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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11回会合） 

 

日時 平成２７年３月１９日（木）10：30～11：30 

場所 経済産業省別館11階 1111会議室 

議題 

１．料金メニューに応じたＣＯ２排出係数の検討について 

２．その他 

 

○山地座長 

 それでは、定刻となりましたので、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11回目を始めます。 

議題はもう皆さんおわかりのとおり、前回、料金メニューに応じたＣＯ２排出係数について、

資料の説明がよくわからないということだったので継続になったものであります。 

本日は、委員、オブザーバー全員参加でございますが、森口委員、途中でご退席ですか。 

○森口委員 

多分、予定どおりであれば大丈夫です。 

○山地座長 

ああ、そうですか。予定どおり進めたいと思います。そうじゃないと私も困るので。 

それでは、議事進行に入っていきたいと思います。まず資料確認、簡単にお願いします。 

○井上室長 

 それでは、資料を確認させていただきます。 

 お手元の配付用の資料でございますが、まず議事次第でございます。その後ろに資料１、委員

名簿でございます。資料２、料金メニューに応じたＣＯ２排出係数の検討についてでございます。

資料３、今後のスケジュール案でございます。 

過不足ございましたら事務局までお申しつけください。よろしゅうございますでしょうか。 

○山地座長 

 よろしいでしょうか。 

それでは早速、資料の説明をしていただいて、議論ということにしたいと思います。 

まず資料２ですね、説明をお願いいたします。 

○井上室長 

 それでは、事務局から資料の２に基づいてご説明いたします。資料２をご覧ください。 
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 １ページ目ご覧ください。料金メニュー別係数におけるＦＩＴ調整について。前回もご審議い

ただいたものでございますが、改めて数値例なども含めて具体的な計算をお示ししながら、考え

方を整理させていただきたいと思います。 

 １ページ目、まず基本的な考え方、これ文字で書いてございますが、確認させていただければ

と思います。 

ＦＩＴ電気については、発電する電気の実の排出係数はゼロでございます。 

 ただ、買取制度小委員会、これ平成23年２月に開催されたものでございますが、ここにおいて

ＦＩＴにおける環境価値の取り扱いについては、「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」というようなことが結論されてございます。その帰結と

いたしまして、次の２つでございます。 

まず（１）でございますが、小売事業者に割り当てられるＦＩＴ電気のＣＯ２ゼロ価値、これ

は実際の調達量にかかわらず全国平均分の調達量となろうかと思います。 

下に波線で例を書いてございますので、こちらでイメージを持っていただければと思いますが、

例えば、仮に、これは後ろの数値例とも平仄を合わせてございますが、日本全国の販売電力量に

占める日本全国のＦＩＴ電気の割合が仮に2.22％であった場合、これを想定いたします。 

そうした場合に、ある電力事業者の販売電力量が１万kWhであったというようなケース、この

場合には、この電気事業者、小売事業者が仮に100％ＦＩＴ電源から調達をしているか。あるいは、

仮にＦＩＴ電源からの調達がゼロであったかにはかかわらず、この小売事業者にはＣＯ２ゼロ価

値が全国平均に当たる2.22％、すなわちこの場合でしたら１万kWhの販売電力量のうちの2.22％、

222kWh分、この電気に限られるというような考えになろうかと思います。 

その上で、このＣＯ２ゼロ価値の電力量について、これについても特定の需要家ではなくて、

全部の需要家にこの環境価値を分配・調整すると。そのためにはこのＣＯ２ゼロを切り出すとい

うことは適切ではなく、この小売電気事業者が販売する全ての電気に対して、この割り当てにあ

るＣＯ２ゼロ価値を配分することが適切であろうというようなことになろうかと思います。これ

は図示では、スライドの３ページに相当します。 

 一方で（２）でございますが、実際に調達をしたＦＩＴの電気、これは既に（１）のプロセス

でＣＯ２ゼロ価値を抽出し、また分配の操作をしてございますので、それを経ているということ

でありましたら、これは普通の電気としてみなす扱いになろうと。全国平均のＣＯ２排出係数を

持った電気とみなされるであろうと。それにつきましては、全需要家に均等に割り振るという必

要はなかろうということが導けるかと思います。 

したがいまして実際に調達したＦＩＴ電気につきましては、（１）の操作で既にＣＯ２ゼロ価
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値を抽出し、分配しているということがありますので、抽出した後のものにつきましては、他の

