
 

 
 

３．工業プロセス分野 

①特徴 

・ 工業プロセスにおいて、利用ガスの変更又はガスの回収・分解により、温室効果ガス

の排出量を削減する方法論。 

 

②基本的な適用条件 

・ 温室効果の小さい他のガスへ変更すること又はガスを回収・分解すること。 

・ プロジェクト実施前のガス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温室効果ガス使用量に GWPを乗じることで算定。なお、温室効

果のないガスに変更する場合は排出量ゼロとなり、ガス回収・分解の場合は回収率を

割り引く。 

＜ガス転換の場合＞ 

GWPPJPJ ×= 温室効果ガス使用量排出量  
 

＜ガス回収・分解の場合＞ 

GWPPJPJ ×−×= )1( 回収率温室効果ガス使用量排出量  

 

・ 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：生産量、絶縁能力、麻酔ガス量等）を得る

場合に想定される温室効果ガス排出量を算定。 

＜ガス転換の場合＞ 

活動量活動量 PJBL =  
 

GWPBLBLBL ××= 原単位活動量排出量  









=

活動量プロジェクト実施前の

温室効果ガス使用量プロジェクト実施前の
原単位BL  

又は 
GWPBLBLBL ××= 漏洩率温室効果ガス充填量排出量  

 
＜ガス回収・分解の場合＞ 

GWPPJBL ×= 温室効果ガス使用量排出量  
 

・ 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 −=  

（資料３－１）別添７ 



 

 
 

 

④基本的なモニタリング項目 

・ PJ温室効果ガス使用量 

・ BL原単位（を作るためのプロジェクト実施前の温室効果ガス使用量及び活動量） 

 

⑤該当方法論 

方法論 No. 方法論名称 

IN-001 マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更 

IN-002 麻酔用 N2Oガス回収・分解システムの導入 

IN-003 液晶 TFTアレイ工程における SF6から COF2への使用ガス代替 

IN-004 温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入 

 



ベースライン プロジェクト実施後

【方法論のイメージ】

IN‐001：マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更

【削減方法】  プロジェクト実施前に使用していたマグネシウム溶解鋳造用カバーガスを、六フッ化硫
黄（SF6）ガスからより温室効果の小さい他のガスへと変更する。

【適用条件】 ① プロジェクト実施前のマグネシウム溶解鋳造用カバーガスをSF6ガスからより温室効
果の小さい他のガスへ変更すること。

② プロジェクト実施前のSF6ガスの使用量及びマグネシウム溶解鋳造品の生産量につ
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と同じ量のマグネシウム鋳造品を、カバーガスの変更を行わずにSF6
ガスを使用して生産する場合に想定されるSF6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代替カバーガス使用量及びマグネシウム溶解鋳造品の生
産量

プロジェクト実施前におけるSF6ガス使用量及びマグネシウム溶解鋳造品の生産量
（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）

ベースラインより
カバーガスからのGHG排出量

が削減される。

処理物

マグネシウム溶解鋳造プロセス

六フッ化硫黄

SF6
大気放出 処理物

マグネシウム溶解鋳造プロセス

より地球温暖化係数（GWP）の
低いカバーガス

低GWPガス
大気放出



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）

• ０３６ マグネシウム溶解鋳造用カバー
ガスの変更（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） －

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年間のプロジェクト実施前のSF6ガス使用量及びマグネシウム溶解鋳造品の生産量
を基にベースラインの原単位を算定すること。



【削減方法】 麻酔用一酸化二窒素（N2O）ガスが使用される医療施設において、麻酔用N2Oガス回
収・分解システムを導入することでプロジェクト実施前に無処理で大気放出させていた
N2Oガスを回収・分解する。 

【適用条件】 ① 新たに麻酔用N2Oガス回収・分解システムを導入すること。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後のN2Oガスを、麻酔ガスの回収・分解装置の導入を行わずに、大気
放出し続ける場合に想定されるN2O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N2Oガス使用量 
プロジェクト実施後のN2Oガス回収・分解装置における電力使用量 

