってその係数設定に係る考え方や具体

的な算出方法についてどのような変更が必要となっていくかということを、電力システム改革

の議論にあわせて必要な措置を検討していきたいと考えております。 

 こちら、いずれも今後の課題というところで、まだ具体的にどのような形でということは決

まっていないのですが、今後いろいろな状況変化が見込まれておりますので、こうしたことを

今後のこちらの検討会においても審議していきたいと考えております。 

 説明は以上です。 

○山地座長 

 ご説明、ありがとうございました。 

 ということでございまして、グリーン料金メニュー等への対応として排出係数の話をどうす

るか、これは来年度中に結論を得るということになっているんですけれども、しかし、この料

金メニュー、今の電力システム改革の中で小売全面自由化等に伴って、非常に多様に展開され

る可能性があるので、26年度中に結論を得ても、また現実のいろんな料金メニューを見て調整

ということもあり得ると思うんですね。 

 だから、しかも今現在の場はそれを念頭にどういう方向でどういう論点があるか、少なくと

も共有しておいて準備すると、そういう位置づけだと思っています。 

 それから、一番 後に27年度以降のところは、例えば余剰買い取りの廃止等はむしろ比較的

簡単ですけれども、残りはどうなっていくか、なかなかいろいろな展開があり得るのでこれも
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それに備えるという意味合いがあると思います。 

 きょうの場としては、今ある程度論点例示がございましたけれども、それについて皆さんの

理解を深めてかつ共有するということだと思いますので、一定の結論を得るということではご

ざいませんから、そういう趣旨で委員の皆さんからいろいろご意見をいただければと思います。 

 どこからでも結構です。では、また工藤委員からどうぞ。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。今、座長がおっしゃられた認識と同じなのですが、実は後ろのほう

で電力システム改革への対応というのが書かれていて、その前でグリーン料金メニューと書か

れているんですが、恐らく世の中の流れは、このシステム改革を見越した上でそうしたものが

出てくるという流れなのかなと思っております。 

 そういう意味では、ここの委員会というのはあくまでも実際に周りで起こった状況に対応し

て、このケースをどう考えるかという話になるので、ここから提案するというよりは恐らくは

そういったものに対して対応の可能性を今の段階で議論しましょうという、まさに座長のおっ

しゃったとおりだと思います。 

 そういう意味では、アメリカで実際90年代後半に起こった状況をある程度把握しておいたほ

うがいいのかなと思います。 

 一つは、特に電力市場制度改革で、今座長がおっしゃったとおり第２段階のライセンス制等

になってきますと、当然のことながら環境付加価値を前面に出したメニュー等をやりたいとい

う事業者が出て、これが多分グリーン料金メニューと定義づけられていると思うんですが、そ

の際に規制側からそうした事業者に対して、そういうメニューもオプションとして加えなさい

といったようなことを、法律で規定した州もありましたし、自由にやった州もあったと思いま

す。そうしたバリエーションがあるという場合にどう考えるかみたいなことも、一つの事前に

ある程度見ておく必要がある事例かなと思います。 

 ただ、その際は、どういう情報を出しなさいといった消費者保護の観点からいろいろと規定

されますので、その辺を見ておく必要があると思います。 

 ２点目は、グリーン料金と一言で申し上げても多様な可能性があって、既にグリーン電力証

書制度が動いておりますが、アメリカの場合には実はその証書を使って料金メニューを消費者

に提起するという流れが、カリフォルニアやペンシルベニアに広がったという事例がございま

す。 

 一方で、直接自分たちで設備をつくってそれを訴求するというやり方もございました。そう

いう意味で、今から考えられるバリエーションは色々あると思う、もしかしたら熱も証書化さ

れていますから、様々な利用可能性を事前に整理しておくというのは、今後の議論にとっては

非常にいいかなと。 

 その際に多分ポイントになるのは、事業者の方は恐らくkWhで訴求するのか、ＣＯ２で訴求す

るのか、ここも実は多分ポイントになると思います。料金メニューで考えると恐らくはkWhで出
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てくるのではないかなと思います。そうすると、またそこでＣＯ２換算する必要が出てきて、

