
【削減方法】 効率のよい生産設備（工作機械、プレス機械又は射出成型機）へ更新することにより、
電力の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 更新前の生産設備よりも、効率のよい生産設備に更新すること。 
② 更新前の生産設備における電力使用量及び生産量等について、原則として、更新前

の1年間の累積値が把握可能であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の生産量等を、ベースラインの生産設備から得る場合に想定される
CO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後の生産設備における電力使用量及び生産量等 
更新前の生産設備における電力使用量及び生産量等 
 （原則、直近の1年間の当該値を基にベースラインの原単位を算定） 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
電力使用量が 
削減される。 

EN-S-022：生産設備（工作機械、プレス機械又は射出成型機）の更新 

更新前の生産設備 
（工作機械、プレス機械又は射出成型機） 

電力 高効率の生産設備 
（工作機械、プレス機械又は射出成型機） 

電力 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０２７ 工作機械の更新（０件） 
• ０２９ プレス機械の更新（０件） 
• ０３２ 射出成型機の更新（１件） 

－ 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 

• 設備種ごとに細分化されていた方法論
を統合 － 

他の方法論と 
の共通事項 

• 係数を実測する場合のモニタリング頻
度を要求事項に設定※１ － 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 例えば、原則、直近の1年間の更新前の生産機械の電力使用量及び生産量を基にベースラインの原単位を算定すること。 



【削減方法】 省電力のテレビジョン受信機へ更新することにより、電力の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 更新前のテレビジョン受信機よりも、省電力のテレビジョン受信機を導入すること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の動作時間及び待機時間でベースラインのテレビジョン受信機を使
用する場合に想定されるCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後のテレビジョン受信機における動作時間及び待機時間 
プロジェクト実施後のテレビジョン受信機の動作時及び待機時消費電力 
更新前のテレビジョン受信機の動作時及び待機時消費電力 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
電力使用量が 
削減される。 

EN-S-024：テレビジョン受信機の更新 

更新前の 
テレビジョン受信機 

省電力の 
テレビジョン受信機 

電力 電力 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０３１ テレビジョン受信機の更新（１
件） － 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 

• 従来、プロジェクト実施前の動作時間
よりベースライン排出量を算定してい
たが、プロジェクト実施後の動作時間
を基に算定するよう修正 

－ 

他の方法論と 
の共通事項 （特になし） － 

その他 • 適用条件については変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 



【削減方法】 効率のよい乾燥設備へ更新することにより、化石燃料等の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 更新前の乾燥設備よりも、効率のよい乾燥設備を導入すること。 
② 更新前の乾燥設備におけるエネルギー使用量及び乾燥重量等について、原則として、

更新前の1年間の累積値が把握可能であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の乾燥重量等を、ベースラインの乾燥設備で乾燥させる場合に想定
されるCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後の乾燥設備における燃料使用量及び乾燥重量等 
更新前の乾燥設備における燃料使用量及び乾燥重量等 
 （原則、直近の1年間の当該値を基にベースラインの原単位を算定） 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
燃料使用量が 
削減される。 

EN-S-026：乾燥設備の更新 

燃料等 更新前の乾燥設備 高効率の乾燥設備 燃料等 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０３５ 乾燥設備の更新（６件） － 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） － 

他の方法論と 
の共通事項 

• バイオマス燃料を利用するプロジェクト
は、バイオマス系の方法論を適用する
よう変更 

• 係数を実測する場合のモニタリング頻
度を要求事項に設定※１ 

－ 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 例えば、原則、直近の1年間の更新前の乾燥設備の燃料使用量及び乾燥重量を基にベースラインの原単位を算定すること。 



【削減方法】 ハイブリッド式の建設機械・産業車両を導入することにより、化石燃料の使用量を削減
する。 

【適用条件】 ① 更新前のエンジン式建設機械・産業車両よりも、効率のよいハイブリッド式建設機械・
産業車両を導入すること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後のハイブリッド式建設機械・産業車両の作業量を、ベースラインのエ
ンジン式建設機械・産業車両で行う場合に想定されるCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後のハイブリッド式建設機械・産業車両における燃料使用量 
プロジェクト実施後のハイブリッド式建設機械・産業車両のエネルギー使用原単位 
更新前のエンジン式建設機械・産業車両のエネルギー使用原単位 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
燃料使用量が 
削減される。 

EN-S-028：ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新 

軽油等 更新前のエンジン式
建設機械・産業車両 

ハイブリッド式 
建設機械・産業車両 

軽油等 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０２６－Ａ ハイブリッド式建設機械・産
業車両への更新（０件） － 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） － 

他の方法論と 
の共通事項 

• 係数を実測する場合のモニタリング頻
度を要求事項に設定※１ － 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 例えば、プロジェクト実施後の車両のエネルギー使用原単位を実測する場合は、年1回以上モニタリングすること。 



【削減方法】 天然ガス自動車を導入することにより、化石燃料の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 更新前の自動車又は標準的な自動車よりも、低炭素型の天然ガス自動車を導入する
こと。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の天然ガス自動車の走行距離を、ベースラインの自動車で走行する
場合に想定されるCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後の天然ガス自動車における燃料使用量 
プロジェクト実施後の天然ガス自動車のエネルギー消費効率 
更新前の自動車又は標準的な自動車のエネルギー消費効率 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
燃料使用量が 
削減される。 

