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方法論 EN-S-028(ver.1.0) ハイブリッド式建設機械・産業車両の更新 

方法論番号 EN-S-028 Ver.1.0 
方法論名称 ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、効率のよいハイブリッド式の建設機械・産業車両へ更新することにより、化石燃

料等の使用量を削減する排出削減活動を対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件を満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：ベースライン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・産業車両に更新すること。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
ベースラインのエンジン式建設機械・産業車両は、更新前の建設機械・産業車両とする。 
走行を主たる目的とする車両をハイブリッド式へ更新する場合や、エンジン式の建設機械・産業

車両をプラグインハイブリッド方式の建設機械・産業車両へ更新する場合には、本方法論を適用す

ることはできない。 
ここでの「効率のよい」とは、以下に表されるエネルギー使用原単位がプロジェクト実施前と比

べて小さくなっていることをいう。 

単位作業量等

エネルギー使用量
エネルギー使用原単位 =  

 
なお、ハイブリッド式の建設機械・産業車両へと更新する場合であっても、以下のいずれかに該

当する場合には条件 1 を満たさないこととする。 
①更新前の建設機械・産業車両の情報がない場合 
②故障若しくは老朽化等により更新前の建設機械・産業車両を継続利用できない場合又は継続利

用できても導入から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 
③更新後の建設機械・産業車両によって可能となる作業内容が更新前の建設機械・産業車両の設

備で実現し得ない場合※1 
※1：ただし、建設機械・産業車両の使用実態に変更が無いことが証明できる場合は、③の条件

の確認については省略することができる。 
 
 

2．排出削減量の算定 
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PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 

エンジン式

建設機械・

産業車両の

使用 

CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインのエンジン式建設機械・産業車両の使用に

伴う化石燃料の使用による排出量 

プロジェクト

実施後 

排出量 

ハイブリッ

ド式建設機

械・産業車

両の使用 

CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後のハイブリッド式建設機械・産業車

両の使用に伴う化石燃料の使用による排出量 
 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

fuelPJfuelPJfuelPJPJ CEFHVFEM ,,, ××=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

FPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両における燃料

使用量 

t/年,kL/年,Nm3/年等 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両で使用する燃

料の単位発熱量 

GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

CEFPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両で使用する化

石燃料の単位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の作業量を、プロジェクト実施後のハ

イブリッド式建設機械・産業車両ではなく、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 排出量とする。 
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５．ベースライン排出量の算定 

fuelBL
PJ

BL
fuelPJfuelPJBL CEF

BU
BUHVFEM ,,, ×××=  （式 3） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

FPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両における燃料

使用量 

kL/年 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両で使用する燃

料の単位発熱量 

GJ/kL 

BUBL ベースラインの建設機械・産業車両のエネルギー使用原

単位 

GJ/単位作業量 

BUPJ プロジェクト実施後の建設機械・産業車両のエネルギー

使用原単位 

GJ/単位作業量 

CEFBL,fuel ベースラインの建設機械・産業車両で使用する燃料の単

位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• 式 3 中のベースラインの建設機械・産業車両のエネルギー使用原単位（BUBL）及びプロジェク

ト実施後の建設機械・産業車両のエネルギー使用原単位（BUPJ）を、プロジェクト実施前後の

代表的な作業に対する燃料使用量をもとに算定する場合は、以下の式にて算定する。その場合、

BUBL 及び BUPJの分母である作業量は、過去のエネルギー使用量と相関関係を示す等により、

エネルギー使用量に最も影響を与えることを合理的に説明する必要がある。 

before

fuelBLfuelbefore
BL P

HVF
BU ,, ×

=  （式 4） 

PJ

fuelPJfuelPJ
PJ P

HVF
BU ,, ×

=  （式 5） 

記号 定義 単位 

BUBL ベースラインの建設機械・産業車両のエネルギー使用

原単位 

GJ/単位作業量 

BUPJ プロジェクト実施後の建設機械・産業車両のエネルギ

ー使用原単位 

GJ/単位作業量 

Fbefore,fuel プロジェクト実施前の建設機械・産業車両における燃

料使用量 

kL/年 

Pbefore プロジェクト実施前の建設機械・産業車両における作 作業量/年 
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業量 

HVBL,fuel ベースラインの建設機械・産業車両で使用する燃料の

単位発熱量 

GJ/kL 

FPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両における燃

料使用量 

kL/年 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の建設機械・産業車両で使用する

燃料の単位発熱量 

GJ/kL 

PPJ プロジェクト実施後の建設機械・産業車両における作

業量 

作業量/年 

 

 

 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

PPJ プロジェクト実施

後の建設機械・産業

車両における作業

量（作業量/年 等） 

・作業記録をもとに算定 対象期間で累計 ※1 

※3 

FPJ,fuel プロジェクト実施

後の建設機械・産業

車両における燃料

使用量（kL/年） 

・燃料計による計測 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

対象期間で累計  

Pbefore プロジェクト実施

前の建設機械・産業

車両における作業

量（作業量/年 等） 

・作業記録をもとに算定 【要求頻度】 

原則、プロジェクト開始直近の 1

年間以上の実績を累計 

※1 

※2 

※3 

Fbefore,fuel プロジェクト実施

前の建設機械・産業

車両における燃料

使用量（kL/年） 

・燃料計による計測 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

【要求頻度】 

原則、プロジェクト開始直近の 1

年間以上の実績を累計 

※2 

 
2) 係数のモニタリング 
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モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

BUPJ プロジェクト実施

後の建設機械・産業

車両におけるエネ

ルギー使用原単位

（GJ/単位作業量 

等） 

・メーカーによる試験データをもとに

算定 

－ ※4 

HVPJ,fuel プロジェクト実施

後の建設機械・産業

車両で使用する燃

料の単位発熱量

（GJ/kL） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※5 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFPJ,fuel プロジェクト実施

後の建設機械・産業

車両で使用する燃

料の単位発熱量当

たりの CO2 排出係

数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※5 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

BUBL ベースラインの建

設機械・産業車両に

おけるエネルギー

使用原単位（GJ/単

位作業量 等） 

・メーカーによる試験データをもとに

算定 

－ 

 

※4 

CEFBL,fuel ベースラインの建

設機械・産業車両で

使用する燃料の単

位発熱量当たりの

CO2 排出係数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※5 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

HVBL,fuel ベースラインの建

設機械・産業車両で

使用する燃料の単

位発熱量（GJ/kL） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※5 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 
＜※1＞ 
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• プロジェクト実施前後の建設機械・産業車両の作業量（Pbefore及び PPJ）は、原則、プロジェク