そこでこの委員会の関係もちょっと出てくる可能性があることを申し添えたいと思います。 

 若干長くなってしまうのですけれども、電力の自由化の際にアメリカではどういった対応し

たかというと、電力の需要家保護の観点からガイドラインを作りました。正式な名称は忘れま

したが、法律家関係の協会が、消費者保護の観点からグリーンな電気の訴求に関するガイドラ

インみたいなものをつくっていました。 

 これは、多分この委員会のマターではないのですが、そういったようなものが仮に必要とな

るのであるならば、算定なりそれに関係する考え方みたいなものをそうしたものに取り込んで、

事後でどうチェックするのかといったやり方も含めて、事前に考えておくというのも一つの参

考となるのかなという気がいたします。 

 それから、もう１点、ＣＥＲ・京都議定書関連なのですけれども、これについては実態に合

わせて変えていきましょうという話になると思っているのですが、既に第二約束期間に入って

いる状況の中で、今後ＣＥＲがこの制度でどのような使い方ができるのか、国際法の解釈とも

いえるのですが、そうしたことは特段情報を伝えることは考えていらっしゃらないのかどうか、

確認させてください。 

 以上です。 

○山地座長 

 今の 後の質問の部分はどうでしょうかね。 

 私は、京都議定書第一約束期間終了に伴う今後関連制度の改正等が見込まれるというところ

は具体的に何を念頭に置いて言われているのか、そこは私も確認したいと思ったんですが。ど

ういうことが考えられるのでしょう。 

○森川補佐 

 工藤さんのお話で、ご質問、そのＣＥＲを引き続き第二約束期間中に、例えば算定・報告・

公表制度に使えるようになるかとか、そういうような議論の話ですよね。 

 そういう意味でいうと、今のところは第一約束期間の京都クレジットが使えるということに

なっていまして、じゃ、それをその第二約束期間のものも使えるようにするかどうかというの

は、ちょっとまだ検討中でございますので今の時点では結論は出てございません。 

○山地座長 

 わかりました。要するに、京メカクレジットの扱いということですね。 

○森川補佐 

 そうですね、京都クレジットの。 

○山地座長 

 今回、これに関しては自由な意見を言って、ある意味言いっ放しでも結構でございますので、

委員の皆さんからご意見、ご質問等あれば出していただきたいんですが。では、大橋委員、ど

うぞ。 
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○大橋委員 

 ありがとうございます。まず、こうしたグリーンの観点からの料金メニューを拡大・拡充し

ていくという方向というのは、需要家の観点から見ても望ましいと思われますし、そうした意

味でこうした検討の場は重要なのかなと思って伺っていました。 

 それで、２ページ目の主な論点を見させていただいて、５番目のポツというのは起こるだろ

うなというふうに強く思います。多分、５番目はそれを許している形に恐らくなっているので、

必ずしもいけないという話ではないのではないかというふうに思うんですけれども、他方でこ

れはどういうふうな報告とかあるいは義務を課すのかというところと、ただ他方で一番 後に

書かれていますが、簡素な制度であるべきというのはおっしゃるとおりだと思っていて、これ

は細かくやり始めるととてつもなく大変な作業になって、これ、もう事務負担がとても追いつ

かないのではないかというふうにも思います。 

 解は必ずしもないですが、ただ５番目というのは多分起こり得るということは十分想定して

おく必要があるのではないかなと思います。 

 それと、基本的に座長がおっしゃられたとおり今後に全て委ねられている部分もあるんです

けれども、例えば電力システム改革なんかが進んでくると、折々議論になっていますがデマン

ドレスポンスみたいなものが出てきたとき、これって従来と若干違う考え方で、そうしたもの

に排出係数とかの考え方ってどういうふうに入れていくんでしょうかとか、そうしたこととい

うのも、多分、若干報告も難しい話かもしれませんけれども重要な論点ですし、実態を見なが