電源から調達した電気同様に、事業者の任意でメニューで割り振ることが適切ではなかろうかと

いう考えでございます。これはスライドでいいますと２ページ目の図示に相当いたします。 

 この点を踏まえて、実際にメニュー別係数の排出において行う操作の整理を改めてしますと、

次のとおりになろうかと思います。 

まず①ＦＩＴ電気の実際の調達電力量に全国平均を掛け、その調達電力量をメニューごとに均

等に割り振ることは求めない。これは事業者の任意だと。これはスライドの２ページ目に当たり

ます。 

次に②でございますが、ＦＩＴ電気の標準的な調達量、これにつきましては、それに相当する

ＣＯ２排出量を全ての電気に対して全国平均調達量に応じた割合で控除した上で排出係数を出し

ていくと。これ３ページに当たります。 

 というのが基本的な考え方でございますが、より具体的にイメージを持っていただくために、

もう少し説明させていただきたいと思います。 

 スライドの２ページ、３ページは図示でございまして、２ページのところが、今、私がご説明

申し上げました基本的考え方の３番目の丸の（２）、それから４番目の丸の①に相当するところ

でございます。 

それからスライドの３ページ、これが１ページでご説明申し上げました３番目の丸の（１）、

４番目の丸でいいますと②に相当する操作になります。イメージでございます。 

 それでは具体的に４ページ、５ページで数値例をご用意いたしましたので、これに沿って手順

を確認していきたいというふうに思います。 

 まず４ページご覧いただければと思います。お手元の資料、カラーの方は、白黒の方は申しわ

けないんでございますが、カラーで黄色になっているセル、ここの数字については、この例、イ

メージを持っていただくために仮に仮定として置いた数字でございます。それから青のセルにな

っているところは、ルールに従って計算をして導き出せるセルでございます。 

４ページ目でございますが、この例では、全国で販売電力量が仮に90万GWhであったという想

定を置いております。そのうちＦＩＴの電気の分というのが２万kWh、この割合は2.22％に相当い

たします。全国でのＣＯ２排出量は５億トンという想定にしてございます。そうしますと実の排

出係数は、５億トンを90万GWhで割りまして、0.556という数値が導けます。 

このような全国の状況の中で、ある電力会社Ｘというものを想定いたします。この電力会社Ｘ

は販売電力量が１万GWhであったとします。そのうちにＦＩＴから調達した分が1,000GWhであると

いうふうに想定いたします。また、ＣＯ２の排出量は400万トンであったというふうに想定いたし
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ます。そうしますと実の排出係数は、400万トンを１万GWhでございますので、0.4という数字が導

出されます。 

 次に下段に移っていただきまして、この電力会社ＸにおけるＦＩＴ調整量の算出の準備をして

ございます。実際の販売に基づく情報として、この電力会社のＦＩＴ買取電力量は1,000GWhでご

ざいました。これに実排出係数を掛けますと556という数字が出てきます。これを全国の割合、

2.22％というものを想定いたしますと、その下の段でございますが、ＦＩＴ分が標準量だった場

合、これはこの電力会社の販売電力量１万GWhに2.22％を掛けるということで、この電力事業者に

割り当てられるべきＣＯ２ゼロの価値というものは222GWhであろうというふうに計算されるわけ

でございます。 

これのＣＯ２ゼロ価値というのは、それに全国の実排出係数を掛けた、0.556を掛けた12万4,000

トン、124と、これがこの事業者に割り当てられるＣＯ２のゼロ価値をＣＯ２換算したものという

ふうに計算できます。 

これを上段、下段で引きまして、ＦＩＴの調整量というものを求めますと、電力量に関しては

実際に調達した1,000GWhから220を引いて778。それからＣＯ２については、みなしのＣＯ２量であ

る55万6,000トンから12万4,000トンを引いて43万2,000トンということが計算できます。 

ここまでは道具立てといたしまして、実際の告示に出します排出係数は、５ページ目でさらに

計算を進めてまいります。 

 具体的にメニューＡ、メニューＢ、それから残差となるメニューＣというものをこの事業者が

類型化して設けたというケースをしてございます。 

まず一番上の行でございますが、販売電力量、この事業者は１万GWhの販売をしているわけで

ございますが、そのうちメニューＡに類型化するべきものを足し上げた場合に450GWhであったと

いう想定にしております。メニューＢに類型化するものを足し上げた場合に1,500GWhであったと

いうふうに想定してございます。そうしますとメニューＣとして残差の分はこれを差し引いた

8,050GWhとなります。 

 次の作業としては、ちょっと下のほうに下がっていただきまして、５行目に括弧で書いてあり

ますけど、ＦＩＴ分以外の実排出量と、これはＣＯ２の排出量でございますが、この行がござい

ます。前のページで仮定いたしましたように、この事業者全体でのＣＯ２の排出量は400万トンと

いうふうに仮に置きました。 

そのうちメニューＡから排出されるＣＯ２量、これは太陽光とか、ＦＩＴ以外の電源から調達

したものを仮に想定して、ゼロという類型がなされたというふうに想定しております。メニュー

Ｂはもう少し環境負荷が低いものを集めたものとして、仮にそのＣＯ２量を集めた場合に10万で
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あるというような想定をしてございます。そうすると残差は、その右、メニューＣのほうに行き