ト実施前後で統一された条件で計測されたものであることが必要である。ただし、保守的な値

となる場合はこの限りではない。 
• プロジェクト実施前後の建設機械・産業車両の作業量（Pbefore及び PPJ）は、エネルギー使用量

と相関関係を示す指標を設定する必要があり、その設定に当たっては、当該指標がエネルギー

使用量に最も影響を与えるものであることを合理的に説明しなければならない。 
＜※2＞ 

• ベースラインの建設機械・産業車両のエネルギー使用原単位に使用する、プロジェクト実施前

の建設機械・産業車両の作業量（Pbefore）及びプロジェクト実施前の建設機械・産業車両におけ

る燃料使用量（Fbefore,fuel）は原則としてプロジェクト実施前１年間の累積値を把握することが

必要である。ただし、エネルギー使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリング

データ等によって合理的に示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよ

い。 
＜※3＞ 

• 一般社団法人日本建設機械施工協会規格に基づいて計測された燃料消費量等をBUBL及びBUPJ

として用いてもよい。 
＜※4＞ 

• ベースラインの建設機械・産業車両におけるエネルギー使用原単位（BUBL）及びプロジェクト

実施後の建設機械・産業車両におけるエネルギー使用原単位（BUPJ）は、原則、プロジェクト

実施前後で統一された条件で計測されたものであることが必要である。ただし、保守的な値と

なる場合はこの限りではない。 
＜※5＞ 

• 排出量の算定に用いる燃料の単位発熱量は、高位発熱量（総発熱量）か低位発熱量（真発熱量）

のいずれかに統一することが必要である。また、プロジェクト実施前後で統一するため、低位

発熱量（真発熱量）のデフォルト値を使用する場合は、「モニタリング・算定規程」に定める換

算係数を用いて低位発熱量（真発熱量）を求めること。 
 

７．付記 

 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件１を満たす

ことを示す資料 
・プロジェクト実施後の建設機械・産業車両の設備概要が分かる資料（仕様書等） 

・プロジェクト実施前の建設機械・産業車両の設備概要や使用年数等が分かる資料（仕

様書等） 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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方法論 EN-S-029(ver.1.0) 天然ガス自動車の導入 

方法論番号 EN-S-029 Ver.1.0 
方法論名称 天然ガス自動車の導入 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、天然ガス自動車を導入することにより、化石燃料等の使用量を削減する排出削減

活動を対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件を満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：ベースラインの化石燃料を使用する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。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
ここでの「低炭素」とは、エネルギー消費効率と燃料の排出係数から算出した、単位走行距離当

たりの CO2 排出量（tCO2/km）が低下することをいう。 
排出係数エネルギー消費効率排出量単位走行距離当たりの 22 COCO ×=  

なお、プロジェクト実施前にバイオマス燃料専用車が使用されている場合には、本方法論を適用

できない。 
ベースラインの自動車には、それぞれ以下を想定する。 

（1）自動車を更新するプロジェクトの場合 
ベースラインの自動車は、更新前の自動車である。 
ただし、自動車を更新する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、自動車を新規

導入するプロジェクトとしなければならない。 
①更新前の自動車のエネルギー消費効率等の仕様が取得できない場合 
②故障若しくは老朽化等により更新前の自動車を継続利用できない場合又は継続利用できても導

入から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 
 

（2）自動車を新規導入するプロジェクトの場合 
ベースラインの自動車は、標準的な自動車である。 
標準的な自動車は、原則として、以下のように設定するが、プロジェクトにより導入される設備

が代替し得る設備に係る一般的な状況（設備の普及状況及び設備投資の経済性）及び当該プロジェ

クト固有の状況を踏まえた合理的な説明ができる場合はこの限りではない。 
①設備群の特定 
ガソリン自動車とする。 

②設備の特定 

プロジェクトにより導入される天然ガス自動車のボディ形状、車体寸法及び出力等を勘案し、
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同等のクラスのガソリン自動車とする。 
③設備効率の設定 

トップランナー基準を活用する。 
 
 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 
自動車の使

用 
CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインの自動車の使用に伴う化石燃料の使用によ

る排出量 

プロジェクト

実施後 

排出量 

天然ガス自

動車の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後の天然ガス自動車の使用に伴う天然

ガスの使用による排出量 
 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

fuelPJfuelPJPJPJ CEFHVFEM ,, ××=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

FPJ プロジェクト実施後の天然ガス自動車における天然ガスの使

用量 

Nm3/年 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の天然ガス自動車で使用する天然ガスの

単位発熱量 

GJ/Nm3 

CEFPJ,fuel プロジェクト実施後の天然ガス自動車で使用する天然ガスの

単位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 
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本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の走行距離を、プロジェクト実施後の

天然ガス自動車ではなく、ベースラインの自動車で走行する場合に想定される CO2 排出量とする。 

PJBL DD =  （式 3） 

PJPJPJ FD ε ×=  （式 4） 

記号 定義 単位 

DBL ベースラインの自動車の走行距離 km/年 

DPJ プロジェクト実施後の天然ガス自動車の走行距離 km/年 

FPJ プロジェクト実施後の天然ガス自動車における天然ガスの使

用量 

Nm3/年 

εPJ 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 km/Nm3 

 
＜補足説明＞ 

• 計量器を用いて、プロジェクト実施後の天然ガス自動車の走行距離（DPJ）を計測できる場合は、

直接計測した DPJを用いることができる。 
 
 

５．ベースライン排出量の算定 

fuelBLfuelBL
BL

BLBL CEFHVDEM ,,
1

×××=
ε

 （式 5） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

DBL ベースラインの自動車の走行距離 km/年 

εBL ベースラインの自動車のエネルギー消費効率 km/kL, km/Nm3等 

HVBL,fuel ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL, GJ/Nm3等 

CEFBL,fuel ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱量当

たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 



 

4 

方法論 EN-S-029(ver.1.0) 天然ガス自動車の導入 

1) 活動量のモニタリング 
モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

DPJ プロジェクト実施後

天然ガス自動者の走

行距離（km/年） 

・計測 

・プロジェクト実施後の天然ガス使用

量及びエネルギー消費効率をもとに

算定 

対象期間で累計 

 

 

FPJ プロジェクト実施後

の天然ガス自動車に

おける天然ガス使用

量（Nm3/年） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・計測 

対象期間で累計 

 

 

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

εPJ 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

（km/Nm3） 

・計測 【要求頻度】 

年 1 回以上 

※1 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

― 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後

の天然ガス自動車で

使用する天然ガスの

単位発熱量

（GJ/Nm3） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFPJ,fuel プロジェクト実施後

の天然ガス自動車で

使用する天然ガスの

単位発熱量当たりの

CO2 排出係数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

εBL ベースラインの自動

車のエネルギー消費

効率（km/kL, 

km/Nm3 等）  

・計測 プロジェクト実施前に 1 回以上 ※1 

※3 
・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用（自動車を新規導入

するプロジェクトについては、条件 1

で求めた標準的な設備の効率値を使

用） 

― 

HVBL,fuel ベースラインの自動

車で使用する燃料の

単位発熱量（GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使 【要求頻度】 
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用する場合には、供給会社提供値を

