非化石証書トラッキング非FIT（市場分）

番号

対象事業者

FAQ

分類

質問

回答
今回、トラッキングされた属性情報を取得するための費用はかかりませんが、小売事業者の
場合は、非化石証書を購入いただくための費用が必要であり、JEPXの会員である必要があり

1

発電・小売共通

事業者登録

非化石証書トラッキングに参加する際に必要な費用を教えてください。

ます。
発電事業者の場合は、参加する費用はかかりません。（ただし、JEPXへ新たに加盟する場合
はその加盟費用が必要となります）

2

小売事業者

事業者登録

バランシンググループ（BG）代表者からの電源調達を行っており、JEPX会員で

小売事業者として参加いただくためには、JEPX非化石価値取引会員になっていただく必要が

はない場合、小売事業者として参加することは可能でしょうか。

あります。入会条件についての詳細はJEPXに確認下さい。
個別合意を行う発電事業者と小売事業者の双方で参加登録が必要です。

3

発電・小売共通

事業者登録

個別合意で参加する場合、どのような参加手続きをすればよいでしょうか。

発電・小売事業者間で属性情報の帰属について合意がなされたのち、合意内容を発電事業者
から申請頂き、非化石価値取引市場で約定後に再度双方から約定量に基づき申請頂きます。

・これまでにFITのトラッキングに参加している場合も改めて参加登録が必要で
4

発電・小売共通

事業者登録

しょうか。
・登録が必要な場合，次回以降も都度登録する必要があるでしょうか。

FITで一度、事業者登録が実施済みであれば、以降の事業者登録は不要です。但し、【事業者
変更】にて「参加トラッキング」項目で「非FIT」も選択願います。
小売事業者から発電事業者に相談の上、当事者間で個別に合意していただくようにお願いし

5

小売事業者

事業者登録

小売事業者が属性情報の紐づけを行いたい特定の発電事業者がある場合、手続き
はどうすればよいでしょうか。

ます。ただし、発電事業者はJEPX会員であり、5月のJEPX非FIT非化石価値取引市場に参加す
ることが必要となります。（詳しくは説明資料で条件をご確認ください）
なお、個別合意を事務局が斡旋することはございません。発電事業者の連絡先についても事
務局が開示することはありません。
【事業者区分】、及び【参加トラッキング】項目が選択されていないことが原因かと思われ

6

事業者共通

事業者変更

事業者登録は実施したが、「FITメニュー」や「非FITメニュー」が選択できな

ます。「事業者変更」から上記2項目の設定をお願いします。

い。どうしたらよいか。

設定後は、一度ログアウトして頂き、再度ログインをお願い致します。
※トラッキング付を希望しない場合でも【参加トラッキング】項目を選択願います。

7

小売事業者

属性割当

8

小売事業者

属性割当

9

発電・小売共通

属性割当

10 発電・小売共通
11 発電・小売共通

属性割当
属性割当

個別合意で参加する場合、発電量（kWh）の全量ではなく、一部を割当希望量と 発電事業者と小売事業者が合意した量であれば、一部だけを割当希望量として申請すること
して申請することはできるのでしょうか。

は問題ありません。

個別合意が可能とされておりますが、同一企業内の発電部門と小売部門が個別合
意を行うことは可能でしょうか。
個別合意の場合、発電事業者、小売事業者の双方から参加登録する必要があるの
でしょうか。

可能です。
発電事業者、小売事業者の双方から参加登録していただきます。
個別合意にあたっては発電・小売間で双方から登録された情報が整合していることを事務局
が確認できれば十分なため、正式な契約書の締結手続き等は必要ありません。

個別合意に向けて事務局からサポートはあるのでしょうか。

事務局からは特に個別合意の合意形成に向けた仲介等はいたしません。

個別合意、入札価格順のうち、複数同時に選択して参加することはできるので
しょうか。

複数同時に参加することができます。

非FIT非化石証書を市場で購入したものの、今回において属性割当ができなかっ
12 小売事業者

属性割当

た場合「次回で割当可能」とする措置について、年度最終オークション（5月）

認識の通りとなります。2022年5月オークションで購入した非化石証書については、次回での

で購入したものについては6月に償却されてしまうため、次回で割当は不可とい

割当はできません。

うに認識でよろしいでしょうか。
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非化石証書トラッキング非FIT（市場分）

番号

対象事業者

FAQ

分類

質問

回答
属性の未割当分は次回に繰り越すことは可能とします。但しNo11に記載がある通り、5月

13 発電事業者

属性割当

トラッキング付非化石証書の繰り越しは可能でしょうか。今回割り当てられずに オークション分は次回へ繰り越すことはできません。
残った属性情報を次回申請することは可能でしょうか。

