
 

 
 

１．エネルギー分野（省エネルギー等分野） 

（３）エネルギー需要側の省エネルギー化（その他） 

①特徴 

・ エネルギー使用の少ない運用方法に変更することで、化石燃料の使用量を削減する方

法論。 

 

②基本的な適用条件 

・ 従前の運用方法よりも、エネルギー使用の少ない運用方法に変更すること。 

・ （BL原単位を作る必要があるもの）更新前の設備におけるエネルギー使用量及び活動

量について、原則として、更新前１年間の累積値が把握可能であること。 

 

③基本的な算定方法 

  
 

 

 

 

 

 
・ プロジェクト実施後（PJ）排出量： 

プロジェクト実施後のエネルギー使用量に排出係数を乗じることで算定。 

排出係数エネルギー使用量排出量 PJPJPJ ×=  
 

・ ベースライン（BL）排出量： 

プロジェクト実施後と同等の活動量（例：製品の輸送トンキロ、移動距離、稼働時間

等）を得る場合に想定される CO2排出量を算定。 

活動量活動量 PJBL =  
排出係数原単位活動量排出量 BLBLBLBL ××=  

（BL 原単位を作る必要があるものは、以下にて BL 原単位を算定） 









=

活動量プロジェクト実施前の

エネルギー使用量プロジェクト実施前の
原単位BL  

 
・ 排出削減量： 

ベースライン排出量からプロジェクト実施後排出量を減じることで算定。 

排出量排出量排出削減量 PJBL −=  

PJ エネルギー 
使用量 

PJ の 
運用方法等 

BL エネルギー 
使用量 

BL 活動量 
（生産量等） 

BL の 
運用方法等 

PJ 活動量 
（生産量等） 

 
エネルギーの少ない 
運用方法等に変更 

エネルギー使用量 
が低減 

（資料３－１）別添３ 



 

 
 

 
④基本的なモニタリング項目 

・ PJエネルギー使用量 

・ PJ活動量 

・ BL原単位（を作るためのプロジェクト実施前のエネルギー使用量及び活動量） 

 

⑤該当方法論 

方法論 No. 方法論名称 活動量 

EN-S-005 ポンプ・ファン類への間欠運転制御、インバー

ター制御又は台数制御の導入 

稼働時間 

EN-S-013 ITを活用したプロパンガスの配送効率化 プロパンガス販売量 

EN-S-014 ITを活用した検針活動の削減 巡回検診先件数 

EN-S-023 エコドライブを支援するデジタルタコグラフ

等装置の導入及び利用 

輸送トンキロ 

EN-S-034 エコドライブ支援機能を有するカーナビゲー

ションシステムの導入及び利用 

走行距離 

EN-S-035 海上コンテナの陸上輸送の効率化 輸送サービス 

EN-S-037 共同配送への変更 輸送トンキロ 

EN-S-027 屋上緑化による空調に用いるエネルギー消費

削減 

空調設備の運用 

EN-S-036 下水汚泥脱水機の更新による汚泥処理プロセ

スに用いる化石燃料消費削減 

汚泥濃度及び汚泥処

理流量 

 



【削減方法】 ポンプ・ファン類に制御装置を導入することにより、電力等の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 既存のポンプ・ファン類に、間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御の装置を付加することで
新たに可変能力制御を導入すること。なお、併せてポンプ・ファン類の更新を行ってもよい。 

② ポンプ・ファン類の動力の所要量が大幅に減少するような他の変更が行われないこと。 
③ プロジェクト実施前のポンプ・ファン類における電力使用量及び稼働時間について、原則として、プロ

ジェクト実施前の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】 

制御前のポンプ・ファン類を、プロジェクト実施後と同じ時間稼働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ポンプ・ファン類における電力使用量及び稼働時間 
プロジェクト実施前のポンプ・ファン類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】 

EN-S-005：ポンプ・ファン類への間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御の導入 

ベースラインより 
電力使用量が 
削減される。 

制御を行わない状態の 
ポンプ・ファン類 

電力 電力 
制御機能の付いた 
ポンプ・ファン類 



  
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） 

• ００５ 間欠運転制御、インバーター制
御又は台数制御によるポンプ・ファン
類可変能力制御機器の導入（８１件） 

• Ｅ０１７ ファン、ポンプ類の換装または
インバーター制御、台数制御機器の導
入（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 

• ベースライン排出量をプロジェクト実施
前の実測ではなく、定格消費電力と稼
働時間で推定する場合は、過大評価と
ならないように「定格消費電力×稼働
時間」に０．８を乗じるよう修正 