利用 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFBL,fuel ベースラインの自動

車で使用する燃料の

単位発熱量当たりの

CO2 排出係数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 
＜※1＞ 

• プロジェクト実施前後の車両のエネルギー消費効率（εPJ及びεBL）は、原則として、プロジェク

ト実施前後で統一された測定条件（10・15 モード燃費値、JC08 モード燃費値等）で計測され

たものであることが必要である（カタログ値を使用する場合も同様）。ただし、保守的な値とな

る場合はこの限りではない。 
＜※2＞ 

• 排出量の算定に用いる燃料の単位発熱量は、高位発熱量（総発熱量）か低位発熱量（真発熱量）

のいずれかに統一することが必要である。また、プロジェクト実施前後で統一するため、低位

発熱量（真発熱量）のデフォルト値を使用する場合は、「モニタリング・算定規程」に定める換

算係数を用いて低位発熱量（真発熱量）を求めること。 
＜※3＞ 

• 自動車を新規導入するプロジェクトでは、下記の値を使用する。 
○ガソリン又は軽油を燃料とする乗車定員 10 人以下のもの 

出所：資源エネルギー庁 
 

 

７．付記 
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＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件1を満たすこ

とを示す資料 
・プロジェクト実施後の天然ガス自動車の概要が分かる資料（仕様書等） 

・更新プロジェクトの場合は、プロジェクト実施前の自動車の概要や使用年数等が分か

る資料（仕様書等） 

・新規プロジェクトの場合は、条件1に従って選定したベースラインの自動車の概要が

分かる資料（仕様書等） 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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方法論 EN-S-030(ver.1.0) 印刷機の更新 

方法論番号 EN-S-030 Ver.1.0 
方法論名称 印刷機の更新 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、効率のよい印刷機へ更新することにより、電力使用量を削減する排出削減活動を

対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：ベースラインの印刷機よりも効率のよい印刷機に更新すること。 
• 条件 2：プロジェクト実施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、

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。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
ベースラインの印刷機は、更新前の印刷機とする。 
本方法論において対象とする印刷機とは、刷版を用いて印刷を行う電気駆動の機械をいい、給紙

装置、印刷機本体、印刷機を含むものとする。 
印刷機の効率向上は、以下に表される電力使用原単位がプロジェクト実施前と比べて小さくなっ

ていることで確認する。 

印刷枚数等

電力使用量
電力使用原単位 =  

 
なお、印刷機を更新する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、条件 1 を満たさ

ないこととする。 
①更新前の設備の情報がない場合 
②故障若しくは老朽化等により更新前の設備を継続利用できない場合又は継続利用できても導入

から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 
③更新後の設備によって得られる生産能力以外の能力特性（印刷物の品質等）が更新前の設備で

実現し得ない場合※1 
④更新後の設備の生産能力が更新前の設備の生産能力に対して 1.5 倍を超える場合※1 
※1：ただし、印刷機での印刷物の生産実態に変更がないことが証明できる場合は、③又は④の

条件の確認については省略することができる。 
 
熱源設備のみを更新するプロジェクトについては、方法論「EN-S-001 ボイラーの導入」等の熱

源設備の導入に係る方法論を適用すること。 
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条件 2： 
ベースラインの印刷機の電力使用原単位の算定に使用する、プロジェクト実施前の印刷機におけ

る電力使用量及び印刷枚数等については、原則として、プロジェクト実施前の 1 年間の累積値の把

握が必要である。ただし、電力使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ

等によって合理的に示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
 
 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 

印刷機の 

使用 
CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインの印刷機の使用に伴う電力の使用による排

出量 

プロジェクト

実施後 

排出量 

印刷機の 

使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後の印刷機の使用に伴う電力の使用に

よる排出量 
 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

tyelectricitPJPJ CEFELEM ,×=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

ELPJ プロジェクト実施後の印刷機における電力使用量 kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量は、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

機ではなく、ベースラインの印刷機から得る場合に想定される CO2 排出量とする。 
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PJBL PP =  （式 3） 
記号 定義 単位 

PBL ベースラインの印刷機における印刷枚数等 枚/年 等 

PPJ プロジェクト実施後の印刷機における印刷枚数等 枚/年 等 

 

 

５．ベースライン排出量の算定 

tyelectricitBLBLBL CEFBUPEM ,××=  （式 4） 

before

before
BL P

ELBU =  （式 5） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

PBL ベースラインの印刷機における印刷枚数等 枚/年 等 

BUBL ベースラインの印刷機の電力使用原単位 kWh/枚 等 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

ELbefore プロジェクト実施前の印刷機における電力使用量 kWh/年 

Pbefore プロジェクト実施前の印刷機における印刷枚数等 枚/年 等 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前の印刷機における電力使用量（ELbefore）及びプロジェクト実施前の印刷機

における印刷枚数等（Pbefore）は、プロジェクト実施前の実績値を用いる。 
 

 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応じてモ

ニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に従い、

モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングすること。 
 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

PPJ プロジェクト実施

後の印刷機におけ

る印刷枚数等（枚/

年 等） 

・生産記録をもとに算定 対象期間で累計 ※1 



 

4 

方法論 EN-S-030(ver.1.0) 印刷機の更新 

ELPJ プロジェクト実施

後の印刷機におけ

る電力使用量

（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

 

対象期間で累計  

Pbefore プロジェクト実施

前の印刷機におけ

る印刷枚数等（枚/

年 等） 

・生産記録をもとに算定 【要求頻度】 

原則、プロジェクト開始直近の 1

年間以上の実績を累計 

※1 

※2 

ELbefore プロジェクト実施

前の印刷機におけ

る電力使用量

（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

【要求頻度】 

原則、プロジェクト開始直近の 1

年間以上の実績を累計 

※2 

 
 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係

数（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t = Cmo ･ (1-f (t)) + 

Ca(t)･f (t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（プロジ

ェクト開始日以降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2 排

出係数 

f (t) : 移行関数 

0   [0≦t<1 年]  

f (t) =    0.5   [1 年≦t<2.5 年] 

             1   [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基

づき、CEFelectricity,t として全電源

CO2 排出係数を利用することができ

る 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※3 

 

＜※1＞ 
• プロジェクト実施前後の印刷機における印刷枚数等（Pbefore及び PPJ）は、原則として、プロジ

ェクト実施前後で統一された条件で計測されたものであることが必要である。ただし、保守的

な値となる場合はこの限りではない。 
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• プロジェクト実施前後の印刷機における印刷枚数等（Pbefore及び PPJ）は、電力使用量と相関関

係を示す指標（例：印刷枚数等）を設定する必要があり、設定に当たっては、当該指標が電力

使用量に最も影響を与えるものであることを合理的に説明しなければならない。 
＜※2＞ 

• ベースラインの印刷機の電力使用原単位に使用する、プロジェクト実施前の印刷機における電

力使用量（ELbefore）及びプロジェクト実施前の印刷機における印刷枚数等（Pbefore）は原則と

して、プロジェクト実施前１年間の累積値を把握することが必要である。ただし、電力使用原

単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ等によって合理的に示せる場合に

は、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
＜※3＞ 

• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 
 

 

７．付記 

 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件1を満たすこ

とを示す資料 
・プロジェクト実施後の印刷機の設備概要が分かる資料（仕様書等） 

・プロジェクト実施前の印刷機の設備概要や使用年数等が分かる資料（仕様書等） 

適用条件2を満たすこ

とを示す資料 
・プロジェクト実施前1年間の電力使用量及び印刷枚数等が分かる資料 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施前後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を