まして、残りの390万トンというのが実際のＣＯ２排出量となります。  

 次にその下の行に行きまして、ＦＩＴのみなし分、これの分配に行きたいと思います。 

前のページで、55万6,000トンのＣＯ２というのをみなし分として計算しましたが、これをこの

事業者は、まずメニューＡにこのうちの6,000トンを割り振るというようなことを考えたという想

定にしてございます。その場合に、メニューＣは、その残りの分の55万トンというのが上乗せさ

れるということになります。これを足しますと、その２つ上のＣＯ２排出量、ＦＩＴ分のみなし

排出量加算後として、その下の２つを足したものが出てくるわけでございます。 

その下に標準的ＦＩＴ買取量の配分という行がございます。これはスライド番号３ページのグ

リーンのＣＯ２ゼロ価値のところに相当するわけでございますが、これは４ページ目でこの事業

者に割り当てられるのは全国平均の2.22％に相当する12万4,000トンのＣＯ２というふうに計算

がされました。 

これについては、全需要家に均等に分配・調整されるべきという考え方に基づきまして、メニ

ューＡ、メニューＢ、それからメニューＣの電力量に応じて、各々按分をして計算がされます。

この例でいいますと、12.4万トンをメニューＡ、メニューＢ、メニューＣの電力量で按分します

と、メニューＡについては6,000トン、メニューＢについては1.9万トン、メニューＣについては

9.9万トンという按分になります。 

 ここまで道具立てがそろいました。その次、６番目でございますが、今、按分をいたしました

ＣＯ２のゼロ価値は、これは差っ引く側になるわけでございます。それから差っ引かれる側とい

うのはＣＯ２排出量という上から４番目のコラム、赤字で②と書いてございますが、ここになり

ます。この２つの差からＦＩＴ調整後のＣＯ２排出量というものが求められます。 

この事業者は、メニューＡの調整後のＣＯ２排出量ゼロにするというような計算を目指したと

いうことでございますので、ＦＩＴ調整後のＣＯ２排出量、メニューＡについてはゼロとなりま

す。それからメニューＢについては8.1万トンのＣＯ２排出量となります。残りの部分がメニュー

Ｃに寄っていきまして、435万1,000トンというのが残差として残ります。 

このＣＯ２排出量と、一番上にあります各々のメニューの販売電力量、この２つからＦＩＴ調

整後の排出係数というものが求められます。このケースですと、メニューＡについては、この事

業者はＦＩＴ調整後の排出係数はゼロとなります。メニューＢにつきましては0.054となります。

残りの部分、残差についてはメニューＣ、0.540という数字が得られます。 

このメニューＡ、メニューＢ、メニューＣのＦＩＴ、求められました調整後の排出係数、これ

が報告され、告示の対象になるというような計算のイメージでございます。 
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 ご理解が進むようにと思って数字などもご用意させていただきましたが、ご説明は以上でござ

います。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

かなり具体的な数値例をもって説明していただいたので、基本的におわかりいただけたと思う

んですけれども、もう一度繰り返しますと、ＦＩＴ制度によってＣＯ２ゼロ価値を持つ、環境価

値を持つ電気のコスト負担は、全国の電力消費者が消費量において一律に負担している。 

したがってＣＯ２削減価値は消費者のところへ行っているので、まずは電力会社がＦＩＴで調

達した電気のＣＯ２価値は、全国平均のＣＯ２係数を使って計算しましょうと。これが一つです。 

だけど実際には、ＦＩＴで調達した電気はＣＯ２を出していない。その部分のマイナス分は、

その電力会社が調達したＦＩＴ量ではなくて、全国の消費量に占めるその電力会社の販売電力量

の比率で、つまりＦＩＴ調達分を電力販売量の比率で均等に割り振ってマイナス分を計算しまし

ょうと。この２つの調整をしているわけですね。 

あとメニューについては、そこでその電力会社の総排出量というのかな、それが決まるんです

けど、それをメニュー別にはある程度自由に配分しましょうと。このメニューＡは排出係数ゼロ

のように調整しましたということですね。メニューＢは中間ぐらいで、メニューＣは残差で調整

しましたと。 

ここまでおわかりいただくのが、実はこの委員会でまず確認してほしいことです。本当はこの

計算のところにややトリックがあって、メニューＡで本当に450、これ4.5億kWhになるのかな、

450GWh売り上げて、メニューＢで1,500、メニューＣで8,050売れるかどうかは、本当はわからな

いですよね。だけど売れたとしたら、これでバランスがとれますよということです。 

これどう調整するのかは多分、どこかほかのところ、実際の運用においてはチェックしなきゃ

いけないんですけれども、我々のミッションとしては、排出係数の計算はこれで整合がとれるん

ではないでしょうかという提案です。 

ご議論開始していただきたいと思います。質問もちろん結構です。 

 じゃ、工藤委員。 

○工藤委員 

 ありがとうございます。この算出例、丁寧に説明していただいて理解が深まったという気がし

ます。５枚目のところ、特に標準的ＦＩＴ買取量の配分というところの数字の下に、簡単に計算

式を入れておいた方が良いと思います。数字がいきなり出て来ると前の表に戻って確認しなけれ

ばならない可能性あるので、そのようにしていただくと理解が進むと感じました。 
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 今、委員長がご指摘になったとおり、そもそもどういう料金を消費者に提示して、実際に需要

