
 

 
 

２．エネルギー分野（再生可能エネルギー分野） 

（１）再生可能エネルギー（バイオマス以外） 

①特徴 

・ 再生可能エネルギーを利用するエネルギー供給設備を導入することで、化石燃料や系

統電力の使用量を削減する方法論。 

 

②基本的な適用条件 

・ 再生可能エネルギーを利用するエネルギー供給設備を導入すること。 

・ 原則として、発電した電力の全部又は一部を自家消費すること。 

・ 系統電力等を代替するものであること。 

 

③基本的な算定方法 

 

 
 

 

 

 

 

 

・ プロジェクト実施後（PJ）排出量： 

再生可能エネルギーを燃料とするため（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、系統電力等から得る場合に想定される

CO2排出量を算定。 

＜電力の場合＞ 

他社への供給電力量設備での発電電力量電力量 −= PJPJ  

電力量電力量 PJBL =  
電力の排出係数電力量排出量 ×= BLBL  

 
・ 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 

・ PJ設備での発電電力量 

・ 他社への供給電力量  

PJ の再生可能

エネルギー 
使用量 

PJ の 
設備 

PJ の電力量 

系統電力等 BL の電力量 

PJ 排出量＝０ 

（資料３－１）別添５ 



 

 
 

 
⑤該当方法論 

方法論 No. 方法論名称 

EN-R-002 太陽光発電設備の導入 

EN-R-003 再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入 

EN-R-006 水力発電設備の導入 

EN-R-008 風力発電設備の導入 

EN-R-010 再生可能エネルギー熱を利用する発電設備の導入 

 



【削減方法】 太陽光発電設備を導入することにより、系統電力等の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 太陽光発電設備を設置すること。 
② 原則として、発電した電力の全部又は一部を自家消費すること。 
③ 発電した電力が系統電力等を代替するものであること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後に自家消費した発電電力量を、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】 太陽光発電設備による発電電力量 
発電電力量のうち、他社に提供した電力量 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

系統電力使用量が 
削減される。 

EN-R-002：太陽光発電設備の導入 

電力会社 

系統電力を供給 

太陽光発電設備 



  
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） 

• ００８ 太陽光発電設備の導入（８６件） • Ｅ０２４ 太陽光発電による系統電力の
代替（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（電力制御装置の使用
による排出等）を明確にし、影響度に
応じた取扱い※１を設定 

• 環境価値を有しており、ダブルカウント
の防止措置が取られている場合は逆
潮流分についてもクレジット化が可能 

• 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 

• 環境価値を有しており、ダブルカウント
の防止措置が取られている場合は逆
潮流分についてもクレジット化が可能 

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 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】 再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備を導入することにより、化石燃料等の使用
量を削減する。 

【適用条件】 ① 再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備を設置すること。 
② 原則として再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備で生産した温熱又は冷熱の全

部又は一部自家消費すること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の使用熱量を、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熱源設備による生成熱量 
プロジェクト実施前の熱源設備又は標準的な熱源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】 

電力や化石燃料の 
使用量が削減される。 

EN-R-003：再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入 

温熱 
又は冷熱 

再生可能エネルギー熱 
（温泉熱、地熱、太陽熱、雪氷熱） 

既存の熱源設備 
又は標準的な熱源設備 

電力 
重油 

都市ガス等 

温熱 
又は冷熱 集熱や熱交換 



  
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） 

• ００８ 温泉熱及び温泉排熱のエネルギー利
用（３件） 

• ０１６ 太陽熱を利用した熱源設備の導入（６
件） 

• ０１６－Ａ 太陽熱を利用した熱源設備の新
設（３件） 

• ０１９ 雪氷融解水のエネルギー利用（１件） 
• ０４５ 地中熱を利用した熱源設備の導入（０

件） 
• ０４５－Ａ 地中熱を利用した熱源設備の新

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 

• エネルギー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 

• 更新の方法論と新設の方法論を統合 
• リーケージ排出（ポンプ等の補機類の

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 

• 環境価値を有しており、ダブルカウント
の防止措置が取られている場合は他
社提供分についてもクレジット化が可
能 

－ 

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】 

※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】 水力発電設備を導入することにより、系統電力等の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 水力発電設備を設置すること。 
② 原則として、発電した電力の全部又は一部を自家消費すること。 
③ 発電した電力が系統電力等を代替するものであること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後に自家消費した発電電力量を、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】 水力発電設備による発電電力量 
発電電力量のうち、他社に提供した電力量 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

EN-R-006：水力発電設備の導入 

電力会社 

系統電力使用量が 
削減される。 

水力発電設備 

系統電力を供給 



  
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） 

• ０１７ 小規模水力発電設備の導入（０
件） 

• Ｅ０１５ 小水力発電による系統電力の
代替（２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） • 対象とする設備の発電容量の制限を

削除 

他の方法論と 
の共通事項 

• リーケージ排出（電力制御装置の使用
による排出等）を明確にし、影響度に
応じた取扱い※１を設定 

• 環境価値を有しており、ダブルカウント
の防止措置が取られている場合は逆
潮流分についてもクレジット化が可能 

• 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。 

• 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 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】 風力発電設備を導入することにより、系統電力等の使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 風力発電設備を設置すること。 
② 原則として、発電した電力の全部又は一部を自家消費すること。 
③ 発電した電力が系統電力等を代替するものであること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後に自家消費した発電電力量を、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】 風力発電設備による発電電力量 
発電電力量のうち、他社に提供した電力量 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

系統電力使用量が 
削減される。 

EN-R-008：風力発電設備の導入 

電力会社 風力発電設備 

系統電力を供給 



  
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） 

• ０２３ 風力発電設備の導入（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 

• リーケージ排出（電力制御装置の使用
による排出等）を明確にし、影響度に
応じた取扱い※１を設定 

• 環境価値を有しており、ダブルカウント
の防止措置が取られている場合は逆
潮流分についてもクレジット化が可能 

－ 

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】 

※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】 再生可能エネルギー熱を利用する発電設備を導入することにより、系統電力等の使用
量を削減する。 

【適用条件】 ① 再生可能エネルギー熱を利用する発電設備を設置すること。 
② 原則として、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場合には、その媒体が漏洩しない構造であること。 
④ 発電した電力が系統電力等を代替するものであること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後に自家消費した発電電力量を、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】 再生可能エネルギー熱を利用する発電設備による発電電力量 
発電電力量のうち、他社に提供した電力量 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

系統電力使用量が 
削減される。 

EN-R-010：再生可能エネルギー熱を利用する発電設備の導入 

電力会社 
バイナリー発電設備等 

集
熱 

熱
交
換 

再生可能エネルギー熱 
（温泉熱、地熱、太陽熱） 

温水 

系統電力を供給 



  
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） 

• ０４８ 再生可能エネルギー熱を利用し
た発電設備の導入（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 

• リーケージ排出（電力制御装置の使用
による排出等）を明確にし、影響度に
応じた取扱い※１を設定 

• 環境価値を有しており、ダブルカウント
の防止措置が取られている場合は逆
潮流分についてもクレジット化が可能 

－ 

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】 

※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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