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市場制約の解消： 
公正で競争的な電力市場に向けた

制度改革

市場制約の解消：再エネ利用に係る需要家の選択肢の拡大
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　会計分離や発販分離も含めた、内外無差別
的な電力卸売の実効性を高めるための総合
的な検討

〇　今冬のスポット価格高騰問題に関する議
論を踏まえ、電力システムの基盤となる競争
環境を整備する観点から、支配的事業者の
発電・小売事業の在り方、具体的には、旧
一般電気事業者の内外無差別的な卸売の実
効性を高め、グループ内取引の透明性を確保
するためのあらゆる課題（売入札の体制、
会計分離、発販分離等）を総合的に検討す
る。　

【検討開始済、令和３年度末を目途に結論を
得ることを目指す】

　旧一般電気事業者の卸電力市場における規
制の在り方の検討

〇　今冬のスポット価格高騰問題に関する議
論を踏まえ、卸電力市場に係る旧一般電気事
業者の自主的取組（グロス・ビディング、余
剰電力の限界費用ベースでの全量市場供出）
について、その必要性やより強制的かつ実効
性のある規制的措置（市場供出の義務化等）
も排除せずに、旧一電の卸電力市場における
規制の在り方を検討する。

【検討開始済、令和３年度上期までに結論を
得ることを目指す】

　需要家による再生可能エネルギー価値の直接取引の解禁、電源証明
型証書への転換

○　従来小売電気事業者から電力とセットでしか購入できなかった再生
可能エネルギー価値を、「再エネ価値取引市場」を新たに創設して
需要家等に開放する措置を検討し、速やかに措置する。

【令和３年度上期検討・結論、令和３年11月から試行的実施】
○　事業者が脱炭素化に向けた自らの取組を対外的に示していくために
は、電源の種類や産地情報が重要であり、これらの情報が付随した
証書（電源証明型）の実現に向けて、関係者との意見交換を行いな
がら検討する。　　　　　　　　　　　【令和３年度検討・結論】

　現行のFIT証書の最低価格の引き下げ
○　現行のFIT証書に設定されている最低価格の大幅な引き下げや撤廃
を検討、速やかに措置する。

【令和３年度上期検討・結論、令和３年11月から試行的実施】

　発電事業者と需要家のオフサイト再生可能エネルギー供給契約
（コーポレートPPA）締結の解禁

○　従来は、発電事業者と需要家間の直接供給契約の締結が認められて
いなかったが、欧米では認められていること、需要家の再エネ調達
方法の多様化への要望等を踏まえ、自己託送の定義を拡大し、条件
付（FIT 又はFIP 制度の適用を受けない電源による電気の取引である
こと等）で締結可能とする措置を検討し、速やかに措置する。

【令和３年上期検討・結論、結論後速やかに措置】

「再エネ価値取引市場」の創設等
○　RE100等の再生可能エネルギーへの需要家ニーズの高まりに対応するた
め、エネルギー供給構造高度化法達成のために創設された「非化石価値
取引市場」から、再生可能エネルギー価値の取引機能を切り離し、「再
生可能エネルギー証書」として国際的に通用する形で取引できる市場
（「再エネ価値取引市場」）を新たに創設する。

　　　　【令和３年度上期検討・結論、令和３年11月から試行的実施】

○　その際には、FIT電源だけでなく、非FIT再生可能エネルギー電源につい
ても、同市場で取引する方策について検討し、速やかに結論を得ること
を目指す。

　　　【市場の成熟を図りながら、令和４年度までの検討・結論を目指す】

　電源トラッキングの導入

○　電力市場においてあらゆる価値の証明の基礎となるため、今後国際基準
との整合性を図るべく、FIT電源については発電事業者からの同意取得を　　
不要とし、FIT電源のほぼ全量のトラッキングを実現する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【令和３年度措置】