家がどのぐらい出てくるかという話と、一方で、それに対してちゃんと電源が調達できるか云々

も含めたチェックなど、不確実性が制度運用上は事業者にとって出てくると思います。ですから、

そういったことを念頭に置いて、計算の仕方とか検証の仕組みなどが、先々、民間ベースなのか、

政府が管理するのかも含めて必ず課題として出てくると思っています。 

ですので、ここに書かれている計算方法は基本的な構造として、ＦＩＴの電源なり、再エネの

量が組み合わされて販売されたという実績に対して、係数はこう計算するというものであるとい

うふうに認識しました。 

 ただ、前回も申し上げたとおり、恐らくアメリカ等の実績を見れば、実際の再エネ電気調達の

みならず、証書のようなものを活用する場合も出てくる。証書に関しては、実はグリーンエネル

ギー利用拡大小委員会作成したガイドラインがあるわけですけれども、いずれにしろ、消費者保

護の観点からいろいろ説明が必要になる。その場合には、どういう形になったらこの算定方法に

当てはまるかどうかということを後々ちゃんとチェックしていくことが基本となる。証書の扱い

など、現時点では想定できないものがあるので、それについては追って検討していく必要がある

と思います。 

一方で、来年に向けて企業はメニューを考えてこられると思います。今は、そうしたメニュー

導入までのリードタイムにあると思うので、ある程度、料金メニューに関するルールの可能性や

その際の算定の考え方について、環境価値の帰属に基づく考え方を訴求していくことが大事だと

感じた次第です。 

 以上です。 

○山地座長 

ありがとうございます。 

おっしゃるとおりだと私も思います。今回やっているのは、料金メニュー別係数におけるＦＩ

Ｔの調整のことを整理しようとしているわけで、それ以外にグリーン電力証書みたいなものの扱

いとか、あるいは生グリーン電気を売るという、これは余り問題はないと思うんですけど、そう

いうことは当然メニューとしてはあり得るわけです。 

 ほかに。森口委員、どうぞ。 

○森口委員 

 ありがとうございます。ちょっと前回、間があいて、基本的な理解が追いつかなくて大変失礼

をいたしました。その後は事務局からの直接のご説明も含めまして、かなり勉強させていただい

て、理解が進んだつもりでおります。 
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改めて、きょうは特に数値例、５ページの数値例を拝見して、ちょっと私の理解がまだ違って

いた部分があったということに気がつきました。何かといいますと、まず山地先生がさっきおっ

しゃったように、４ページに書かれているこの事業者Ｘが、実際に1,000GWh調達したとしても222

しか割り当てがない以上、それ以上のフリーライダーになってはいけない。その点はよくわかっ

たんですが、私の理解では、この222GWh分については、メニューＡ、メニューＢ、メニューＣの

販売電力量に応じて割り振らなければいけない。そこまで縛られているものだと私は理解してお

りました。 

○山地座長 

この前ではそうなっていたんですよね。 

○森口委員 

ええ。それに対して、きょうそうではない数字になっているので、これはいいんだろうかと。

つまりＦＩＴのところについては、全需要家に均等に割り振るという考え方に立てば、メニュー

Ａ、Ｂ、Ｃに、その電力量に応じて標準調達量分だけを割り振るのがやはり正しい考え方ではな

いかなと思っておりまして、その点から、私は代替案としては、ＦＩＴ調達分をあらかじめ排出

係数で薄めてしまうのではなくて、そもそも標準的な配分量、ここでいう222については、それは

ゼロＣＯ２であると考えて、それはそれでさらにメニューの電力量に応じてそこの割り振りまで

縛ってしまう。その上で、実ＦＩＴ調達量と、標準的な調達量との差額分だけについては全国平

均排出量を掛け、それについてはメニュー間の按分は自由とすると。この考え方が一番公平では

ないかなということで、私の方からは代案としてはきのうご提案をしたんですけれども。 

そもそもその標準調達量分のゼロ価値というものをどう考えるのかというところで、若干メー

ルでのやりとりであったので少し齟齬があったかと思いますけれども、私の懸念は、全部、排出

係数で薄めた場合に、ＦＩＴを実際に調達してしまうと、ＦＩＴの本来の、排出係数がゼロであ

るにもかかわらず、薄くあらゆるメニューに均等にばらまかれてしまうと、ここに示されたメニ

ューＡのようなＦＩＴ調整後ゼロというメニューがつくれなくなってしまうんではないかという、

そういう懸念でした。 

それはどうもなさそうだなということがわかったんですが、逆に今度はメニューＡがゼロであ

るということの挙証責任をどうやって担保するのかなというのがちょっとまたわからなくなって

おりまして、ＦＩＴ部分以外の440、これは再生可能エネルギーで発電されたものだと理解するん

ですが、そうでないと例えばメニューＡの販売量、トータルが450を目指すのであれば、１万に対

して、１万分の450、それのさらにさっきの2.22％というものの応分のＦＩＴ標準調達量部分がメ

ニューＡに含まれていて、それはゼロ価値だと思うんですけど、それ以外のＦＩＴ以外について
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は、それは実際に再生可能エネルギーで調達されたのであればそれはゼロであると。ゼロ足すゼ

