
 

 
 

１．エネルギー分野（省エネルギー等分野） 

（４）廃棄されるエネルギーの有効利用 

①特徴 

・ プロジェクトがなければ廃棄されるエネルギーを使用することで、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 

・ プロジェクトがなければ廃棄されるエネルギーを使用すること。 

・ 原則として、生成した熱又は電力の全部又は一部を自家消費すること。 

 

③基本的な評価方法 

 
 

 

 

 

 

 

 

・ プロジェクト実施後（PJ）排出量 

本来廃棄されるエネルギーを使用するため（付随的な排出活動を除き）ゼロである。 

0=排出量PJ  
 

・ ベースライン（BL）排出量： 

プロジェクト実施後に供給したエネルギーを、ベースライン設備で供給した場合に想

定される CO2排出量を算定。 

ギー供給量回収・利用したエネルエネルギー供給量 =BL  

排出係数
設備の効率

エネルギー供給量排出量 BL
BL

BLBL ××=
100  

 

・ 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 −=  
 

④基本的なモニタリング項目 

・ プロジェクト実施後に回収・利用したエネルギー使用量 

・ BL設備の効率 

回収・利用した

エネルギー 
 

BL エネルギー 
使用量 

BL エネルギー 
供給量 

BL の 
設備 

PJ 排出量＝０ 

（資料３－１）別添４ 



 

 
 

 

⑤該当方法論 

方法論 No. 方法論名称 

EN-S-010 未利用廃熱の発電利用 

EN-S-011 未利用廃熱の熱源利用 

EN-S-019 廃棄物由来燃料による化石燃料又は系統電力の代替 

 



【削減方法】 廃熱を利用する発電設備を導入し、未利用の廃熱を発電利用することにより、系統電
力等の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 廃熱回収発電設備を導入し、プロジェクト実施前には未利用であった廃熱を回収・発電し、系統電
力等を代替すること 

② 原則として、廃熱回収発電設備で発電した電力の全部又は一部を自家消費すること。 
③ 温室効果を有する作動媒体を用いる発電設備を導入する場合、その媒体が漏洩しないような構造

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廃熱回収発電設備による発電量を、ベースラインの系統電力等
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廃熱回収発電設備による発電量 
 プロジェクト実施後の各種追加設備（熱媒搬送機器、昇温・昇圧機器等）に使用される

燃料使用量及び電力使用量 

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-010：未利用廃熱の発電利用 

電力利用設備 
系統電力等 

廃熱回収 
発電設備 

電力利用設備 

廃熱の回収・再利用に
より、系統電力等の使
用量が削減される。 

廃熱設備 

廃熱 

系統電力等 

廃熱設備 

廃熱 



【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） 

•０１４  回収した未利用の排熱を利用し
た発電設備の導入 （８件） 

• Ｅ０２２ 廃棄物処理施設における熱回

収による廃棄物のエネルギー利用（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 （特になし） 

• 温室効果を有する作動媒体を用いた
設備導入の場合、その媒体が漏洩し
ない構造であることを条件として追加 

• 廃棄物処理施設以外も対象として追
加 

他の方法論と 
の共通事項 

• リーケージ排出（熱搬送設備の使用に
よる排出）を明確にし、影響度に応じた
取扱い※１を設定 

• 廃熱回収・利用による電力が自家消費
されることを条件として追加 

• 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 • 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。 

※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】 廃熱を回収し再利用するための熱交換器等（廃熱回収設備）を導入し、未利用の廃熱
を熱源として利用することにより、化石燃料等の使用量を削減する。

【適用条件】 ① 廃熱回収設備を導入し、プロジェクト実施前には未利用であった廃熱を回収・熱源利
用し、化石燃料等を代替すること

② 回収した未利用の廃熱の全部又は一部を自家消費すること

【ベースライン
排出量の考え方】

 プロジェクト実施後の廃熱回収設備で回収し、利用した熱量を、ベースラインの熱源設
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廃熱回収・利用に用いる熱媒流量
 プロジェクト実施後の廃熱回収・利用に用いる熱媒の加熱前後のエンタルピー差

 プロジェクト実施後の各種追加設備（熱媒搬送機器、昇温・昇圧機器等）に使用される
燃料使用量及び電力使用量

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‐011：未利用廃熱の熱源利用
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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）

• ０１８ 回収した未利用の排熱を供給す
る蓄熱システムの導入（０件）

• ０１８－Ａ 回収した未利用の排熱への
熱源の切り替え（６件）

• Ｅ００６ 排熱回収・利用（９件）
• Ｅ０２２廃棄物処理施設における熱回

収による廃棄物のエネルギー利用（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

（特になし） （特になし）

他の方法論と
の共通事項

• リーケージ排出（熱搬送設備の使用に
よる排出）を明確にし、影響度に応じた
取扱い※１を設定

• 廃熱回収・利用による熱が自家消費さ
れることを条件として追加

• 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
• 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。

※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】  熱源設備、発電設備、コージェネレーションにおいて廃棄物由来燃料を使用し、それまで使用していた
化石燃料又は系統電力を代替する。

【適用条件】 ① 廃棄物由来燃料又は発電された電力が、化石燃料又は系統電力等を代替すること。
② 廃棄物由来燃料で生産した熱又は電力の全部又は一部を自家消費すること。
③ 原料となる廃棄物は未利用の廃棄物であること、日本国内で発生したものであること。
④ 廃棄物由来燃料はRPF、RDF、再生油、廃プラ由来の油・ガスであること、技術規格を満たすこと。
⑤ 設備導入を伴う場合、当該設備に対応する方法論の適用条件を満たすこと。

【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設備に投入される熱量を、廃棄物由来燃料ではなく、それまで使用していた
化石燃料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廃棄物由来燃料の使用量及び原料となる廃棄物量
 プロジェクト実施後の廃棄物由来燃料の単位発熱量
 プロジェクト実施後の運搬、燃料化処理等に使用される化石燃料使用量及び電力使用量
 設備導入を伴う場合、ベースライン設備及びプロジェクト設備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】

EN‐S‐019：廃棄物由来燃料による化石燃料又は系統電力の代替

廃棄物由来燃料の利用で、
化石燃料や系統電力等の
使用が削減される。

熱源設備等化石燃料

廃棄物処理施設

熱源設備等

廃棄物由来燃料

廃棄物 廃棄物処理施設



【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）

－

• Ｅ０２０古紙廃プラ固形燃料(RPF)の製
造・利用（１件）

• Ｅ０２１熱分解による廃棄物由来の油
化燃料・ガス化燃料の利用（１件）

• Ｅ０３１廃油等由来の再生燃料油の製
造・利用（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

－

• 廃棄物由来燃料で生産された熱や電
力が自家消費されることを条件として
追加

• 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
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