○非FIT再生可能エネルギー電源については、令和３年８月から実証を開始
し、実証の進展を踏まえつつ、全量トラッキングを実現することを目
指す。　  　　　　　　　　　　【令和５年８月までの実現を目指す】

○　全電源のトラッキングに関しては、トラッキングの進展も踏まえつつ、
対応の可否を含め検討する。　　　　　　【令和５年８月検討・結論】

電源表示義務化や放射性廃棄物等に関する明確な表示
○　電気事業法の改正が必要となる、電源構成やCO2排出量などの表示の義務づけは引き続き検討する。　　　　　【令和５年８月検討・結論・措置】
○　電源の情報だけでなく、放射性廃棄物等に関する情報についても需要家や消費者の関心が高まっていることから、同情報についても小売ガイドラ
インにおいて開示が望ましい行為と位置付けることについて検討し、速やかに結論を得る。　　　　【令和３年度上期までに結論を得ることを目指す】

規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組 
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検の取組

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の 
総点検タスクフォース資料 2021年6月3日資料より
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再エネ等規制等総点検タスクフォースにおける現状の取組の成果（詳細） 出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 より

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

1 電源トラッキングの導入

a 電力市場においてあらゆる価値の証明の基礎となるため、今後国際基準との整合性を図るべく、ＦＩＴ電源については発電事
業者からの同意取得を不要とし、ＦＩＴ電源のほぼ全量のトラッキングを実現する。 
b 非ＦＩＴ再生可能エネルギー電源については、令和３年８月から実証を開始し、実証の進展を踏まえつつ、全量トラッキング
を実現することを目指す。 
c  全電源のトラッキングに関しては、トラッキングの進展も踏まえつつ、対応の可否を含め検討する。

a: 令和３年度措置 
b: 令和５年８月までの実現を目
指す 
c：令和５年８月検討・結論

経済産業省

2

電源表示の義務化
や放射性廃棄物等
に関する明確な電
源表示

a　電気事業法（昭和39年法律第170号）の改正が必要となる、電源構成やCO2排出量などの表示の義務付けについては引き続き
検討する。 
b 電源の情報だけでなく、放射性廃棄物等に関する情報についても需要家や消費者の関心が高まっていることから、同情報につ
いても「電力の小売営業に関する指針（令和３年４月１日）」において開示が望ましい行為と位置付けることについて検討し、
速やかに結論を得る。

a 令和５年８月検討・結論・措
置 
b 令和３年４月から有識者によ
る審議会にて検討開始、令和３
年度上期までに結論を得ること
を目指し、結論を得次第速やか
に措置

経済産業省

3

「再エネ価値取引
市場」の創設、非
ＦＩＴ再生可能エ
ネルギー電源の同
市場への統合、電
源証明型証書への
転換、需要家によ
る再生可能エネル
ギー価値の直接取
引の解禁、現行の
ＦＩＴ証書の最低
価格の引下げ等

a RE100等の再生可能エネルギーへの需要家ニーズの高まりに対応するため、エネルギー供給構造高度化法達成のために創設さ
れた「非化石価値取引市場」から、再生可能エネルギー価値の取引機能を切り離し、「再生可能エネルギー証書」として国際的
に通用する形で取引できる市場（「再エネ価値取引市場」）を新たに創設する。 
b　その際には、ＦＩＴ電源だけでなく、非ＦＩＴ再生可能エネルギー電源についても、同市場で取引する方策について検討
し、速やかに結論を得ることを目指す。 
c 事業者が脱炭素化に向けた自らの取組を対外的に示していくためには、電源の種類や産地情報が重要であり、これらの情報が
付随した証書（電源証明型）の実現に向けて、関係者との意見交換を行いながら検討し、速やかに結論を得ることを目指す。 
d　従来小売電気事業者から電力とセットでしか購入できなかった再生可能エネルギー価値を、「再エネ価値取引市場」を新た
に創設して需要家等に開放する措置を検討し、速やかに措置する。 
e-1 現行のＦＩＴ証書に設定されている最低価格（1.3円/kWh）は、欧米の再生可能エネルギー証書価格よりも大幅に高く、日
本企業の再生可能エネルギー証書活用の障害の一つとなっていたため、RE100等の再生可能エネルギー利用への要請を踏まえ、
現行のＦＩＴ証書に設定されている最低価格の大幅な引下げや撤廃を検討し、速やかに措置する。 
e-2 また、今後創設される「再生可能エネルギー証書」についても、ＦＩＴ電源か否かを問わず、一律に最低価格を設けないこ
とも選択肢として、価格の在り方について検討し、速やかに結論を得ることを目指す。