EN-S-029：天然ガス自動車の導入 

ガソリン等 更新前の自動車 
又は 

標準的な自動車 
天然ガス自動車 天然ガス 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０３８ 天然ガス自動車への更新（０
件） 

• ０３８－Ａ 天然ガス自動車の新規導
入（０件） 

－ 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） － 

他の方法論と 
の共通事項 

• 更新の方法論と新設の方法論を統合 
• 係数を実測する場合のモニタリング頻

度を要求事項に設定※１ 
－ 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 例えば、プロジェクト実施後の天然ガス自動車のエネルギー消費効率を実測する場合は、年1回以上モニタリングすること。 



【削減方法】 効率のよい印刷機へ更新することにより、電力の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 更新前の印刷機よりも、効率のよい印刷機に更新すること。 
② 更新前の印刷機における電力使用量及び印刷枚数等について、原則として、更新前

の1年間の累積値が把握可能であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の印刷枚数等を、ベースラインの印刷機から得る場合に想定される
CO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後の印刷機における電力使用量及び印刷枚数等 
更新前の印刷機における電力使用量及び印刷枚数等 
 （原則、直近の1年間の当該値を基にベースラインの原単位を算定） 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
電力使用量が 
削減される。 

EN-S-030：印刷機の更新 

更新前の印刷機 電力 高効率の印刷機 電力 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０３９ 印刷機の更新（０件） － 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） － 

他の方法論と 
の共通事項 

• 係数を実測する場合のモニタリング頻
度を要求事項に設定※１ － 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 例えば、原則、直近の1年間の更新前の印刷機の電力使用量及び印刷枚数を基にベースラインの原単位を算定すること。 



【削減方法】 省電力のサーバー設備へ更新することにより、電力の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 更新前のサーバー設備よりも、省電力のサーバー設備に更新すること。 
② 更新前のサーバー設備における電力使用量及び稼働時間について、原則として、更

新前の1年間の累積値が把握可能であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の稼働時間と等しい時間を、ベースラインのサーバー設備を稼動す
る場合に想定されるCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後のサーバー設備における電力使用量及び稼働時間 
更新前のサーバー設備における電力使用量及び稼働時間 
 （原則、直近の1年間の当該値を基にベースラインの原単位を算定） 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

ベースラインより 
電力使用量が 
削減される。 

EN-S-031：サーバーの更新 

更新前の 
サーバー設備 

電力 省電力の 
サーバー設備 

電力 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０４１ サーバー設備の更新（０件） － 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 （特になし） － 

 

他の方法論と 
の共通事項 

• 係数を実測する場合のモニタリング頻
度を要求事項に設定※１ － 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 原則、直近の1年間の更新前のサーバー設備の電力使用量及び稼働時間を基にベースラインの原単位を算定すること。 



【削減方法】 節水型の水まわり住宅設備の導入し、上水道及び下水道又は浄化槽におけるエネル
ギー使用量を削減する。 

【適用条件】 ① ベースラインの水まわり住宅設備よりも節水型の水まわり住宅設備を導入すること。 
② プロジェクト実施前後の水まわり住宅設備は、上水道により給水されており、下水道又

は浄化槽へ排水されていること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の水まわり住宅設備の使用回数等を、ベースラインの水まわり住宅
設備から得る場合に想定される、上水道及び下水道又は浄化槽、並びに給湯器で使
用されるエネルギー起源のCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後の水まわり住宅設備における使用回数等 
プロジェクト実施後の水まわり住宅設備の水使用原単位 
プロジェクト実施前の水まわり住宅設備の水使用原単位 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

EN-S-032：節水型水まわり住宅設備の導入 

水使用量低減により 
ベースラインより 

エネルギー使用量が 
削減される。 

節水型 
水まわり
住宅設備 

既存／標準的
水まわり住宅設
備（便器、シャ
ワー、浴槽） 

上水 上水 

下水 下水 

上水道、下水道
及び浄化槽等 上水道、下水道

及び浄化槽等 
電力 電力 



  
国内クレジット制度 オフセット・クレジット 

（Ｊ－ＶＥＲ）制度 

対応する 
方法論 

（括弧書きは2013年２月 
時点でのプロジェクト登録件数） 

• ０４３ 節水型水まわり住宅設備への
更新（１件） 

• ０４３－Ａ 節水型水まわり住宅設備
の新設（１件） 

－ 

旧制度の 
方法論からの主

な変更点 

本方法論に 
特有の事項 

• 節水以外の機能（温水便座等）が変
更された場合には新設扱いとするよう
に明確化 

－ 

他の方法論と 
の共通事項 

• 更新の方法論と新設の方法論を統合 
• 係数を実測する場合のモニタリング頻

度を要求事項に設定※１ 
－ 

その他 • 適用条件、ベースラインの考え方につ
いては変更なし。 － 

【旧制度と新制度の方法論の比較】 

※１ 例えば、更新前の水まわり住宅設備の水使用量及び水使用回数を基に水使用原単位を算定する場合は、 
    原則、直近の1年間の当該値を使用すること。 
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