ロでゼロであると、こういう考え方をとっていただいたほうがわかりやすいんではないかなと思

っておりまして。 

あらかじめ、みなし排出量を加算してから引くのではなくて、 初からゼロ価値として各事業

者がメニューに配分できる総量が決まっていて、それをメニューごとの電力量に応じて、あらか

じめゼロ価値を配分するところまで決めてしまえば、あとは電力事業者間の実際の調達量と標準

割当量の差額分だけをメニュー間で割り振ればいいように思うんですが、そういう考え方ではい

けないんでしょうか。これは、きのう、あらかじめ案としてお送りしております。 

○山地座長 

事務局も多分答えたいところかもしれませんが、私もこの前の、ここでいうとスライド３の均

等に配分するところがわかりにくいねと思って、メニューＡのように仕上がりで排出係数ゼロの

メニューというのをつくってみたらということで、やってもらったんです。 

この考え方の背景にあるのは、その小売をする電気事業者の総排出量はまず決めておいて、そ

れをメニュー別に配分するところに自由度を持たせていいんじゃないのという考え方です。 

ただ、これが本当に運用できるかどうかはちょっと別で、そうするとたくさん実はＣＯ２出し

ても、ある特定のメニューだけはゼロにしておいて、残りを残差として、物すごく排出量の高い

メニューをつくるということができちゃって、自由度があり過ぎるかもしれない。ですけど、排

出係数の考え方としては、事業者に関して、ＦＩＴの調整に関して、ある意味合理的な配分をし

て総量は抑えられていればいいかなと、私はそこまで考えました。 

○森口委員 

きょうは特に、ぜひ２つ申し上げたいことがあって、今の１つ目ですね。 

もう一つは、今、山地先生おっしゃった話で、今ＦＩＴの調整の話をしているわけですが、そ

れ以前にそもそもメニュー別の排出係数なるものと、そこのメニューで実際にどういう電源構成

でそのメニューを構成するのかということの需給の関係に関してのバランスをちゃんととるのか

どうか。そこの挙証責任をどうするのかという話だと思うんですよね。 

これは多分、食品の産地偽装問題なんかと非常に近いところがあって、関サバですと売って、

だけど関サバの漁獲量と合わないよねと、こういう議論があったと思うんですよね。ですから、

ＣＯ２排出量ゼロのメニューをつくるのであれば、それの販売量というのは、それに見合った供

給の上限の範囲でしか販売しちゃいけないはずで、かつ実際に売れるようなメニュー、多分時間

帯別とか季節別の話もあると思うんですけど、供給力と販売との関係のバランスが保たれたメニ

ューをつくっていただかないと、それは実際の供給のもとになっているものと、販売しているも
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のとの間が、恐らくこれは需給があってないということになってしまうので、これはある種の優

良誤認を招く可能性があると。だから、そこのところについてはやっぱり厳しく見ていただく必

要があるんじゃないかなと思っております。 

これはＦＩＴ以前の問題として、より大きな問題としてあるんではないかと。そこに関して、

そのこととＦＩＴのゼロ価値の割り振りの考え方を、そこで両方組み合わせると、さっき私がご

提案したようなそういう方式に落ち着くのではないかなと、私なりにかなり時間をかけて考えた

上でそのようにご提案を申し上げております。 

○山地座長 

論点はよくわかります。 

工藤委員、立っているんですけど、一通り委員の方の見解を聞いてから２ラウンド目に移ろう

かと思うんですが、よろしいですか。 

そうすると、どうでしょう、島田委員。 

○島田委員 

私は基本的に事務局からのこの考え方、説明は理解できましたし、こういう一定のやり方で進

めるというのは、取っかかりとしてはあり得ると思っております。 

一方で、このメニューが、ここではたまたま太陽光とＬＮＧと石炭というような組み合わせで、

スライドの２ページが構成されているわけですけれども、それ以外の電源メニューもあるわけで、

そういったものが出てきてもおかしくない中で、ゼロ排出、あるいは非常に低いもの、太陽光以

外、再エネ以外の低いもののメニューが出てくるかどうか。あるいは来たときに、それがどう社

会に影響を及ぼすだろうかというところは厳密にフォローアップしながら、これは先ほど工藤委

員からもモニタリングというか、政府か民間でというお話がありましたけれども、ぜひとも政府

でよく見ながら進めて頂きたい。今までこの委員会ではフォローアップして、何か起きたら迅速

見直すという原則でやってきているので、その原則を踏襲してやっていくことが大変重要ではな

いかと思っております。 

以上です。 

○山地座長、 

大橋委員、お願いします。 

○大橋委員 

山地先生もおっしゃったのですけれども、この排出係数の観点から整合性がとれているかどう

かというと、一応過不足なく整合はとれていると思うんです。ただ、問題がないかというと、懸

念は幾つかあるのかなと。 
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そもそも制度として、小売事業者がＦＩＴで調達した電気を売ることができるということから