以下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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方法論番号 EN-S-031 Ver.1.0 
方法論名称 サーバー設備の更新 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、省電力のサーバー設備へ更新することにより、電力使用量を削減する排出削減活

動を対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：プロジェクト実施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。 
• 条件 2：プロジェクト実施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、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。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
プロジェクト実施後のサーバー設備がより省電力であることは、以下に表される電力使用原単位

がプロジェクト実施前と比べて小さくなっていることで確認する。 

稼働時間

電力使用量
電力使用原単位 =  

 
サーバー設備の更新に伴い仮想化・統合化を行ってもよい。なお、サーバー設備を更新する場合

であっても、以下のいずれかに該当する場合には、条件 1 を満たさないこととする。 
①更新前の設備の情報がない場合 
②故障若しくは老朽化等により更新前の設備を継続利用できない場合又は継続利用できても導入

から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 
また、プロジェクト実施前後でサーバーの使用目的が変更（サーバーの運用方法の変更に伴い稼

動時間が増加する場合等も使用目的の変更に含む）されている場合も条件 1 を満たさないこと

とする。 
 

条件 2： 
ベースラインのサーバーの電力使用原単位の算定に使用する、プロジェクト実施前のサーバー設

備における電力使用量及び稼働時間については、原則として、プロジェクト実施前の 1 年間の累積

値の把握が必要であるが、電力使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ

等によって合理的に示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
 
 



 

2 

方法論 EN-S-031(ver.1.0) サーバー設備の更新 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 

サーバー 

設備の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインのサーバー設備の使用に伴う電力の使用に

よる排出量 

プロジェクト

実施後 

排出量 

サーバー 

設備の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後のサーバー設備の使用に伴う電力の

使用による排出量 

  
 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

tyelectricitPJPJ CEFELEM ,×=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

ELPJ 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 kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の稼働時間と等しい時間を、プロジェ

クト実施後のサーバー設備ではなく、ベースラインのサーバー設備を稼働する場合に想定される CO2 排

出量とする。 

PJBL TT =  （式 3） 
記号 定義 単位 

TBL ベースラインのサーバー設備の稼働時間 h/年 

TPJ プロジェクト実施後のサーバー設備の稼働時間 h/年 

 



 

3 

方法論 EN-S-031(ver.1.0) サーバー設備の更新 

 

５．ベースライン排出量の算定 

t,yelectricitBLBLBL CEFBUTEM ××=  （式 4） 

before

before
BL T

ELBU =  （式 5） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

TBL ベースラインのサーバー設備の稼働時間 h/年 

BUBL ベースラインのサーバー設備の電力使用原単位 kWh/h 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

ELbefore プロジェクト実施前のサーバー設備における電力使用量 kWh/年 

Tbefore プロジェクト実施前のサーバー設備の稼働時間 h/年 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前のサーバー設備における電力使用量（ELbefore）及びプロジェクト実施前の

サーバー設備の稼働時間（Tbefore）は、プロジェクト実施前の実績値を用いる。 
 

 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

TPJ プロジェクト実施

後のサーバー設備

における稼働時間

（h/年） 

・稼働記録をもとに算定 対象期間で累計 ※1 

ELPJ 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（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

 

対象期間で累計  
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Tbefore プロジェクト実施

前のサーバー設備

の稼働時間（h/年） 

・稼働記録をもとに算定 【要求頻度】 

原則、プロジェクト開始直近の 1

年間以上の実績を累計 

※1 

※2 

ELbefore プロジェクト実施

前のサーバー設備

における電力使用

量（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

 

【要求頻度】 

原則、プロジェクト開始直近の 1

年間以上の実績を累計 

 

※2 

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係

数（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t = Cmo ･ (1-f (t)) + 

Ca(t)･f (t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（プロジ

ェクト開始日以降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2 排

出係数 

f (t) : 移行関数 

0   [0≦t<1 年]  

f (t) =    0.5   [1 年≦t<2.5 年] 

             1   [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基

づき、CEFelectricity,t として全電源

CO2 排出係数を利用することができ

る 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※3 

 
＜※1＞ 

• プロジェクト実施前後のサーバー設備における稼働時間（TPJ及び Tbefore）は、原則、プロジェ

クト実施前後で統一された条件で計測されたものであることが必要である。ただし、保守的な

値となる場合はこの限りではない。 
＜※2＞ 

• ベースラインのサーバー設備の電力使用原単位に使用する、プロジェクト実施前のサーバー設

備における稼働時間（Tbefore）及びプロジェクト実施前のサーバー設備における電力使用量

（ELbefore）は、原則としてプロジェクト実施前 1 年間の累積値を把握することが必要である。

ただし、電力使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ等によって合

理的に示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
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• サーバー設備の更新に伴い統合化を行う場合には、Tbeforeはプロジェクト実施前に使用していた

サーバー設備のいずれかが稼働していた時間とすること（例：サーバーA が 8 時～13 時（5h）、
サーバーB が 12 時～17 時（5h）の間稼働していた場合、Tbefore＝9h）。また、ELbeforeは全ての

サーバーの電力使用量の合計値とすること。 
＜※3＞ 

• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 
 
 

７．付記 

 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件1を満たすこ

とを示す資料 
・プロジェクト実施後のサーバー設備の設備概要が分かる資料（仕様書等） 

・プロジェクト実施前のサーバー設備の設備概要や使用年数等が分かる資料（仕様書等 

・プロジェクト実施前のサーバーの運用記録及びプロジェクト実施後のサーバーの運用

予定が分かる資料 

適用条件2を満たすこ

とを示す資料 
・プロジェクト実施前1年間の電力使用量及び稼働時間 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施前後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を

以下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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方法論番号 EN-S-032 Ver.1.0 
方法論名称 節水型水まわり住宅設備の導入 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、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排出削減活動を対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 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。 
• 条件 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。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
節水型水まわり住宅設備とは、更新の場合は便器、シャワー又は浴槽、新設の場合は便器又はシ

ャワーとする。節水型水まわり住宅設備の単位使用回数当たりの水量又は単位使用時間当たりの流

量が、製品規格（JIS）又は業界標準による算定方法において、ベースラインの水まわり住宅設備

よりも低減していることが求められる。 
 
ベースラインの水まわり住宅設備はそれぞれ以下を想定する。 
（1）水まわり住宅設備を更新するプロジェクトの場合 
ベースラインの水まわり設備は、プロジェクト実施前の水まわり設備である。 
ただし、便器又はシャワーを更新する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、便

器又はシャワーを新設するプロジェクトとしなければならない。また、浴槽を更新するプロジェク

トであっても以下のいずれかに該当する場合には、条件 1 を満たさないこととする。 
①更新前の設備の効率等の仕様が取得できない場合 
②故障又は老朽化等により更新前の設備を継続利用できない場合 
③更新後の設備の使用水流量以外の能力特性（例：温水洗浄便座、脱臭機能、ジャグジー機能又