ら考えていくということなんだと思いますが、他方でいろいろ今回論点を出していただいたと

いうのは非常に重要なことだなというふうに思っています。 

○山地座長 

 島田委員。 

○島田委員 

 ありがとうございます。１点目は感想に近いものです。改正検討のきっかけは規制改革、特

に需要家のニーズ対応というのが趣旨ですけれども、先ほど大橋委員からも出たように緻密に

やることでかえって消費者保護とかあるいは規制改革に反するようなものにならないような、

バランスが難しい対応だというふうに認識しております。 

 ２点目は、スライド２ページ目の５つ目の丸、先ほど大橋委員が指摘されたところの、言葉

遣いです。ＣＯ２の移転量の増加という表現がありますが、先ほど、ご説明を聞いていると必

ずしも何か取引して移転しているわけではなくて、そもそも大規模需要家が低炭素電源を選ん

だ残りが小規模需要家に来るということなので、この表現はどうかなと思いました。ここはコ

メントです。 

 それから３点目は、その下の丸のところです。固定価格買取制度で全体にならして広く薄く

配分調整しているところと、今回のグリーン料金メニュー、ある程度メニュー別にめり張りを

つけていくというようなものの、ダブルカウントというのがどういう場合に起こるんだろうか、
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なかなか思い浮かばないので、もし具体的な例がございましたらお教えいただきたい。これは

質問です。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございます。いかがですかね。 

 移転量というのは、今は平均で排出係数を出しているんだけれども、その同じ電力会社がど

ちらかのところにカーボンフリー電気として供給すると、残りの人は全排出量を一部の販売電

力量で割るので係数が上がります。これは整合性をとるために。それを移転と称したわけだけ

れども、ちょっとわかりにくい。そういう意味合いですか。 

○島田委員 

 はい、そうです。 

○山地座長 

 わかりました。 

 あと、ダブルカウントはいろんなケースが考えられると思うんですけれどもね。何か事務局、

お答えございますか。 

○松田補佐 

 そうですね、島田委員がおっしゃった移転量というのは、イメージとしては大規模から中小

へ移転するというよりは、大規模が低炭素の料金メニューを選択することで中小側、あるいは

個人、ご家庭の排出量がふえるような形になっていると。移転というよりは排出量のバランス

が少し変わってくるという意味で使わせていただいておりますが、必ずしも適切な表現ではな

かったかもしれません。 

 もう一つの、グリーン料金係数とのダブルカウントについて、これもまたいろんなケースが

ありますので、必ずしも今実態としてどうかというところではないんですが、例えばＦＩＴの

部分で、ある種薄く広く公平に分配されているところが今の係数にも一部反映されているんで

すけれども、そこのＦＩＴの価値というのは、ＦＩＴの制度の中でＦＩＴの料金とか手当てさ

れているんですけれども、それを改めて低い電源ということで売るということは、係数という

ことにかかわらずその価値を二重にアピールして売るというところもあるかもしれませんので、

そうした問題点というのが係数の考え方にはね返ってくるのかどうなのかというようなところ

が、一つ論点としてあるのかもしれないなとは考えております。 

 ただ、これは具体例を詰めてみないと、どういった問題があるかをなかなか言えないという

ことがございますので、今後の検討課題かなというふうに思っております。 

○山地座長 

 工藤委員。 

○工藤委員 

 今のフィードインタリフのところですが、非常に大事ではないかなと思ったのは、係数をテ
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クニカルにどう算定するかという以前の問題として、やはりフィードインタリフ制度そのもの