a: 令和３年度上期検討・結論、
令和３年11月から試行的実施 
b: 市場の成熟を図りながら、令
和４年度までの検討・結論を目
指す 
c: 令和３年度検討・結論 
d: 令和３年度上期検討・結論、
令和３年11月から試行的実施 
e-1: 令和３年度上期検討・結
論、令和３年11月から試行的実
施 
e-2: 令和４年度検討・結論、結
論を得次第速やかに措置

経済産業省

4

発電事業者と需要
家のオフサイト再
生可能エネルギー
供給契約（コーポ
レートＰＰＡ）締
結の解禁

従来オフサイトの再生可能エネルギー発電所に関しては、発電事業者と需要家が直接供給契約（コーポレートＰＰＡ）を締結する
ことが認められていなかったが、欧米では直接契約が認められていること、需要家の再生可能エネルギー調達方法の多様化への要望
等を踏まえ、自己託送の定義を拡大し、条件付（ＦＩＴ又はＦＩＰ制度の適用を受けない電源による電気の取引であること、需要
家の要請に基づく新設の脱炭素電源であること等）で発電事業者と需要家が直接オフサイトの再生可能エネルギー供給契約を締結
可能とする措置を検討し、速やかに措置する。 
なお、自己託送により供給された電気は賦課金の対象外となることから、オフサイト型ＰＰＡにおける賦課金の取扱いについて
は、負担の公平性の観点も踏まえつつ、引き続き検討する。

令和３年上期検討・結論、結
論を得次第速やかに措置 経済産業省
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事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

「再エネ価値取引市場」の
創設、非ＦＩＴ再生可能エ
ネルギー電源の同市場への
統合、電源証明型証書への
転換、需要家による再生可
能エネルギー価値の直接取
引の解禁、現行のＦＩＴ証
書の最低価格の引下げ等

a RE100等の再生可能エネルギーへの需要家ニーズの高まりに対応するため、エネルギー供給
構造高度化法達成のために創設された「非化石価値取引市場」から、再生可能エネルギー価値
の取引機能を切り離し、「再生可能エネルギー証書」として国際的に通用する形で取引できる
市場（「再エネ価値取引市場」）を新たに創設する。 
b　その際には、ＦＩＴ電源だけでなく、非ＦＩＴ再生可能エネルギー電源についても、同市
場で取引する方策について検討し、速やかに結論を得ることを目指す。 
c 事業者が脱炭素化に向けた自らの取組を対外的に示していくためには、電源の種類や産地情
報が重要であり、これらの情報が付随した証書（電源証明型）の実現に向けて、関係者との意
見交換を行いながら検討し、速やかに結論を得ることを目指す。 
d　従来小売電気事業者から電力とセットでしか購入できなかった再生可能エネルギー価値
を、「再エネ価値取引市場」を新たに創設して需要家等に開放する措置を検討し、速やかに措
置する。 
e-1 現行のＦＩＴ証書に設定されている最低価格（1.3円/kWh）は、欧米の再生可能エネル
ギー証書価格よりも大幅に高く、日本企業の再生可能エネルギー証書活用の障害の一つとなっ
ていたため、RE100等の再生可能エネルギー利用への要請を踏まえ、現行のＦＩＴ証書に設定
されている最低価格の大幅な引下げや撤廃を検討し、速やかに措置する。 
e-2 また、今後創設される「再生可能エネルギー証書」についても、ＦＩＴ電源か否かを問わ
ず、一律に最低価格を設けないことも選択肢として、価格の在り方について検討し、速やかに
結論を得ることを目指す。