は 24 時間風呂等）が更新前の設備で実現し得ない場合 
 
（2）水まわり設備を新設するプロジェクトの場合 

ベースラインの水まわり設備は、標準的な水まわり設備である。 
標準的な水まわり設備は原則として、以下のように設定するが、プロジェクトにより導入される

設備が代替し得る設備に係る一般的な状況（設備の普及状況及び設備投資の経済性）及び当該プロ

ジェクト固有の状況を踏まえた合理的な説明ができる場合はこの限りではない。 
①設備群の特定 
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便器及びシャワーのみを対象とする。節水以外の機能（例：温水便座又は脱臭機能等）が加わっ

た場合には、当該追加された機能を持つ便器及びシャワーを設定しなければならない。 
②設備・設備効率の特定 

◆便器 
便器の標準的な設備効率として、1 回当たりの洗浄水量を設定する。 
大便器の洗浄水量については 6L/回とし、小便器の洗浄水量については 6L/回の大便器の場合に

おいて一般的に設定される 5L/回を置く。 
◆シャワー 

シャワーの標準的な設備効率として、社団法人日本バルブ工業会の定める方法により測定した

最適流量（一番使いやすいと感じる流量）を設定する。 
最適流量については 8.5L/分と置く。 

 
条件 2： 
浄化槽を算定対象の設備とする場合、ポンプ等の動力設備を備えた設備に限ることとする。 

 
 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2/年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 
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＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 
項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 

上水道及び

下水道又は

浄化槽の 

使用 

CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインの水まわり住宅設備における水利用に伴う

電力又は化石燃料の使用による排出量 

給湯設備の

使用※ 
CO2 

【主要排出活動】 

給湯設備の使用に伴う電力又は化石燃料の使用による排

出量 

プロジェクト

実施後排出量 

上水道及び

下水道又は

浄化槽の 

使用 

CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後の水まわり住宅設備における水利用

に伴う電力又は化石燃料の使用による排出量 

給湯設備の

使用※ 
CO2 

【主要排出活動】 

給湯設備の使用に伴う電力又は化石燃料の使用による排

出量 
 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

HPJWPJPJ EMEMEM ,, +=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,W 上水道及び下水道又は浄化槽の使用によるプロジェクト実施後

排出量 

tCO2/年 

EMPJ,H 給湯設備の使用によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

 
a) 上水道及び下水道又は浄化槽の使用によるプロジェクト実施後排出量 

waterPJWPJ CEFWCEM ×= 　,  （式 3） 

β×= 　　 PJPJ BUWC   （式 4） 

記号 定義 単位 

EMPJ,W 上水道及び下水道又は浄化槽の使用によるプロジェクト

実施後排出量 

tCO2/年 

WCPJ プロジェクト実施後の水まわり住宅設備における水使用

量 

L/年 

CEFwater 水の CO2 排出係数 tCO2/L 
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BUPJ 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 L/回、L/分 等 

β プロジェクト実施後の水まわり住宅設備の使用回数等 回/年、分/年 等 

 
＜補足説明＞ 

• 水の CO2 排出係数（CEFwater）は、水の単位体積当たりの上水道及び下水道又は浄化槽におけ

るエネルギー使用に伴う CO2 排出量である。 
• 流量計等を用いて、プロジェクト実施後の水まわり住宅設備における水使用量（WCPJ）を計測

できる場合は、直接計測した WCPJを用いることができる。 
 
b) 給湯設備の使用によるプロジェクト実施後排出量 

• 給湯設備の使用による排出量については、ベースライン及びプロジェクト実施後のいずれも算

定対象とするか、いずれも算定対象外とするかのどちらかとすること。 
 

b-1) プロジェクト実施後の給湯用生成熱量の算定 

3
,,, 10−×××∆×= 　　　　 heatheatheatPJheatPJheatPJ CTWCQ ρ  （式 5） 

heatPJheatPJ BUWC β×= 　,  （式 6） 

記号 定義 単位 

QPJ,heat プロジェクト実施後の給湯用生成熱量 GJ/年 

WCPJ,heat 給湯設備で加熱されたプロジェクト実施後の水使用量 m3/年 

∆TPJ,heat プロジェクト実施後の給湯設備で加熱された水の加熱前

後の温度差 

K 

Cheat 水の比熱 MJ/(t・K) 

ρheat 水の密度 t/m3 

BUPJ 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 L/回、L/分 等 

βheat プロジェクト実施後の給湯設備で加熱された水を使用し

た水まわり住宅設備の使用回数等 

回/年、分/年 等 

 
＜補足説明＞ 

• 熱量計を用いて、プロジェクト実施後の給湯用生成熱量（QPJ,heat）を計測できる場合は、直接

計測した QPJ,heat を用いることができる。 
 

b-2) プロジェクト実施後の給湯用エネルギー使用による排出量の算定 
 b-2-1) 給湯設備が電力で稼動する場合 

tyelectricit
heat

heatPJHPJ CEFQEM ,3,, 106.3
1100

×
×

××= −ε
   （式 7） 
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記号 定義 単位 

EMPJ,H 給湯設備の使用によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

QPJ,heat プロジェクト実施後の給湯用生成熱量 GJ/年 

εheat 給湯設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
b-2-2) 給湯設備が燃料で稼動する場合 

fuelPJ
heat

heatPJHPJ CEFQEM ,,,
100

××=
ε

 （式 8） 

記号 定義 単位 

EMPJ,H 給湯設備の使用によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

QPJ,heat プロジェクト実施後の給湯用生成熱量 GJ/年 

εheat 給湯設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFPJ,fuel 給湯設備で使用する燃料の単位発熱量当たりの CO2 排出

係数 

tCO2/GJ 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量は、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で実施す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 排出量とする。 

βα =  （式 9） 

記号 定義 単位 

α ベースラインの水まわり住宅設備の使用回数等 回/年、分/年、等 

β プロジェクト実施後の水まわり住宅設備の使用回数等 回/年、分/年、等 

 

 

５．ベースライン排出量の算定 

HBLWBLBL EMEMEM ,, +=  （式 10） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMBL,W 上水道及び下水道又は浄化槽の使用によるベースライン

排出量 

tCO2/年 

EMBL,H 給湯設備の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 
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a) 上水道及び下水道又は浄化槽の使用によるベースライン排出量 

waterBLWBL CEFWCEM ×= 　,  （式 11） 

α×= BLBL BUWC  （式 12） 

before

before
BL

WCBU
α

=　  （式 13） 

記号 定義 単位 

EMBL,W 上水道及び下水道又は浄化槽の使用によるベースライン

排出量 

tCO2/年 

WCBL ベースラインの水回り住宅設備における水使用量 L/年 

CEF water 水の CO2 排出係数 tCO2/L 

BUBL ベースラインの水まわり住宅設備の水使用原単位 L/回、L/分、等 

α ベースラインの水まわり住宅設備の使用回数等 回/年、分/年、等 

WCbefore プロジェクト実施前の水回り住宅設備における水使用量 L/年 

αbefore プロジェクト実施前の水回り住宅設備における水使用回

数等 

回/年、分/年 等 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前の水回り住宅における水使用量（WCbefore）及び水使用回数（αbefore）は、