の考え方が、多分大事になってくるのかなと。 

 要するに、グリーン料金というものが仮に入って、100％再生可能エネルギーのようなものに

対してコスト負担をする事情が出てきたとしても、フィードインタリフは社会全体でコスト負

担をしましょうという制度になっていますから、グリーンのような制度で独自に貢献している

人たちも、していない人たちも、あわせて費用を公平に負担してくださいという理念に立つの

か、こういうような条件の場合にはもう既に十分に貢献してもらっているので控除してもいい

ですよというような考え方をとるのか、そこのところをクリアにすれば、そこから技術的にど

うしましょうかという話になるのではないかと思います。 

 ただ、その切り分けをやると、先ほど大橋先生がおっしゃったように相当面倒な世界になっ

ていくでしょう。ですから、動き出した当初にこういった料金がどのくらい入るかにもよりま

すが、サーチャージの配分の小数点以下の扱いに関する議論と全く一緒で、実際に係数なり何

なりに重大な影響が出る出ないということもある程度判断基準にしながら、 初はできるだけ

簡便化を目指し、でも公平性なり何なりという観点から必要とされる情報はちゃんと開示する

といったような、そういったバランスをとっていくという段階論をとっていくことが必要にな

るかと思います。 

 それも、制度側がどう考えるかにもよってしまいますので、そういうこともあり得るという

ことをある程度念頭に置いておくということが大事と感じます。 

○山地座長 

 想像をめぐらすと、いろいろ検討事項が出てきて、なかなか論点を整理するだけで終わらな

いような気がするんですよね。 

 ただ、私が一番やっぱり懸念するのは何点か、整合性のところなんですね。それと絡むとこ

ろで先ほど大橋委員も言われた報告義務のない需要家のほうにやっぱり、大口のほうにはグリ

ーンだと言って売って、ある一種のセールスをかけて、そうでないところの排出係数を上げて

おくと。容易にできてしまうんだけれども考えてみると日本全体としての総量は変わらない、

先ほど説明があったとおりで。 

 これは、望ましくないですね。そこにどういう対応をするのか。多分、ここが解がなかなか

見つからない。それ以外は、テクニカルに煩瑣になるということを別にすれば何とか対応でき

るかなという気はするんですね。 

 あとは、グリーン料金メニューというときに、これも工藤委員がおっしゃったんですね、要

するに生のグリーン電力というのと証書を活用するバーチャルなものとありますよね。 

 それで、バーチャルなもののほうは、証書なりあるいはクレジットというものがダブルカウ

ントを避けてくれていれば、系統電力とか、比較的扱いが易しいかと思うんですけれども生の

場合ですね。それは現状でも起こり得るわけで、その大口対象でグリーン電力を売りますとい

うビジネスがあるわけですから。そこは今のところ非常に単純にできているので問題は起こら
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ないけれども大口のところが生グリーン電力を一部の客に売った場合に、残りのところの排出