a: 令和３年度上期検
討・結論、令和３年11
月から試行的実施 
b: 市場の成熟を図りな
がら、令和４年度まで
の検討・結論を目指す 
c: 令和３年度検討・結
論 
d: 令和３年度上期検
討・結論、令和３年11
月から試行的実施 
e-1: 令和３年度上期検
討・結論、令和３年11
月から試行的実施 
e-2: 令和４年度検討・
結論、結論を得次第速
やかに措置

経済産業省

再生可能エネルギー利用に係る需要家の選択肢の拡大

再エネ等規制等総点検タスクフォースと各省間で主な未調整項目

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年6月3日より
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需要家は小売事業者から、 
電力とセットでしか非化石証書を購入出来ない

出典）経済産業省・日本ユニシス 「トラッキング付非化石証書の販売にかかる事業者向け説明資料」（2020年4月1日） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/nonfossil/2019-4-tracking/20200401_manual.pdf

再エネ＋原子力
＋廃棄物？

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日

現在の非化石証書の取引スキーム

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/nonfossil/2019-4-tracking/20200401_manual.pdf


6出典）自然エネルギー財団提供資料

FIT非化石（再エネ）証書の 
約定比率はわずか1.7%で 
ほぼ売却出来ていない

下限価格1.3円/kWhを 
撤廃すれば取引量が 
増える可能性大

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日

非化石証書の取引実績（2020年4~6月分、同年11月入札実施）



7出典）電力・ガス取引監視等委員会 第52回制度設計専門会合 資料4（2020年12月1日）をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/052_04_00.pdf

• 小売の全面自由化に伴い、法令順守及び自主的な取り組みを促す為の指針を2016年に経済産業省が制定し、都度改訂。 
• 電源構成及び非化石証書の使用状況については、開示義務ではなく、情報開示が望ましい行為と整理されており、義務化すべき。 
• 「非化石」や「実質再エネ」という日本独自のワードではなく、「再エネ」、「原子力」といった世界共通のワードに統一すべ
き。

「再エネ」表示の整理案

調達する電気の種類（電源構成）

化石電源 FIT電源 非化石（ゼロエミッション）電源

卸電力取引所等 
化石電源

FIT電源
水力等 
非FIT再エネ電源

非FIT 

非再エネ電源

使用
する
非化
石証
書の
種類

再エ
ネ指
定

FIT証書/ 

非FIT証書 実質再エネ 
(+調達電源の説明)

再エネ 

(+FIT電気の説明)
再エネ

実質再エネ 
(+調達電源の説明)

非FIT証書

指定
無 非FIT証書 訴求不可

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日に加筆

電力の小売営業に関する指針

原子力

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/052_04_00.pdf
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新たに再エネ証書市場が創設予定



新たな非化石価値取引市場の課題
• 高度化法義務達成市場で取引される証書は、原子力と大型水力由来の証書が主となる。 
        ⇒ 高度化法義務達成市場では、小売事業者が購入義務を負うが、再エネの拡大に寄与せず、 
              原子力や大型水力向けの新たな補助金になってしまう。 
• FIT以外の再エネは、高度化法義務達成市場で小売事業者を通じてしか取引できない。 
        ⇒ 需要家のニーズもあり、海外で再エネ導入拡大に大きく貢献しているVirtual PPAが実現 
             できないため、再エネ導入拡大の足かせになってしまうのではないか？