• 間欠運転制御を対象に追加 

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 （特になし） 

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。 

• 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年間の更新前のポンプ・ファン類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】  中央監視システム又は残ガス量モニタリングシステム等のIT設備を導入することによって、プロパンガス
の配送を効率化し、配送に係る化石燃料の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① IT設備を新たに導入し、プロパンガスの配送方法の効率化を行うこと。 
② プロジェクト実施前後のプロパンガスの販売地域が市町村区の行政区画を越えて変化しないこと。 
③ プロジェクト配送地域に配送を行う車両を、すべて算定対象とすること。 
④ プロジェクト実施前の対象車両における燃料使用量及びプロパンガス販売量について、原則として、

プロジェクト実施前の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に対象車両が提供するプロパンガス配送サービを、ITを活用することなく、ベースラ
インの配送方法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対象車両における燃料使用量及びプロパンガス販売量 
 プロジェクト実施前の対象車両における燃料使用量及びプロパンガス販売量 
  （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】 

EN-S-013：ITを活用したプロパンガスの配送効率化 

配送車両 

配送回数減少
によりエネル
ギー使用量が
削減される。 

工場等 ビル等 

配送車両 

モニタリング
システム 
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【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

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） 

－ 
• Ｅ００８ 情報通信技術を活用した、輸

送の効率化による燃料消費量削減（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 － 

• 配送物をプロパンガスに限定 
• 配送地域がプロジェクト実施前後で変

更しないことを条件として追加 

他の方法論と 
の共通事項 － • 算定対象であった補機類に係る排出

量を、影響度に応じた取扱い※１に変更 

その他 － • ベースラインの考え方については変更
なし。 

※１ 5%以上の影響度：モニタリング・算定対象、1%～5%未満：算定対象だが、モニタリングの省略が可能。 
       1%未満：モニタリング・算定対象外 



【削減方法】  ITを活用した燃料等消費量の自動計測及び集中管理のためのIT設備を導入することによって巡回検
針業務を自動化し、車両による巡回検針にともなう化石燃料の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① IT設備を新たに導入し、車両による検針員の巡回検針業務を減らすこと。 
② 巡回検針場所がプロジェクト実施前後ともに特定可能であること。 
③ プロジェクト実施前後の検針地域が市町村区の行政区画を越えて変化しないこと。 
④ プロジェクト実施前の対象車両における燃料使用量及び検針先件数について、原則として、プロジェ

クト実施前の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に実施される検針業務を、ITを活用することなく、ベースラインの車両による巡回検針
で実施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における検針先件数 
 プロジェクト実施後のIT設備における電力使用量 
 プロジェクト実施前の対象車両における燃料消費量及び巡回検針先件数 
 （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】 

EN-S-014：ITを活用した検針活動の削減 

検針用車両 

車による巡回検針
が無くなることによ
りエネルギー使用
量が削減される。 

工場等 ビル等 
自動計測器 

ビル等 

IT 

工場等 

自動計測器 



【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

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） 

－ 
• Ｅ００９ 情報通信技術を活用した、検

針等用車両による燃料消費量削減（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 － 

• 検針地域がプロジェクト実施前後で変
更しないことを条件として追加 

• プロジェクト実施後に検針先数が増加
した場合にもベースライン排出量に反
映できるよう変更 

他の方法論と 
の共通事項 － • 算定対象であった補機類に係る排出

量を、影響度に応じた取扱い※１に変更 

その他 － （特になし） 

※１ 5%以上の影響度：モニタリング・算定対象、1%～5%未満：算定対象だが、モニタリングの省略が可能。 
       1%未満：モニタリング・算定対象外 



【削減方法】  デジタルタコグラフ等装置を導入することによって、トラックの燃費を向上し燃料使用量を削減する。 

【適用条件】 ① デジタルタコグラフ等装置を導入し、利用すること。 
② トラックのうち、道路運送車両法に基づく運行記録計の装着義務がない車両であること。 
③ プロジェクト実施前後で走行形態が変わっていないこと。 
④ データの収集・分析・活用方法についての計画書が整備され、計画書に基づき実行されていること。 
⑤ 対象車両のプロジェクト実施前1年間の累積値（燃料使用量及び輸送トンキロ）が把握可能であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

 プロジェクトの対象となるトラックで、プロジェクト実施後と同じ走行距離を、デジタルタコグラフを活用
することなく運転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対象トラックにおける燃料使用量、配送距離及び平均配送重量 
 デジタルタコグラフ等のデータ集計による電力使用量 
 プロジェクト実施前の対象トラックにおける燃料使用量、配送距離及び平均配送重量 
  （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】 