始まっている制度だと思うのですけれども、それは所与として扱わなければならないといったと

きに、このＦＩＴの電気というのを、ＣＯ２ゼロ価値というものと、あとＣＯ２ゼロの価値を持た

ない普通の電気というものに分けられるんだというふうにして、ＣＯ２ゼロ価値を持たない電気

は、多分グリーンじゃないんですけれども、グレーとか何かそんな色がついているなと思います

けど、そのグレーの電気というのをどうマーケティングするのですかということが、森口先生の

おっしゃっていることと、もしかすると裏腹を言っているのかもしれませんが、それが論点にな

り得ると思います。基本的にマーケティングの問題なのかなと思っているんですけど、ここは結

構悩ましいなと思います。 

本来グレーの電気なんですけれども、小売事業者の中には、グリーンとかそれに類似したうた

い文句で売る事業者も出てくるのではないかと思っていて、そうするとこれ本来全国平均ですか

ら、グリーンだと思って需要家の皆さん買っても、低炭素化には資しないわけですよね。ただそ

んな売り方をして、みんなグリーンで協力しようと思っているのにもかかわらず、結構、言葉悪

いですけど詐欺的なことが起きたりする懸念はないのかというふうに問われると、私はちょっと

今のこの形だとまだ懸念は残るんじゃないかなというふうに思っています。 

先ほど山地先生の議論の土俵の仕切りでいうと排出係数の整合性だということであれば、そこ

の仕切りはいいんですけれども、ただ以上で述べたように別の問題をはらんでいるということだ

と思っています。 

○山地座長 

じゃ、工藤委員。 

○工藤委員 

今の森口委員と大橋委員の２つの意見を統合したことを言おうと思っていました。森口委員が

おっしゃったとおり、実際にそういう発電された電気を調達しているということ、販売していと

いうことをどうモニターするか、挙証責任をどうとるかという点が大事だと思います。 

ただ、今ご指摘があったとおり、この委員会はそれに関する要件を議論するのではなくて、確

からしいデータに基づく算定方法はこうですというところが役割だと思うのです。ですから、裏

を返しますと、今申し上げたそういう前提のデータを確認できることが算定に必要であることを、

今後の市場制度に関するいろいろなガイドライン等の作成に向けての参考意見として、このワー

キングとして示しておくことが大事だと思います。 

一方で、大橋委員がおっしゃった点は、そもそもグリーン料金に関する定義が今はないので、

これから誰がどう定義するかという課題が出てくる。要は、環境的な価値を電気の販売において
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訴求する場合にどういうことが言えるかを、これから議論することになると思います。 

それは環境のみならず、ほかのサービスも含めたさまざまな訴求方法、すなわちマーケティン

グにおいて消費者に誤解を与えないようなことがそこで議論されるはずだと思いますし、環境は

その一部だと思います。ですから、そういったガイドラインの中で規定された定義や訴求に関す

る制限や推奨方法などを踏まえて、様々なメニューに対する計算方法を再度検討するという流れ

になると思います。 

アメリカでもそういうことをやっていましたので、必ずそういう環境・遡及に対するガイダン

スというのが出てくるんじゃないかなと私は期待しております。 

○山地座長 

ありがとうございます。大体の論点が絞られてきたかなと思います。 

森口委員、どうぞ。 

○森口委員 

恐れ入ります。どうも私だけ理解が変で突飛なことを申し上げているのかなとずっと不安に思

っていたんですが、大橋委員、工藤委員の今のご発言を伺いまして、少し安心はしたわけでござ

います。 

大橋委員のお言葉を借りれば、私の懸念したところもまさにそうで、ホワイトとグレー、ホワ

イトというかグリーンといったほうがいいでしょうか、あえてホワイトと申しますが、ＣＯ２ゼ

ロの係数のものとグレーのものが、分けられるのであれば分けたほうがいいだろうと。そのほう

が潔いのではないかというのが、私がさっきから申し上げていることで、なまじっかＦＩＴはグ

レーですよと言った途端に、ホワイトの部分までグレーと見られてしまう懸念がある一方で、実

はグレーなんだけどホワイトであるとして売ることが起きてしまわないかなと。 

このことを懸念しているわけでして、確実にホワイトだと言える部分と、そうではなくてやは

りフリーライダー的なホワイトになりそうなものとはやっぱり分けたほうがいいだろうというの

を、再三、先ほどから申し上げておりまして。そうしないとグレーというのは、白に近いグレー

も、黒に近いグレーも全部グレーだということになってしまう。なかなか定量的な議論がしにく

くなってしまうのではないかなと思うんですよね。 

しかも全国排出係数ということで薄めてしまうと、ますます小数点以下何桁目の違いみたいな

ことになってしまって、実際に調整が行われているのかどうかということの確認も非常にしにく

くなるものですから、そこのところの誤認が起きないようにしていただきたい。非常にわかりに

くいがゆえに、わかりにくかったらもうやってしまえという感じにならないか。まさかそういう

ことには、そういうモラルハザードはないとは信じてはおりますけど、もう少しやはりわかりや
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すい制度にしていただけないかなというのが一貫したお願いでございます。 