再エネの拡大に寄与しない、 
原子力と大型水力が中心。 

最低料金設定が議論されており、
原子力と大型水力向けの新たな補

助金になる？

非FIT再エネの需要家アクセスは別
途検討となっており、Virtual PPA

実現の目途が立たない

新たな非化石価値取引市場のイメージ（案）

出典）経済産業省 第48回 制度検討作業部会 資料4（2021年3月26日）に一部追記 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/048_04_00.pdf
9

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年6月3日

about:blank


• 再エネと原子力の証書を明確に分離し、再エネは一つの市場で全て取引できるようにすべき。 
• 設定されている最低価格が欧米の再エネ証書価格と比較し極めて高いため、撤廃すべき。 
• 国際的には当たり前、且つ需要家が求める「電源トラッキング／電源表示の義務化」、「全ての再エネにおいて、需要家
も含め証書のみの取引（Virtual PPA）を可能とすること」 を実現すべき。

【再エネ証書取引市場】 
• 誰でも購入可能（発電事業者との直接取引も可） 
• 取引対象は「全ての再エネ証書」 
• 価格制限はしない

FIT 
(低炭素投資促進機構)

その他再エネ 
(発電事業者)

日本卸電力取引所 
(JPEX) 小売電気事業者 

需要家 等

【原子力証書取引市場】 
• 誰でも購入可能（ただし、全量JPEXを通じて取引） 
• 原子力証書であることを明示 
• 価格制限はしない

原子力 
(発電事業者)

日本卸電力取引所 
(JPEX)

小売電気事業者 

需要家 等

国際的にも整合のとれた市場のイメージ（案）

高度化法上の取扱い 

• 小売電気事業者は、高度化法上、再エ
ネ証書も原子力証書も共に利用可能と
する。 
つまり、再エネ証書の購入量を増やせ
ば増やすほど、高度化法目標達成に必
要となる原子力証書量は減る。 

• 小売電気事業者以外が購入した証書量
については、全体目標から控除し、小
売電気事業者にとって過剰な負担とな
らないよう目標値を調整する。 

※ 高度化法が国際的に整合のとれた市場
形成の妨げになるのであれば、再エネ
導入加速のため、高度化法自体を見直
すべき。
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出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年6月3日

国際的にも整合のとれた証書制度のあるべき姿
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需要家が欲しいのは自然エネルギー。「非化石」ではない
出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年6月3日資源エネルギー庁資料に加筆
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• 電源構成の開示が義務化されていないため、電源構成を開示していない小売事業者も存在。 
• HPに電源構成を掲載していたとしても、消費者が簡単にたどり着けないケースもあり。 
欧米のように請求書に記載する等、消費者が容易に知ることが出来る環境づくりも重要。

小売事業者比較サイト（エネチェンジ）で 
紹介されている小売事業者の電源構成開示有無

電源構成 企業数 割合

開示 47社 52.2%

非開示 43社 47.8%

合計 90社 100.0%

出典）エネチェンジ HP

https://enechange.jp/utilities/

価格だけに焦点を当て、電源開示
を行っていない小売事業者も少な
くない

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日に加筆

非化石証書は何処へ行く？消費者から電源構成が見えない例

https://enechange.jp/utilities/
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出典）みずほ情報総研 「電力自由化に向けての消費者の電力小売企業・サービス選択基準に関する意識調査」（2015年6月8日）

https://www.mizuho-ir.co.jp/company/release/2015/e-jiyuka0608.html

• 2015年に電力自由化に向けてみずほ情報総研が行った調査結果によると、電気料金が現在と同程度も
しくは高くても再エネを購入したいという人の割合が40%を超える一方、価格によらず原子力を購入
したくない人の割合は32%も存在。 