属性未割当分についても事務局で管理し、次回において今回と同様に希望する事業者に対し
ては対象となる設備と割当可能量を提示致します。

14 発電事業者

15 小売事業者

割当結果受領

入札価格順での属性情報割当において、発電事業者は割当結果を確認できるので
しょうか。

発電事業者にも割当結果の通知を行います。
なお、発電事業者に通知する情報は、小売事業者名までとし、小売事業者が契約する需要家
に関する情報など追加的な参考情報は含まれないものとします。

参考情報追記

参考情報の追記（正式メニュー名、通称メニュー名、購入予定需要家）につい

申請

て、発電事業者に需要家の情報は伝わるのでしょうか。

事務局からは小売事業者にのみに通知し、発電事業者には通知いたしません。
2022年度第1回より【参考情報追記申請書】が廃止され、提出が不要となりました。代わりに
【権利確定処理】を実施頂くことで【参考情報追記申請書】と同様の対応が可能となりま
す。トラッキング付非化石証書を任意で複数枚に分ける対応となります。トラッキング付非

16 小売事業者

参考情報追記

トラッキング付非化石証書について、１発電設備に対して、購入予定の需要家が 化石証書を使用する予定のメニュー名（排出係数申請時に使用する名称、営業活動に使用す

申請

複数いた場合に、購入量の内訳を分けて記載することは可能でしょうか。

る通称）とメニューを販売予定の需要家を任意で追記することが可能です。
その際、1発電設備のトラッキング付非化石証書について使用するメニューやメニューを購入
する需要家が複数存在する場合、権利確定処理にて内訳に従って複数枚に分割して対応頂く
ことが可能です。

17 小売事業者

18 小売事業者
19 小売事業者
20 小売事業者

21 小売事業者

22 小売事業者
23 小売事業者

非化石証書の
購入

発電事業者と小売事業者が個別合意を締結した場合、入札価格においても両者が
合意していれば、非化石市場においては合意した価格で約定できるのでしょう
か。

トラッキングと非化石市場はリンクしていないため、合意した価格で約定することはできま
せん。

非化石証書の

非FIT電源の種別（太陽光、バイオマス等）によって、属性情報の価格に違いは

今回、トラッキングされた属性情報に価格はありませんので、再エネの種別による属性情報

購入

ありますか。

の価格差についても考慮しないこととしております。

非化石証書の

非化石証書トラッキングにおいて、非化石価値取引市場での取引に何か変更があ

購入

りますか。

非化石証書の

非化石証書トラッキングにおいて、非化石証書の最低購入量は決められています 今回は最低購入量を定めておりませんので、JEPXの取引規定における最低購入量で参加頂く

購入

か。

非化石証書の

希望した量の全量が割り当てられず、一部のみしか割り当てられなかった場合、

購入

辞退することはできるのでしょうか。

非化石証書の

JEPX上で同時にトラッキング付非化石証書を購入したいのですが、今後の方針と JEPX上で発電設備ごとの商品を作ることになりますが、システム上での対応等も必要となる

購入

してそのような方向にはならないのでしょうか。

非化石証書の
購入

24 発電・小売共通

その他

25 小売事業者

その他

非化石価値取引市場での取引に変更はありません。

事が可能となります。
非化石証書の購入後の割当となりますので、割当希望量に満たなかった場合は辞退して頂く
事も可能とします。（ただし、希望のトラッキング属性が割当たらない場合でも、非化石証
書を払戻すことはできません）
ため、少なくとも今年度期間中の対応は想定しておりません。

非化石市場の年度途中から（２回目以降から）の入札の参加は可能でしょうか。 非化石市場の年度途中から（２回目以降から）の入札の参加は可能です。
今回のトラッキングに参加した企業は公表されるのか。公表される場合、どのよ
うな方法で公表されるのでしょうか。

現時点では公開することは想定しておりません。

トラッキング付非化石証書を購入することによって、産地価値や特定電源価値を トラッキング付非化石証書の購入によって、産地価値や特定電源価値を訴求することはでき
訴求することができますか。

ません。
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非化石証書トラッキング非FIT（市場分）

番号

対象事業者

FAQ

分類

質問

回答
トラッキング付非化石証書に記載された発電事業者との同意がなく、対外公表することはで

26 小売事業者

その他

発電所に紐付けされた非化石証書を購入したということを公表・公開してもよい きません。
でしょうか。

同意なく対外公表を行った場合は、取引制限措置（一定期間の参加資格停止など）を課す可
能性があります。

27 小売事業者

その他

トラッキング付非化石証書はRE100の要件を満たしていますか。

28 小売事業者

その他

トラッキング付非化石証書に有効期限はあるのでしょうか。

29 小売事業者

その他

30 小売事業者

その他

トラッキング付非化石証書は、RE100の要件に必要な属性情報を付与しますので、RE100の
要件を満たしております。
非化石証書のルールに準拠します。

トラッキング付非化石証書は、電気と分離された価値として需要家に移転するこ 非FIT非化石証書は電気と分離した価値として独立して需要家に移転することは認められてお
とはできるのでしょうか。