プロジェクト実施前の実績値を用いる。 
• 流量計等を用いて、プロジェクト実施後の水回り住宅設備における水使用（WCPJ）を実測して

いる場合、ベースラインの水回り住宅設備における水使用量（WCBL）は下記の式により算定し

てもよい。 

PJ

BL
PJBL BU

BUWCWC ×=  （式 14） 

 
b) 給湯設備の使用によるベースライン排出量 

• 給湯設備の使用による排出量については、ベースライン及びプロジェクト実施後のいずれも算

定対象とするか、いずれも算定対象外とするかのどちらかとすること。 
 

b-1) ベースラインの給湯用の生成熱量の算定 

PJ

BL
heatPJheatBL BU

BUQQ ×= ,,  （式 15） 

記号 定義 単位 
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QBL,heat ベースラインの給湯用生成熱量 GJ/年 

QPJ,heat プロジェクト実施後の給湯用生成熱量 GJ/年 

BUBL 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 

※新設の場合はベースラインとして想定する標準的な水

まわり住宅設備の水使用原単位 

L/回、L/分、等 

BUPJ 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 L/回、L/分、等 

 
 b-2) ベースラインの給湯用エネルギー使用による排出量の算定 
 b-2-1) 給湯設備が電力で稼働する場合 

tyelectricit
heat

heatBLHBL CEFQEM ,3,, 106.3
1100

×
×

××= −ε
   （式 16） 

記号 定義 単位 

EMBL,H 給湯設備の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 

QBL,heat ベースラインの給湯用生成熱量 GJ/年 

εheat 給湯設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
 b-2-2) 給湯設備が燃料で稼働する場合 

fuelPJ
heat

heatBLHBL CEFQEM ,,,
100

××=
ε

 （式 17） 

記号 定義 単位 

EMBL,H 給湯設備の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 

QBL,heat ベースラインの給湯用生成熱量 GJ/年 

εheat 給湯設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFPJ,fuel 給湯設備で使用する燃料の単位発熱量当たりの CO2 排出

係数 

tCO2/GJ 

 

 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 

1) 活動量のモニタリング 
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モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

WCPJ プロジェクト実施後

の水回り住宅設備に

おける水使用量（L/

年） 

・流量計等による計測 対象期間で累計 ※1 

β プロジェクト実施後

の水まわり住宅設備

の使用回数等（回 /

年、分/年 等） 

・計測（使用回数、使用時間） 対象期間で累計 ※1 

※3 

WCPJ,heat 給湯設備で加熱され

たプロジェクト実施

後の水使用量（㎥ /

年） 

・流量計による計測 対象期間で累計  

βheat プロジェクト実施後

に給湯設備で加熱さ

れた水を使用した水

まわり住宅設備の使

用回数等（回/年、分

/年 等） 

・計測（使用回数、使用時間） 対象期間で累計  

WCbefore プロジェクト実施前

水回り住宅設備にお

けるの水使用量（L/

年） 

・流量計による計測 【要求事項】 

原則として、プロジェクト開始直

近の 1 年間以上の実績を累計 

※1 

※2 

αbefore,t プロジェクト実施前

の水まわり住宅設備

の使用回数等（回 /

年、分/年 等） 

・計測（使用回数、使用時間） 【要求事項】 

原則として、プロジェクト開始直

近の 1 年間以上の実績を累計 

※1 

※2  

※3 

QPJ,heat プロジェクト実施後

給湯用熱量（GJ/年） 

・熱量計による計測 対象期間で累計  

 

2) 係数のモニタリング 
モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

CEFwater 水の二酸化炭素排

出係数（tCO2/L） 

・論文、報告書等の公表値を利用 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※4 
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BUPJ 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（L/回、L/分 等） 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

－  

∆TPJ, heat プロジェクト実施

後に給湯設備で加

熱された水の加熱

前後の温度差（K） 

・計量器（温度計等）で計測 連続計測（1 時間 1 回以上）  

Cheat 水の比熱（MJ/(t・

K)） 

・文献値を利用 －  

ρheat 水の密度（t/m3） ・文献値を利用 －  

BUBL 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（L/回、L/分 等） 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用（新設プロジェクト

については、条件 1 で求めた標準的

な設備の効率値を使用） 

－  

εheat 給湯設備のエネル

ギー消費効率（%） 

・使用化石燃料量及び発生熱量を実測

し、JIS に基づき熱交換効率を計算 

【要求頻度】 

年 1 回以上 

 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

― 

CEFPJ, fuel 給湯用燃料の単位

発 熱 量 当 た り の

CO2 排 出 係 数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガス（13A

以外）を使用する場合には、供給会

社提供値を利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係

数（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t = Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f 

(t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（プロジェ

クト開始日以降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2 排出

係数 

f (t) : 移行関数 

0 [0≦t<1 年] 

f (t) = 0.5 [1 年≦t<2.5 年] 

1 [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※5 
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づき、CEFelectricity,t として全電源

CO2 排出係数を利用することができ

る 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 
＜※1＞ 

• プロジェクト実施前後の水まわり住宅設備における水使用量（WCbefore 及び WCPJ）、及び、プ

ロジェクト実施前後の水まわり住宅設備の使用回数等（αbefore）及び（β）は、原則、プロジェ

クト実施前後で統一された条件で計測されたものであることが必要である。ただし、保守的な

値となる場合はこの限りではない。 
• ベースラインの水まわり住宅設備における水使用原単位（BUBL）をプロジェクト実施前水回り

住宅設備における水使用量（WCbefore）及びプロジェクト実施前の水まわり住宅設備の使用回数

等（αbefore）から、実測をもとに設定する場合、原則として 1 年間の累積値を把握すること。た

だし、水使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ等により合理的に

示せる場合にはこの限りではなく、1 年未満の期間の累積値により把握してもよい。また、原則、

プロジェクト実施前後で統一された測定条件で実測することが必要である。 
＜※2＞ 

• ベースラインの水まわり住宅設備における水使用原単位（BUBL）に使用する、プロジェクト実

施前の水まわり住宅設備における水使用量（WCbefore）及びプロジェクト実施前の水まわり住宅

設備の使用回数等（αbefore）は、原則としてプロジェクト実施前１年間の累積値を把握するこ

とが必要である。ただし、水使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデー

タ等によって合理的に示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
＜※3＞ 

• 便器に係る大便と小便の使用比率については、『トイレ使用行為の実態に関する研究－住宅にお

ける便器洗浄水由来の CO2 排出量予測－」、廣瀬ら、平成 23 年度空気・衛生工学会』の値を用

いて、使用パターンを按分することもできる。 
＜※4＞ 

• 最新の公表値を利用。当面、上水道の係数は、社団法人日本水道協会「水道統計」記載の電力

消費量及び燃料消費量並びに給水量（有効水量）を基に算定した市町村等毎の値を利用する。

また、下水道の係数は、同様に社団法人日本下水道協会「下水道統計」記載の値を基に算定し

た市町村等毎の値を利用する。なお、浄化槽の係数については、当該設備に接続されている浄

化槽の処理水量及びエネルギー消費量を計測器等で把握できる場合に利用することができる。 

＜※5＞ 
• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 
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７．付記 