○山地座長 

ありがとうございます。 

多分もう皆さん共通認識に達していると思うんですよね。回避可能費用で調達したＦＩＴの電

気を、それを上回る分は賦課金で消費者の皆さんが負担している電気を、グリーン、ホワイトと

かですね、環境価値をつけて売ることは避けなきゃいけない。これ共通の認識ですよね。 

だけど排出係数の計算においてそれをどう扱うか。それを整理しようとしたのが今回の整理で、

それに関しては基本的によろしいんではないかという多分ご理解をいただいたというふうに考え

ます。 

そのメニューの話は、多分また別の場といいますか、そちらで多分議論せざるを得ないんじゃ

ないかというふうに私は思っております。 

どうでしょう、オブザーバーの方含めて、ご意見ございましたらお受けしますが。 

特によろしゅうございますでしょうか。 

はい、じゃ、エネットさん。 

○秋山オブザーバー 

 ありがとうございます。エネットでございます。小売の立場で意見を申し上げます。まず森口

先生がおっしゃられたことは非常によく理解できました。関サバの件ではありませんが、本当は

グリーンの電力が100しかないのに、それが計算によっては200にでも300にでもいかようにもでき

てしまうということについての懸念というのは確かにそのとおりであると思いました。 

確かにそれはありますが、今回このように、もともとの建てつけとしてＦＩＴの電気というの

は国民全体の負担ということで、まずはまぶしてしまうということについても理解しておりまし

て、その上で、後はどう調整するかというのは、できればＣＯ２排出量は全て担保した上で、あ

る程度お客様のニーズに合わせて自由に我々のほうで分配できるようになると、小売の立場とし

て、またお客様ニーズに応えるという立場としては望ましいと思います。 

ただ、その懸念点も十分理解できますので、そこを何とか払拭していく方法というのはこれか

ら考えていく必要があるものと思いました。 

 以上でございます。 

○山地座長 

ありがとうございます。 

じゃ、どうぞ、電事連さん。 

○森﨑オブザーバー 
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 まさしく供給力と需要がちゃんとバランスしていなければいけないということがありますし、

我々、販売する側として、需要家の方にこれから説明をしっかりとしていかなければいけないこ

とでもあると思うんです。 

そういう意味で、しっかりと需要・供給のバランスがとれているんだというところをいかに確

認していくか、制度として。あとはどうやって説明していくかというところが、うまく合理的に

できるようにしていければなと思っておりますので、また今後、そこのあたりも見ながらという

ことかなと思っております。 

○山地座長 

ありがとうございます。一通り意見をいただいたので。 

事務局、何かご発言ございますか。 

○井上室長 

ありがとうございます。もうご議論いただいているとおりだと思います。座長からもご発言い

ただいたとおりだと思います。 

売り方、販売方法についてのご懸念というのがかなり根底にあるのかなと思いましたが、この

検討会、販売をどうするかというところはミッションになってございませんので、それはまた別

のところでその役割を担った審議体がございます。そちらでの検討というのが、恐らく来年度の

年央なり、秋ごろまでになされるのではないかというふうに聞いておりますので、それも踏まえ

て、それと不整合が起こらない形で排出係数のほうを再度チェックしていくという形になろうか

と思います。 

それから、島田先生からおっしゃられたモニタリングとかフォローアップ、これは当然やって

いかなければいけないということだと思います。 

それから工藤委員からご発言ありました、前回もご発言ございましたけど、グリーン証書とか、

これは売り方にかなりかかわってくるところがあるので、これも売り方をどうするかというとこ

ろの議論に委ねる部分が多いのかとは思いますが、これについてもこの委員会でもその議論の結

果を見て、検討していく必要があろうかというふうに思ってございます。 

あと 後に１点ですが、森口先生ご発言いただいた、私のご説明が悪かったのかもしれません

が、222GWhのところは、これは事業者が任意で割り振るということはもちろん許されませんで、

これは電力量に応じた形で按分という考え方でございます。 

○森口委員 

そうだとしますと、５ページの販売電力量の10、０、990というのは、これはよろしくないん

ではないですか。 
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○井上室長 

これで按分するのではなくて、一番上の450、1,500、8,050、こちらでの按分でございます。 

○森口委員 

それはわかります。ですが、450、1,500、8,050で222を割り振るんではないでしょうか。222

を、450対1,500対8,050に割り振るのではないですかということをお尋ねしております。 

○井上室長 

そのとおりです。ただこの表の中ではＣＯ２に換算しておりますので、４ページ目で下の表で

ご覧いただければ、この222という下の表の真ん中の左でございますが、これをＣＯ２全国平均を

掛けた数字、124、12万4,000トンというＣＯ２量がございますが、これは５ページ目でいいます

と下から３段目に相当します。 

○森口委員 

合計が合っているということは重々理解しておるんですけれども、理系の頭としてはやっぱり

メニューＡ、Ｂ、Ｃが、それぞれが合っていないと非常に気持ちが悪いんですよね。 

222の価値を割り振るのであれば、ちゃんと222の分はメニューＡ、Ｂ、Ｃに割り振っていただ

きたいと。したがって222はきちんと割り振った上で、残りの778はＡ、Ｂ、Ｃに自由に割り振っ

ていいですよと、こういう説明をしていただかないと。222は、Ａ、Ｂ、Ｃにちゃんとやはりこの

450対1,500対8,050で割り振りますよということのご説明と、この数値例に書かれている10と990

というのは不整合ではないでしょうかということを再三お尋ねしております。 

○井上室長 

工藤委員からも数式をちゃんと書いたほうがいいんじゃないかというご指摘もありましたの

で、そこは誤解ないように直したいと思います。 

○山地座長 

工藤委員、どうぞ。 

○工藤委員 

多分５ページの表の上の３つは、あくまでも実務的な実績を挙げていると思うのです。今、森

口委員がおっしゃったことは、さっきもご指摘した③のところに、ちゃんと222も含めた計算式を

書けば、均等にＦＩＴ相当量の環境価値分は販売電力量に応じて配分されていることがわかるの

ではないでしょうか。 

一番上は多分、実務のほうの話ですよね。いわゆる系統で引き受けているか否かという量の問

題が、例えばメニューＢはゼロにするか否かの話なのでないかと思います。 

○森口委員 
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そこは非常に大事なところでありまして、そこらあたりさっきから申し上げている需給のバラ