• 「再エネ」と「原子力」を分け、小売事業者から消費者への情報提供を義務化することで、消費者が
再エネを選択出来るようにすべき。

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日に加筆

非化石証書は何処へ行く？　再エネを求める世論の例②

https://www.mizuho-ir.co.jp/company/release/2015/e-jiyuka0608.html
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出典）東急パワーサプライ 「東急線沿線におけるスマート生活に関する意識調査結果」（2020年7月30日）

https://www.tokyu-ps.jp/news/view/34815

• 2020年に東急パワーサプライが自社顧客向けに実施したスマート生活に関する意識調査結果による
と、１割以上電気代が高くなっても再エネを利用したい人の割合が約3割、同程度であれば75%以上の
人が利用したいとの結果。 

• 電源（特に再エネ）に関する情報開示をしっかりと行うことで、再エネがより広まる可能性がある。

Q. 今後、再生可能エネルギーを利用したいと思い
ますか？

Q. 月々の利用料金がいくらまでなら割高でも再生
可能エネルギーを利用したいと思いますか？

非化石証書は何処へ行く？　再エネを求める世論の例②
出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日に加筆

https://www.tokyu-ps.jp/news/view/34815


15出典）電力・ガス取引監視等委員会 第52回制度設計専門会合 資料4

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/052_04_00.pdf

• 電力・ガス取引監視等委員会から示されている推奨表示例は以下の通り。 
• 電源だけでなく、非化石証書も複数存在するため、複雑化している。

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年2月3日

小売事業者に推奨されている表示例

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/052_04_00.pdf
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• 日本の電力市場には電源トラッキング制度や電源情報の義務づけがなく、需要家・消費者への情報や、多様な
購入手段の提供に欠けている。 

• 大口の需要家も一般家庭の消費者も、「非化石」ではなく、自然エネルギーの購入を望んでいる。 
• こうした要望に応えて新設される「再エネ証書市場」（トラッキング付きFiT再エネ市場）は、第一歩である
ことは確かだが、一方で高度化法の義務市場はそのまま残るため、小売事業者は、原子力や大型水力の証書の
買取を義務づけられるという歪んだ構造になる。 

• しかも、原子力は「非FiT非再エネ」とされており、原子力による証書であることが隠されている。 
• FiT再エネは賦課金補填のために還元されるが、原子力や大型水力は、総括原価時代に建設された発電所の所
有者に、利益を直接与えるだけであり、新しい自然エネルギーの拡大には役立たない。 

• また、小売事業者が非化石証書購入の負担を転嫁するのは、一般家庭の消費者と予測されるため、消費者が原
子力証書を買わされることとなる。

まとめ
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1．考え方の基礎 
　• 建設費をゼロとする。 
　• 2011年度以降の投 判断が正しかったかどうか
を検証。したがって2011年度以降に要した費用の
み想定。 
　　　•  追加的安全対策  
　　　•  運転保守費 
　　　•  燃料費 
　　　•  社会的費用  
              （2016年12月に21.5兆円と試算された）  
2．計算方法 
　• 発電コスト検証WGの 算方法を基本とする 
　• 2021年度以降全基再稼働。その後は訴訟等に
よる停止はなく、2010年度以前の平均設備利用率
70％を達成する。 
　• 40年、60年運転を想定する。 
　※ 運転許可が正式にでているのは美浜3号、高
浜3,4号、東海第二 
　•  追加的安全対策投資額を原子炉毎に考慮。停
止期間も同様に考慮。

【参考】再稼働原発は安いのか？ 
大島堅一教授による検証

出典）「原発のコスト」 大島堅一、 2021年5月31日に加筆



【参考】 原子力のビジネスモデルイメージ
• 2020年1月に発表された「エネルギー情勢の構造的変化と原子力の役割」の中で、小宮山准教授は、
「様々な価値を提供することで、経済的魅力を高めることが可能」と述べている。

18

原子力のビジネスモデルイメージ

出典）東京大学大学院工学系研究科 小宮山涼一准教授 「エネルギー情勢の構造的変化と原子力の役割」（2020年1月） 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/25/1/25_1_72/_pdf

出典）再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料 2021年6月3日
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