 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 

適用条件1を満たすことを

示す資料 

・プロジェクト実施後の節水型水まわり住宅設備の設備概要が分かる資料（仕様書等） 

・更新プロジェクトの場合は、プロジェクト実施前の水まわり住宅設備の設備概要や使

用年数等が分かる資料（仕様書等） 

・新設プロジェクトの場合は、条件1に従って選定したベースラインの水まわり住宅設

備の設備概要が分かる資料（仕様書等） 

適用条件2を満たすことを

示す資料 

・プロジェクト実施地の上水道、下水道の配管が確認できる資料 

・水道配管図、排水系統図等 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施前後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を

以下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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方法論番号 EN-S-033 Ver.1.0 
方法論名称 外部データセンターへのサーバー設備移設による空調設備の効率化 

 

＜方法論の対象＞ 
• 本方法論は、プロジェクト実施前に自ら冷却していたサーバー設備を、効率的な空調設備のある外

部データセンターへ移設することにより、空調の電力又は化石燃料等の使用量を削減する排出削減

活動を対象とするものである。 

 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件を満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：プロジェクト実施前に自ら冷却していたサーバー設備を、外部データセンターへ移設す

ることにより、空調を効率化すること。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
サーバー設備の所有権はプロジェクト実施前後で同一である必要がある。 
なお、自ら冷却していたサーバー設備を外部データセンターへ移設する場合であっても、以下の

いずれかの条件に該当する場合には、条件 1 を満たさないこととする。 
①移設前にサーバー設備を冷却していた空調設備の効率等の仕様が取得できない場合 
②故障若しくは老朽化等により移設前にサーバー設備を冷却していた空調設備を継続利用できな

い場合又は継続利用できても導入から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 
③サーバー設備が移設前後で同一ではない場合※1 
④移設後のサーバー設備の出力当たりの空調設備の出力が移設前に対して 1.5 倍を超える場合 
※1：増設により容量が増加する場合は認められない。ただし、運用保守の範囲でサーバーの一

部を交換した場合や、移設前のブレードサーバーの最大搭載容量の範囲でブレードを追加す

る場合は除く。 
 
 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 
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＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 
項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 
空調設備の

使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施前の空調設備の使用に伴う化石燃料又

は電力の使用による排出量 

プロジェクト

実施後排出量 

空調設備の

使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後の空調設備の使用に伴う化石燃料又

は電力の使用による排出量 

サーバーの

運搬 
CO2 

【付随的な排出活動】 

サーバーの外部データセンターへの運搬に伴う化石燃料

の使用による排出量 
 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

SPJMPJPJ EMEMEM ,, +=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

 
＜主要排出活動＞ 
a)空調設備の使用によるプロジェクト実施後排出量 
a-1) プロジェクト実施後の空調設備におけるエネルギー使用量から排出量を算定する場合 
a-1-1) プロジェクト実施後の空調設備が電力で稼働する場合 

tyelectricitPJMPJ CEFELEM ,, ×=  （式 3） 

totalserverPJ

serverPJ
totalPJPJ EL

EL
ELEL

,,

,
, ×=  （式 4） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

ELPJ プロジェクト実施後の空調設備における電力使用量 kWh/年 

ELPJ,total プロジェクト実施後の空調設備における総電力使用量 kWh/年 

ELPJ, server プロジェクト実施後のプロジェクト実施者の保有するサ

ーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

ELPJ ,server,total プロジェクト実施後の空調設備によって冷却される全て kWh/年 



 

3 

方法論 EN-S-033 (ver.1.0)  外部データセンターへのサーバー設備移設による空調設備の効率化 

のサーバー設備の電力使用量 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施後の空調設備における電力使用量（ELPJ）は、プロジェクト実施後の空調設

備における総電力使用量（ELPJ,total）に、プロジェクト実施後の空調設備によって冷却される全

てのサーバー設備の電力使用量にプロジェクト者保有サーバー設備の電力使用量の占める割合

（ELPJ ,server÷ELPJ ,server,,total）を乗じて算定してもよい。 
 
a-1-2) プロジェクト実施後の空調設備が燃料で稼働する場合 

fuelPJfuelPJfuelPJMPJ CEFHVFEM ,,,, ××= 　  （式 5） 

totalserverPJ

serverPJ
totalfuelPJfuelPJ EL

ELFF
,,

,
,,, ×= 　  （式 6） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

FPJ,fuel プロジェクト実施後の空調設備における燃料使用量 t/年,kL/

年,Nm3/年等 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の空調設備で使用する燃料の単位発

熱量 

GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3 等 

F PJ,fuel,total プロジェクト実施後の空調設備における総燃料使用量 t/年,kL/年,Nm3/年

等 

ELPJ,server プロジェクト実施後のプロジェクト実施者の保有するサ

ーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

ELPJ,server,total プロジェクト実施後の空調設備によって冷却される全て

のサーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

CEFPJ,fuel CO2 排出係数プロジェクト実施後の空調設備で使用する

燃料の単位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施後の空調設備における燃料使用量（FPJ,fuel）は、プロジェクト実施後の空調

設備における総燃料使用量（FPJ, fuel, total）に、プロジェクト実施後の空調設備によって冷却さ

れる全てのサーバー設備の電力使用量にプロジェクト者保有サーバー設備の電力使用量の占め

る割合（ELPJ ,server÷ELPJ ,server,,total）を乗じて算定してもよい。 
 
a-2) プロジェクト実施後の空調設備における使用熱量から排出量を算定する場合 
a-2-1) プロジェクト実施後の空調設備が電力で稼働する場合 
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tyelectricit
PJ

heatPJMPJ CEFQEM ,3,,
100

106.3
1

××
×

×= − ε
 （式 7） 

totalserverPJ

serverPJ
totalheatPJheatPJ EL

EL
QQ

,,

,
,,, ×=  （式 8） 

3
,,,, 10−×××∆×= 　　　　 heatheatheatPJheatPJtotalheatPJ CTFLQ ρ  （式 9） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

QPJ,heat プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量 GJ/年 

QPJ,heat,total プロジェクト実施後の空調設備による総生成熱量 GJ/年 

ELPJ,server プロジェクト実施後のプロジェクト実施者の保有するサ

ーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

ELPJ,server,total プロジェクト実施後の空調設備によって冷却される全て

のサーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

FLPJ ,heat プロジェクト実施後の空調設備で加熱又は冷却された空

気の容量 

m3/年 

∆TPJ, heat プロジェクト実施後の空調設備で加熱又は冷却された空

気の熱利用前後の温度差 

K 

Cheat 空気の比熱 MJ/(t・K) 