係数をどうするかという問題は、現在でも起こり得ることでしょうね。 

 だから考えておかなければいけないことではあるんですね。という程度の整理しか、今のと

ころやれないかなと思うんですけれども、これ以上、議論はもちろんやりますけれども決着が

つくわけではないということを念頭に議論していきたいと思います。どうぞ。 

○工藤委員 

 ネタを示しておくという観点から、今言ったようなグリーン料金をやるときも必ず量的に担

保しなければ、需要家がついた場合には量的に担保しなければいけないという事情が起こる可

能性が当然あって、アメリカでも当然そういうことが起こっていた。事後的にちゃんとそうい

うものを調達するというような可能性ですね。 

 それで、その際に、例えばピュア100％のリニューアブル由来というのもあるのですけれども、

一方でバイオマスのようなものが入ってきますと混焼的な要素が入ってくる場合もあり得る、

こういうバリエーションも考えておく必要がある気がいたします、 

○山地座長 

 議論し出すと種はいっぱいあるとは思うんですけれども、やっぱり論点の中で、しかし事務

局の整理のところで大体重要な論点は出ているかとは思うんですが。よろしいですか、きょう

のところはこの程度で。 

 別に抑制する気はないので。一応11時までの予定ですから。 

 ただ、余り想像で議論しても議論の効率がよくないなという気がするものですから。重要な

論点は大体出たと思うんですが。よろしいですか。どうぞ、ではエネットの。 

○田村オブザーバー 

 エネットの田村と申します。新電力の立場から２点ほど意見を述べさせていただきたいと思

います。 

 １点目についてですが、まさに今議論にあったとおりグリーン電力料金等も含めた規制改革

項目に関して、ぜひこのような措置に向けた検討をできるだけ加速的にやっていただきたいと

思います。改めてお願い申し上げます。 

 震災以降、先ほどから出ているようにお客様からのニーズとして、電源や、それからＣＯ２

排出係数を特定して電気を買いたいというような声が多くなってきているのが実情です。 

 まさに、先ほど委員の先生の皆様がおっしゃったとおり、多様なニーズという形で我々、感

じてきているところでございます。 

 このようなニーズにお応えするために、煩雑な処理については、我々も避けていただきたい

ところですが、お客様の立場に立つと、やはり国がある程度認めた数字ということも必要性が

あると考えておりまして、国の制度にのっとった上で、例えば再生可能エネルギーについて、

我々が調達できた分だけグリーン電力メニューという形で提供するということについても、ぜ

ひやりたいというふうに考えております。 
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 来年度結論を出すということでございますが、少しでも早い段階でこのようなサービスがお

客様に届けられるように、ぜひお願い申し上げます。 

 ２点目は、今回の資料の中の議論ではありませんが、先ほど、工藤委員からも少しお話が出

ましたけれども、前回議論されたＦＩＴ導入に伴うＣＯ２排出係数の調整で生じる誤差に関し

てでございます。 

 これは、ＦＩＴによる買取電力量が一部の事業者に集中した場合に、環境価値を再配分する

ときに事業者ごとに実排出係数が異なるので誤差が生じてしまうという課題でございます。現

時点では2012年度でもＦＩＴの電源の比率は２％に満たないため、当面現行の運用で問題ない

と、我々は思っておりますが、今後ＦＩＴの電源の比率が上がり、それから先ほどのようなグ

リーン料金メニューなどの環境価値を前面に出したメニューが提供されるようになると、この

誤差について看過できないと、課題として認識をしてくるようなタイミングがあるのではない

かと考えております。そのような適切なタイミングで見直し等の検討ができるよう、ぜひまず

は継続的に誤差をモニタリングしていただくよう改めてお願いしたいと思います。 

 できれば次回以降、この場で誤差の状況がどのようになっているのかというモニタリングの

評価結果などをお示ししていただいた上でご議論いただければと願っております。 

 以上でございます。 

○山地座長 

 ありがとうございました。両方とも重要だと思います。 

 後半の、ＦＩＴの排出係数調整の誤差というもののモニタリングは、私も重要なことだと考

えておりますので、これは事務局のほうにお願いしておきたい。 

 前半のグリーン料金メニューのところは、だから悩ましいのは、同じ会社がグリーンメニュ

ーとそうでない普通のメニューでやったときに、メニューの段階で排出係数を決められないで

すね、残りのほうが。メニューの段階で決めてもいいんですけれども、それにどれぐらいお客

がついて実際にどれぐらいそこのＣＯ２がカウントするかがわからないと残りのところの排出

係数が決まらないということです。そういう問題がやっぱりありますよね、現実には。 

 そこのところをどう調整するか。これは、だから確かに小売全面自由化とはまた別に、現状

でできることですから早急に対応が必要で、そういう認識は持つべきだと、私も思います。 

 どうでしょう。またこういう意見が出たんですが、それに対して事務局あるいは委員の方か

ら何か反論がありましたら。では、どうぞ。 

○松田補佐 

 今、ご指摘のございました調整でＦＩＴのところの誤差のところですが、今回恐縮ながら資

料には入れていないんですが、一応私どもも事務局のところで手元のデータをもとに計算をさ

せていただきましたところ、平成24年度実績においてＦＩＴ調整量の積み上げは１１万トン程

度でございまして、ＣＯ２の全体の排出量、電気事業分野で５億トンほどございますが、こち

らに占める割合、約0.02％。 
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 そして、排出係数への誤差というところでございますが、0.0001kgＣＯ２/kWh程度というこ