EN-S-023：エコドライブを支援するデジタルタコグラフの導入及び利用 

デジタコ 
トラック トラック 燃費向上により

エネルギー使用
量が削減される。 



【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

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） 

－ • Ｅ０２３ デジタルタコグラフの装着によ
るエコドライブ（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 － 

• プロジェクト実施前後で対象車両の走
行形態が変わっていないこと（同一地
域による配送等）を条件として追加 

• プロジェクト実施後の輸送トンキロによ
るベースライン排出量の補正を追加 

• 従来設定されていた排出削減量の上
限を削除 

他の方法論と 
の共通事項 － • 算定対象であった補機類に係る排出

量を、影響度に応じた取扱い※１に変更 

その他 － （特になし） 

※１ 5%以上の影響度：モニタリング・算定対象、1%～5%未満：算定対象だが、モニタリングの省略が可能。 
       1%未満：モニタリング・算定対象外 



【削減方法】 既存建築物の屋上緑化によって空調に用いる電力又は燃料消費を削減する。 

【適用条件】 ① 既存の建築物に対して屋上緑化を行うこと。 
② プロジェクト実施前において、対象となる建築物に空調設備が存在し、冷暖房を行って

いること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

既存の建築物を屋上緑化を行わずに、空調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】 屋上緑化面積 
プロジェクト実施後における年間空調稼働日数及び稼働日の稼働開始・停止時刻 
プロジェクト実施後の外気温度及び天井面付近の室内温度 
プロジェクト実施前後の屋根-天井構成部材の厚さ及び熱伝導率 

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-027：屋上緑化による空調に用いるエネルギー消費削減 

緑化されていない既存の建築物 

空調設備 

屋上緑化された既存の建築物 

空調設備 

屋上緑化により 
空調負荷が低減され 
ベースラインより 

エネルギー使用量が 
削減される。 



  
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） 

－ • Ｅ０２６ 屋上緑化による空調の省エ
ネルギー（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 － 

• 外気温度はデフォルト値ではなく実
測へと変更 

• 熱伝達率のデフォルト値の適用でき
る場合の要件を追加 

他の方法論と 
の共通事項 － （特になし） 

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】 



【削減方法】  エコドライブ支援機能を有するカーナビゲーションシステムを導入することによって、車
両の燃費を向上し燃料使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 車両にエコドライブ支援機能を有するカーナビゲーションシステムを導入し、利用する
こと。 

② プロジェクト実施前のエコドライブ支援システムの利用者と非利用者から得た燃費に
ついて、プロジェクト実施前の1年間のデータが把握可能であること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

 プロジェクトの対象となる車両で、プロジェクト実施後と同じ走行距離を、エコドライブ
支援システムを活用することなく運転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対象車両における燃料使用量及び移動距離 
 エコドライブ支援システムの利用者と非利用者から得たプロジェクト実施前の1年間の

燃費 

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-034：エコドライブ支援システム機能を有するカーナビゲーションシステムの導入及び利用 

エコドライブ 
支援システム 車両 車両 燃費向上により

エネルギー使用
量が削減される。 



【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

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） 

－ 
• Ｅ０２８ カーナビゲーションシステムを

利用したエコドライブ支援システムによ
るCO2排出削減（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 － 

• 対象車両が普通自動車及び小型自動
車に限定されていたが、カーナビの利
用が想定される軽自動車も対象車両
に追加 

• 従来設定されていた排出削減量の上
限を削除 

他の方法論と 
の共通事項 － （特になし） 

その他 － • ベースラインの考え方については変更
なし。 



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-035：海上コンテナの陸上輸送の効率化 

【マッチング実施前】 
港 

輸入荷主 

輸出荷主 

空コンテナ輸送 

実入りコンテナ輸送 

実入りコンテナ輸送 

空コンテナ輸送 

港 

輸入荷主 

輸出荷主 

実入りコンテナ輸送 

実入りコンテナ輸送 

空コンテナ輸送 

【マッチング実施後】 
港 

港 

【削減方法】 輸入荷主は空コンテナを港へ返却し、輸出荷主は空コンテナを港から調達するという通
常の輸送を転換し、輸入荷主と輸出荷主との間でコンテナのマッチングを行い、輸入荷
物を下ろした後港に戻らずに同じコンテナに輸出荷物を積載することによって、空コンテ
ナの国内トラック輸送量を削減する。 

【適用条件】 ① 異なる事業者間においてコンテナのマッチングを新たに行うこと。プロジェクトの対象と
する船会社及び輸出入港を、プロジェクト申請時に特定すること。  

② 排出削減量の算定に必要な項目をモニタリングするためのマッチング実施計画が整
備されていること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