らず、電気と一体で需要家に移転することのみが可能です。
【口座明細】に表示される内容は「トラッキング付」分のみとなります。

「トラッキングなし」で入札（申請）した量が【口座明細】に表示されない。

「トラッキングなし」分については【入札】→【非化石価値保有量照会】から確認をお願い
します。過去データも検索可能です。
【売買証明書】発行時に「発行区分」で「仲介・自社確定分」を選択した場合、トラッキン
グ申請頂いた全量から発行申請頂いた量が減算されます。そのため、【権利確定】出来る量
は、トラッキング申請頂いた全量分から【売買証明書】発行量分を減算した分が対象となり

31 小売事業者

その他

「権利確定」と「売買証明書の発行」は同時に実施しても問題ないか。

ます。
【売買証明書】発行時に「発行区分」で「電力販売分」を選択した場合は、トラッキング申
請頂いた全量分について、権利確定することが可能です。
詳細については、ポータルサイト上にあります資料「【非化石トラッキングポータルサイ
ト】残高証明書と売買証明書の発行可能量について.pdf」をご参照下さい。

32 小売事業者

その他

権利確定処理において、「まとめて指定」を選択した場合で、「発電設備区

権利確定処理において、「まとめて指定」を選択し「発電設備区分」、及び「地域」を指定

分」、及び、「地域」を指定せずに(「指定なし」のまま)、割当量だけを指定し

せずに(「指定なし」のまま)、割当量だけを指定した場合は、証書の残数量が多い証書から順

た場合、複数設備があった場合、どのように割り当てられるのか。

に割当を行います。なお、証書の残数量が同じ場合には、証書に振られております「非化石
証書ID」の昇順（小さい順）に割当を行います。

33 小売事業者
34 小売事業者

権利確定処理
権利確定処理

権利確定処理を実施するということは、どういう状態になるのか。

「権利確定」を実施することで非化石証書が持つ権利所在を確定させ、その際に作成される
証明書を各種報告に利用できるようになります。

権利確定処理を実施することで、需要家の口座に非化石証書が移動するのでしょ 証書自体は、需要家の口座に移動いたしません。非化石証書については、購入した小売事業
うか。

者、仲介事業者の口座に入ったままとなります。
【即時確定】を選択して登録を実施した場合、それ以降は変更することが出来ません。変更

35 小売事業者

権利確定処理

権利確定処理において、【即時確定】を選択して登録を実施すると、それ以降は が考えられる場合は【即時確定】を選択せず、【権利確定日を指定する】を選択いただき
変更できないのでしょうか。

【予約済み】状態にしてください。但し、【権利確定日を指定する】で指定頂いた日付に到
達した時点で権利確定されますのでご注意ください。

3 / 4 ページ

非化石証書トラッキング非FIT（市場分）

番号

対象事業者

FAQ

分類

質問

回答
権利確定処理は必須ではありませんので、必要に応じて実施下さい。

36 小売事業者

権利確定処理

従来まで参考情報追記申請を行わず、自社管理のみにて対応していた小売電気事
業者も、今後「権利確定」行為は必須事項になるのでしょうか。

権利確定を実施することで非化石証書の権利帰属先が確定し、それを証明するための残高証
明書が発行されます。
上記が不要との事であれば、今まで通り自社管理のみにて対応頂くで問題ございません。
※なお、権利確定処理が出来るのは「トラッキング付非化石証書」のみとなります。

37 小売事業者

権利確定処理

38 小売事業者

権利確定処理

39 小売事業者

残高証明書

40 発電・小売共通

申請書登録

41 発電・小売共通

入札

CSVファイルで権利確定を実施すると、表示が文字化けしてしまう。どのように CSVファイルの文字コードは「UTF-8」にして頂く必要がございます。
対応したら良いでしょうか。

文字コードについて確認をお願い致します。

権利確定（電力販売先への移転 ）で、「電力メニュー名」（正式/通称)が不要な 「電力メニュー名」（正式/通称)は必須項目になりますので、入力が不要の場合は「-」（ハ
場合は、何を入力すればよろしいでしょうか。

イフン)を入れて対応願います。

残高証明書をPDFで出力は出来ないのでしょうか。

ブラウザの印刷機能（PDFを選択して保存）を利用して対応をお願い致します。

申請書は複数登録が可能だと思いますが、登録日付的な項目が無いため、どれが 現時点で判断方法はありません。登録された順に上から並ぶ形になりますので、最新ファイ
最新のファイルかの判断方法はありますでしょうか

ルは一番下になります。

入札が確定されるタイミングはいつでしょうか。

オークションが終了した時点となります。
清算に関しては、ポータルサイト上に機能はございませんので、JEPX様側のシステムで実施

42 小売事業者

清算

願います。なお、上記で清算書が表示できない場合は下記のご対応を実施下さい。

清算については、どこから実施するのでしょうか。

「清算決済一覧」で決済日を含める。
また、「清算種別」については「任意入出金」もしくは「ブランク」を選択する。
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