とで、係数は基本的に小数点以下、下３桁でやっておりますが、現状の誤差としては下４桁程

度のところでございまして、まだ排出係数に与える影響は軽微であるというふうに検証をさせ

ていただきました。 

 ただ、もちろんご指摘のとおり今後そのＦＩＴの量がふえてくるとこちらの誤差が大きくな

ってまいりますので、こうした数字をモニタリングという形で検討会においてお示ししながら、

その誤差が大きくなってきたときにどのような手当てをするかといったことも、今後の課題と

して承りまして検討させていただきたいと思います。 

○山地座長 

 工藤委員、どうぞ、では。 

○工藤委員 

 １点。今、実際にこれを検討するベースとなっているのが規制改革実施計画の要請。そして

それに対して26年度までに結論を出す。それで、この中身の確認だったのですけれども、要す

るに多分26年度中の結論ということは、少なくとももうそんなに遠くない未来にこういうふう

にしましょうということで結論を出すイメージだと思います。そうなりますと、当然そもそも

どういうメニューが出てくるかわからない段階で、文章にも書かれているとおり、基本的には

料金メニュー、自主的な取り組みという観点が中心であるにもかかわらず、余りにもしっかり

固めていくとそれは逆に要求事項になっていくような懸念があり、そういったことには配慮し

なければいけないと思います。恐らく実際に運用していく中で適宜調整が必要になってくる可

能性が否定できない。いずれにせよ、進め方といいますか、結論を出すという、その結論のイ

メージ、中身ですね、その辺がどういう性格のものなのかも考えておく必要があると思いまし

た。 

○山地座長 

 どうぞ、電事連さん。 

○森﨑オブザーバー 

 それでは事業者という立場からの一言。今、まさしくありましたように競争環境の中でこれ

からメニューをいろいろ揃える中の一つとしてグリーン料金メニューというものがあるのかな

と思っておりまして、そういう意味では需要家のお客さまのニーズに合わせたメニューを用意

できるということと、同時に事業者として工夫ができるような余地が必要だと思っております

ので、あくまでも事業者が選べる、設定できるというような仕組みになっていくのが一番いい

のかなと思っております。 

 ただ、余り複雑になってもいけませんので、そのあたり当然事業者のみならず行政やお客さ

まの負担が余り大きくならないような、シンプルな形でやっていただくことを、我々としても

望んでいるところでございます。ぜひ、その辺を踏まえた議論をお願いしたいと思います。 

○山地座長 
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 ありがとうございます。我々のこの排出グリーン電力メニューの排出係数をどうするかとい

う結論を待たずしてグリーン電力メニューを設定すること自体は、私はできると考えています

がよろしいですよね。 

 ただ、そのときにどう扱われるのかやっぱりわかっていないとご心配ですよね。だから、そ

こを念頭に置いて26年度中に考えましょうと。鶏と卵みたいなところがあるんですけれども。 

 だから、事業者さんがどういう動きを考えているのか、このグリーン電力メニューについて。

そこの把握も、ちょっと必要ではないでしょうかね。その上で、これは 後の議題の今後の予

定のところにもありますけれども、必要なら早目に対応していくということもやるべきかと思

います。 

 ほかにいかがでございましょう。大体よろしゅうございますでしょうか。 

 そうしますと、次、資料４に。パブリックコメントについてでございますので、説明をお願

いいたします。 

○松田補佐 

 それでは、資料４のパブリックコメントについてという資料を説明させていただきます。 

 ただいまいただきましたご意見の中で、今回パブリックコメントとして出させていただくの

は、この一枚紙の後ろにございます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

び公表についてというところで、こちらのほうは資料の２－１及び２－２を反映したところで

ございまして、こちらについて特に、確認等はございましたが修正内容そのものについてはご

異論はなかったということだということで、パブリックコメントにかけさせていただきたいと

思います。 

 募集期間としては、今回検討会を終わりました２月中旬から約１カ月間行いましてご意見を

賜って、提出された意見の概要やそれに対する考え方については期間が終了後速やかに委員及

びオブザーバーの皆様宛てに情報を共有させていただき、場合によっては内容を修正するとい

うことでございまして、通常のパブリックコメントのスケジュールで進めさせていただきたい

と考えております。 

○山地座長 

 ありがとうございます。内容については、もう先ほど議論したところでございますので、確

認はしていただいたと思うんですけれども、先ほどのと同じ。あとは日付のところの書きっぷ

りか何かちょっと番号に変えているとかいうことでございますので、基本的には了承していた

だけると思います。よろしゅうございますね。はい。 

 そうしますと、これが 後ですが、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願い

いたします。 

○井上室長 

 今後のスケジュール案、資料５をごらんください。 

 まず、改正通達関連でございますが、本日２月７日に検討会を開催させていただきました。
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きょう、ご了承いただきましたので、２月の中旬から３月の中旬にかけて今般の改正通達に係