 コンテナがマッチングされず、輸入荷主と予定されていた空コンテナの返却港間、及び
予定されていた空コンテナの調達港と輸出荷主間を、空コンテナが輸送される場合に
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における空コンテナの輸送距離及び輸送重量 
プロジェクト実施後のトラックの最大積載量 

ベースラインより 
トラック輸送量が 
削減される。 



  
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） 

－ • Ｅ０２９ 海上コンテナ輸送に関わる国
内トラック輸送効率化（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 － 

• 輸送事業者をプロジェクト実施者に含
めなくてもよいよう変更 

• 実入りコンテナ輸送に伴う排出量は、
プロジェクト実施前後で共通のため算
定対象外とするよう変更 

他の方法論と 
の共通事項 － （特になし） 

その他 － • 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】 



【削減方法】 高性能な下水汚泥脱水機への更新により脱水汚泥の含水率を低下させることで、下水
処理プロセスにおける化石燃料の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① ベースラインの下水汚泥脱水機よりも効率のよい下水汚泥脱水機を導入すること。 
② プロジェクト実施前後において、化石燃料を使用する下水汚泥処理プロセスの変更を行わないこと。 
③ 下水汚泥処理量及び濃度並びに電力又は化石燃料使用量について、原則として、プロジェクト実施

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に処理された下水汚泥を、ベースラインの下水汚泥脱水機を用いて
処理する場合の下水処理プロセスで想定されるCO2排出量。 

【主なモニタリング項目】  プロジェクト実施前後の下水汚泥脱水機における電力使用量 
 プロジェクト実施前後の下水汚泥処理設備における燃料使用量 
 プロジェクト実施前後の下水汚泥脱水機に投入される処理流量及び平均濃度 
 （原則、直近の1年間の下水汚泥脱水機におけるエネルギー使用量等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】 

EN-S-036：下水汚泥脱水機の更新による汚泥処理プロセスに用いる化石燃料消費削減 

脱水機 焼却施設等 

移送設備 

下水汚泥 脱水後の汚泥 

脱水機 焼却施設等 

移送設備 

下水汚泥 脱水後の汚泥 

含水率低下 

下水汚泥の低含水率化により 
ベースラインよりエネルギー使用量が 

削減される。 



  
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） 

－ • Ｅ０３０ 下水汚泥脱水機の更新（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 － 

• 脱水を補助するための凝集剤の製造
等に伴う排出量を算定対象外へ変更 

• 季節変動による活動量の変化が大き
いことから、プロジェクト実施前後のエ
ネルギー使用原単位を年平均で比較
することにしていたが、原則、認証を切
れ目なく受けることを条件にして当該
変動を担保するように変更。 

他の方法論と 
の共通事項 － （特になし） 

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】 



【削減方法】  共同配送の実施により、複数の荷主の配送物を集約して効率的に配送することで配送にかかる化石
燃料の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 個別配送から共同配送へ変更すること。 
② プロジェクト実施前後ともに配送はトラックによって行われること。 
③ プロジェクト実施前の配送ルートに含まれる配送先及び荷主が、プロジェクト実施後も算定範囲にす

べて含まれること。 
④ プロジェクト実施前の対象トラックにおける1年間の累積値（燃料使用量及び各配送先への配送重

量）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配送先への配送物を、共同配送することなく、個別配送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対象トラックにおける燃料使用量及び各配送先の配送重量 
 プロジェクト実施前の対象トラックにおける燃料使用量及び各配送先の配送重量 
 （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】 

EN-S-037：共同配送への変更 

配送車両 

配送距離減少
によりエネル
ギー使用量が
削減される。 

荷主A 
配送先 

荷主B 

配送車両 

配送車両 

配送先 

荷主A 

荷主B 

配送センター 



【旧制度と新制度の方法論の比較】 
  

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） 

• ０４０ 共同配送への変更（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 

• 原則、燃料法による算定へ変更 
• 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 

• リーケージ排出（配送センターの利用
による排出）を明確にし、影響度に応じ
た取扱い※２を設定 

－ 

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。 － 

※１ 例えば、原則、直近の1年間のプロジェクト実施前の対象トラックの燃料使用量及び各配送先の配送重量を 
    を基にベースラインの原単位を算定すること。 
※２ 5%以上の影響度：モニタリング・算定対象、1%～5%未満：算定対象だが、モニタリングの省略が可能。 
         1%未満：モニタリング・算定対象外 
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