ベースライン        
【方法論のイメージ】 

IN-002：麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入 

回収・分解されず放出 

N2O 
N2O 

N2O 

N2O 

麻酔ガス 

麻酔器 

N2O O2 

余剰麻酔ガス 
排除装置 

余剰麻酔ガス 

※麻酔ガスは患者の 
体内に取り込まれた後、 
吸収されることなく 
余剰ガスとして排除装置へ 

ベースラインより 
N2O大気放出量が 

削減される。 

麻酔ガス 

麻酔器 

N2O O2 

余剰麻酔ガス 

※麻酔ガスは患者の 
体内に取り込まれた後、 
吸収されることなく 
余剰ガスとして排除装置へ 

プロジェクト実施後        

N2O分解システム 

余剰麻酔を回収・分解 

余剰麻酔ガス 
排除装置 



  
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） 

• ０３７ 麻酔用一酸化二窒素回収・分
解システムの導入（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 

• プロジェクトごとの追加性証明は不要
（ポジティブリスト） － 

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】 液晶TFTアレイ工程のエッチング加工にてエッチングガスとして用いられる六フッ化硫
黄（SF6）を主成分とするガスを、フッ化カルボニル（COF2）を主成分とするガスに切り
替え、除害後のSF6ガスの放出を回避する。 

【適用条件】 ① エッチング加工で使用するガスを、SF6ガスからCOF2ガスに切り替えること 
② プロジェクト実施後に製造品目やエッチング加工工程等で大幅な変更を行わないこと 
③ プロジェクト実施前のSF6ガス使用量及びマザーガラスのエッチング加工枚数につい

て、原則、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】 

 COF2ガスへの代替を行わずにSF6ガスを使用してプロジェクト実施後と同じ量のマ
ザーガラスを加工する場合に想定される温室効果ガス排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後におけるマザーガラス加工枚数 
プロジェクト実施前におけるマザーガラス加工枚数及びSF6ガス使用量 
 （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】 

IN-003:液晶TFTアレイ工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替 

SF6 
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SF6ガス 
COF2ガス 

COF2に代替 
することにより 

SF6の放出が回避される 

液晶TFTアレイ行程の 
エッチング工程にて 

SF6を使用 



【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） 

－ 
• Ｉ００１ 液晶製造工程におけるSF6か

らCOF2への使用ガス代替（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） 

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。 



【削減方法】 温室効果ガス不使用の絶縁開閉装置・遮断器を導入することにより、六フッ化硫黄
（SF6）ガスの使用量を削減する。 

【適用条件】 ① 温室効果ガス不使用の絶縁開閉装置・遮断器を導入すること。ただし、ベースライン
の絶縁開閉装置・遮断器が温室効果ガス不使用である場合は除く。 

【ベースライン 
 排出量の考え方】 

プロジェクト実施後の絶縁能力（対応電圧・電流）を、プロジェクト実施後の温室効果ガ
ス不使用の絶縁開閉装置・遮断器ではなく、ベースラインのSF6ガス使用絶縁開閉装
置・遮断器で実現する場合に想定されるSF6排出量。 

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施前におけるSF6ガス充填量 
 （更新プロジェクトの場合）装置更新時におけるSF6ガスの回収量 
 （更新プロジェクトの場合）装置更新前後のSF6ガス封入部の圧力 

ベースライン        プロジェクト実施後        

【方法論のイメージ】 

IN-004：温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入 

ベースラインより 
SF6使用量が 
削減される。 

SF6使用装置 SF6ガス 

SF6充填 

温室効果ガス
不使用装置 

温室効果ガス
の充填不要 



  
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） 

－ • Ｉ００２ 温室効果ガス不使用絶縁開閉
装置等の導入（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 － （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】 
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