ンスがとれているかという話だと思うんですよね。ですから、販売電力量が、その供給電力量と

バランスしていなきゃいけない。メニューごとにバランスしていなければいけないとすれば、や

っぱりメニューＢの販売電力量のうち、ＦＩＴ分として幾ら調達したかということについては、

ＣＯ２の価値だけではなくて、電力量的としても整合がちゃんととれた形で表示をしていただか

ないと。そうするとＣＯ２の考え方さえ合っていれば、販売する電力量と、それの電源との関係

というのは、このようにルーズでいいというふうに誤認されかねないので、こういう資料のつく

り方はしていただきたくないということを申し上げております。 

○山地座長 

余り深入りしたくないんですね、それ。メニューをどうつくるかというのはまた別のところで

お願いしたい。それからどうそれをチェックするかというのも。 

ただ、森口委員の主張にも私、十分賛成できないのは、ＦＩＴで調達した電気は、実で排出ゼ

ロだというんだけど、価値としては、つまり電気事業者が払った価値としては普通の電気なんで

すね。だから、その部分を例えばメルクマールにして、上限を決めるとかという根拠は余りない

と思うんですよね。 

何が実かがわからないですよね。実という概念というのは、京都メカニズムによる調整なんか

のときに出てきた概念ですよね。あのときは本当の実は実で、外国のＣＤＭを購入して削減した

部分を換算して下げたのが調整後だったんだけど、今回は電力の調達そのもののときに回避可能

費用しか払っていない電気なんです。だからＦＩＴのＣＯ２排出量を全国平均係数にしているの

は、むしろ調整後というよりも実ですよね、調達価格からいえば。だから、そこのところの実と

いうのを、物理的な実に余りこだわってしまうと、環境価値の帰属上は整合性が欠けるなと私は

思っている。 

○森口委員 

すみません、その点も理解しておりまして、これは先にこのＦＩＴの話をしているからそうな

ってしまうのであって、むしろＦＩＴ以外の、先ほど来申し上げている実電源と販売メニューと

の関係のやはりバランスを考えなきゃいけないだろうと。 

ＦＩＴの場合はそうではない部分があるので、こういうのがあるかもしれませんけれども、や

っぱりメニューと排出係数との関係をここで議論するときに、先にＦＩＴでこういう前例をつく

ってしまうことによって、そこがぐずぐずになってしまわないかということを懸念しているわけ

でありまして、あくまでＦＩＴの特例であるということが明確になっていれば、これのお考えに

ついてはわかるんですけれども、そもそもメニュー別排出係数を考えるときに、電源構成と販売
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メニューとの関係が明確でないまま、このＦＩＴというかなり特殊事例について議論をしている

がゆえに、２つの話がまじってしまいかねない。 

私はそこの区別が十分つかないままこれまで議論してしまったかもしれませんので、そこのと

ころは明確に２つの違う問題があるんだということだけ共通認識であれば、これ以上、私、申し

上げることは特にございません。 

○山地座長 

はい、了解しました。私も実際、生のグリーンを本当に調達しているものと、こういう排出係

数の中の全体の調整でゼロメニューにしたものと同じと考えていいかというところは、確かに議

論の余地はあると思っております。 

どうでしょうか。大体、ＦＩＴ調整を考慮したメニュー別係数の基本的な考え方としてはご了

承いただけますでしょうか。 

ただし、今後、その小売の全面自由化の中でいろんな料金メニューがあらわれてくる中で、グ

リーンメニューは有力候補としてありますので、そのときのメニューがどうあるべきか。またそ

れをどうチェックしていくか。それはまた先ほど、もう一回議論ありますけど、また別の場で検

討される。その検討を受けて、しかし、じゃ、係数の調整を担当する我々の委員会としてどうす

べきかというのは、またそのときに検討いただくという整理をしたいと思いますがよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

はい。ということで、前回持ち越し分は一応ご了承いただいたということと解釈いたします。

ありがとうございました。 

それでは残りの議題、その他、お願いいたします。 

○井上室長 

それでは今後のスケジュール案についてご説明申し上げます。資料の３をご覧ください。 

本日３月19日、第11回の排出係数検討会ご審議を頂戴しました。このうち、今、座長からもお

話がありましたとおり、全面自由化実施の、十分に事業者の方が準備できる時間をとったところ

までで、この場ではなくて販売方法など電事法上の説明義務の内容などを検討する場がございま

すので、そちらの議論を踏まえた上で、改めてこちらの排出係数の検討会のほうでも通達を改正

する案についてご議論をいただき、その上でパブリックコメントを実施した上で、必要があれば

内容を修正、通達の改正をして、28年度の係数の報告から適用できるようにスケジュールを考え

てございます。 

以上でございます。 

○山地座長 



 18

今後のスケジュール等について、何かご質問等ございますでしょうか。 

よろしいですか。 

ありがとうございました。きょうの資料と、それから議事については、経産省、環境省のホー

ムページに公表ということでございます。 

では、時間に若干余裕が出ましたけど、余裕が出るのは結構だと思いますので、第11回の温対

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は閉会させていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 

（了） 