るパブリックコメントを実施いたします。いろいろとご意見を頂戴すると思います。パブリッ

クコメントの結果については、関係者で共有するとともに内容について検討し、必要に応じて

修正のプロセスをするというふうに考えてございます。 

 それで、改正になりました通達につきましては、年度明け、４月１日からの運用開始を考え

てございまして、夏、７月末までの間に各事業者の皆様からの報告を受けるというスケジュー

ルでございます。 

 また、先ほどの今後の改正についてのプロセスについては、また別途、座長ともご相談させ

ていただきながら来年度のスケジュール管理していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○山地座長 

 ありがとうございました。パブリックコメントにかける内容についてはもう既に合意してい

ただいていますから、よくト書きには、今後修正があれば委員長に一任というのがあるんです

けれども、それはなしで済ませると思います。 

 あとは、本日の資料と議事については、経産省及び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。 

 全体を通して、特にご発言のご希望がなければ以上で終わりたいと思いますが、よろしゅう

ございますか。どうぞ、大橋委員。 

○大橋委員 

 今回のこの会議の趣旨と関係ないと思って質問しなかったんですけれども、 初のＪ－クレ

ジットの制度についてというところをご説明いただいて、旧制度から今回Ｊ－クレジットの制

度に移ると。ちょっと実績とかを見たときに、これってボリュームとして活用実績として、こ

れは結構活用されているという評価なのかどうかというのを、私は評価が若干活用、少ないよ

うな気もするし、今後Ｊ－クレジット制度に移ったときにもっとこれが加速化されるような方

向性として見えてきているのかどうか、過去の評価と今後の見通しについて、もしお話を伺え

ればと思います。 

○森川補佐 

 Ｊ－クレジット制度の前に、まず国内クレジット制度と、あとＪ－ＶＥＲ制度なんですけれ

ども、Ｊ－ＶＥＲ制度も一応温対法の報告制度に使えるということになっていたんですが、実

際はほとんど使われていません。国内クレジットのほうは、先ほど申し上げたように、ちょっ

とトン数は言えないんですけれども、ある程度実際に活用された実績はあるかなというふうに

思っています。 

 それから今、Ｊ－クレジット制度になってということなんですけれども、先ほどから議論が

あったＣＥＲとか、そういうものが使えるかどうかというところにも大きくかかわってくるの

で、今、予想は難しいんですけれども、現在の国内クレジットと同じくらいのニーズというの
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はあるかなというふうに考えているところでございます。 

○山地座長 

 特にそういう、調整後のときにどれぐらい調整されて、それが京メカクレジットで幾らとか

Ｊ－クレジットで幾らとか、そういうのを公表しろと言っているわけでもないんですか。 

○大橋委員 

 特段大きな問題にするつもりはないですが。 

○山地座長 

 ちゃんとどれぐらい貢献があるかを明らかにしたいと、そういうことですか。 

○大橋委員 

 ええ。前提の知識として、ちょっといただきたかったということです。 

○山地座長 

 時間があるとついいろんなことを言ってしまうんですけれども。 

 どういう調整があって、その調整が何によってどれぐらい行われているかというのは、公表

してはいけない何か理由があるのですか。 

○森川補佐 

 個社のほうでどういう理由で償却をしているかということも、一応確認はしているんですが、

ただ償却をした理由として、例えば自主行動計画だとか、それからこういう係数の調整だとか、

あとはＣＳＲとか用途として幾つも書いてもよかったりして切り分けが厳密には難しいところ

もございます。 

 ただ、一度、業界ごとにトータルでどれぐらい使っているのかというデータは公表したこと

がございますので、そちらのほうを後で送付させていただく形でもよろしいでしょうか。 

○山地座長 

 わかりました。ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは、どうもきょうはありがとうございました。若干20分ほど早いですが、これで終わ

りたいと思います。 

――了―― 