ρheat 空気の密度 t/m3 

ePJ プロジェクト実施後の空調設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
＜補足説明＞ 

• 熱量計を用いて、プロジェクト実施後の空調設備による総生成熱量（QPJ,heat,total）を計測できる

場合は、直接計測した QPJ,heat,totalを用いることができる。 
 
a-2-2) プロジェクト実施後の空調設備が燃料で稼働する場合 

fuelPJ
PJ

heatPJMPJ CEFQEM ,,,
100

××=
ε

 （式 10） 

totalserverPJ

serverPJ
totalheatPJheatPJ EL

EL
QQ

,,

,
,,, ×=  （式 11） 

3
,,,, 10−×××∆×= 　　　　 heatheatheatPJheatPJtotalheatPJ CTFLQ ρ  （式 12） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 
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QPJ, heat プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量 GJ/年 

Q PJ,heat,total プロジェクト実施後の空調設備による総生成熱量 GJ/年 

ELPJ ,server プロジェクト実施後のプロジェクト実施者の保有するサ

ーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

ELPJ ,server,,total プロジェクト実施後の空調設備によって冷却される全て

のサーバー設備における電力使用量 

kWh/年 

FLPJ, heat プロジェクト実施後の空調設備で加熱又は冷却された空

気の容量 

m3/年 

∆TPJ, heat プロジェクト実施後の空調設備で加熱又は冷却された空

気の熱利用前後の温度差 

K 

Cheat 空気の比熱 MJ/(t・K) 

ρheat 空気の密度 t/m3 

ePJ プロジェクト実施後の空調設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEF PJ, fuel プロジェクト実施後の空調設備で使用する燃料の単位発

熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• 熱量計を用いて、プロジェクト実施後の空調設備による総生成熱量（QPJ,heat,total）を計測できる

場合は、直接計測した値を用いることができる。 
• 複数の種類の燃料を使用する場合には、種類ごとの燃料の使用量と単位発熱量から、プロジェ

クト実施後の空調設備による総生成熱量（QPJ,heat,total）を算定する。 
 
＜付随的な排出活動＞ 
b) サーバーの運搬によるプロジェクト実施後排出量 

• 付随的な排出活動については、妥当性確認時に排出削減見込み量に対する影響度を算定し、影

響度に応じてそれぞれ以下のように取り扱う。なお、サーバーの移転に伴う運搬は 1 回限りの

排出であるため、影響度は総排出削減見込み量に対して評価する。算定対象とする場合には 1
回目の検証時に当該排出量を含めること。 
 
                            （式 13） 
 
①影響度が 5％以上の場合：モニタリングを行い排出量の算定を行う。 
②影響度が 1％以上 5％未満の場合：排出量のモニタリングを省略することができる。ただし、

省略した場合は、妥当性確認時に、影響度を算定し、検証時に当該影響度を排出削減量に乗

じることで当該排出量の算定を行う。 
③影響度が 1％未満の場合：排出量の算定を省略することができる。 

 

サーバーの運搬によるプロジェクト実施後排出量 
影響度＝ 

総排出削減見込み量 
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＜付随的な排出活動の算定例＞ 
b) サーバーの運搬によるプロジェクト実施後排出量 

trasnportfuelPJtransportfuelPJtransportfuelPJSPJ CEFHVFEM ,,,,,,, ××=  （式 14） 

記号 定義 単位 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

FPJ,fuel,transport プロジェクト実施後のサーバーの運搬における化石燃料

の使用量 

kl/年 

HVPJ,fuel,transport プロジェクト実施後のサーバーの運搬に使用した化石燃

料の単位発熱量 

GJ/kl 

CEFPJ,fuel,transport プロジェクト実施後のサーバーの運搬に使用した化石燃

料の CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

＜運搬車両からの排出量算定について＞ 
• プロジェクト実施後の付随的な排出量（EMPJ,S）の算定に当たっては、燃費法又はトンキロ法を使

用してもよい。燃費法及びトンキロ法の詳細については「モニタリング・算定規程」の別冊を参照

すること。 
• 運搬に係る貨物車両の最大積載量が不明な場合は、当該貨物車両の最大積載量を 2,000kg としても

よい。 
 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量を、プロジェ

クト実施後の空調設備ではなく、ベースラインの空調設備から得る場合に想定されるCO2排出量とする。 
1) プロジェクト実施後の空調設備が電力で稼働する場合 

3
,, 106.3

100
−×××== PJ

PJheatPJheatBL ELQQ e
 （式 15） 

記号 定義 単位 

QBL,heat ベースラインの空調設備による生成熱量 GJ/年 

QPJ,heat プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量 GJ/年 

ELPJ プロジェクト実施後の空調設備における電力使用量 kWh/年 

ePJ プロジェクト実施後の空調設備のエネルギー消費効率 ％ 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量からプロジェクト実施後排出量を算定した場合

は、計算過程で求めたプロジェクト実施後の空調設備による生成熱量（QPJ,heat）を用いることが

できる。 
 
2) プロジェクト実施後の空調設備が燃料で稼動する場合 
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100,,,,
PJ

fuelPJfuelPJheatPJheatBL HVFQQ e
××==  （式 16） 

記号 定義 単位 

QBL,heat ベースラインの空調設備による生成熱量 GJ/年 

QPJ,heat プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量 GJ/年 

FPJ,fuel プロジェクト実施後の空調設備における燃料使用量 t,kL,Nm3等 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の空調設備で使用する燃料の単位発

熱量 

GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ePJ プロジェクト実施後の空調設備のエネルギー消費効率 ％ 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施後の空調設備による生成熱量からプロジェクト実施後排出量を算定した場合

は、計算過程で求めたプロジェクト実施後の空調設備による生成熱量（QPJ,heat）を用いることが

できる。 
• プロジェクト実施後の空調設備における燃料使用量（FPJ,fuel）は、プロジェクト実施後の空調

設備における総燃料使用量（FPJ,fuel, total）に、プロジェクト者保有サーバー設備の電力使用量が、

プロジェクト実施後の空調設備によって冷却される全てのサーバー設備の電力使用量に占める

割合（ELPJ ,server÷ELPJ ,server,,total）を乗じて算定する。（式 4 参照） 
 

 

５．ベースライン排出量の算定 

1) ベースラインの空調設備におけるエネルギー使用量から算定する場合 
1-1) ベースラインの空調設備が電力で稼働する場合 

tyelectricit
BL

heatBLBL CEFQEM ,3, 106.3
1100

×
×

××= −e
 （式 17） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

QBL,heat ベースラインの空調設備による生成熱量 GJ/年 

eBL ベースラインの空調設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前後の空調設備が電力で稼働する場合、式 15 と式 17 を合わせて、以下の計

算式で計算してもよい。 

tyelectricit
BL

PJ
PJBL CEFELEM ,××=

e
e

 （式 18） 
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記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

ELPJ プロジェクト実施後の空調設備における電力使用量 kWh/年 

eBL ベースラインの空調設備のエネルギー消費効率 % 

ePJ プロジェクト実施後の空調設備のエネルギー消費効率 % 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 
 

 
1-2) ベースラインの空調設備が燃料で稼働する場合 

fuelBL
BL

heatBLBL CEFQEM ,,
100

××=
e

 （式 19） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースラインの主要排出量 tCO2/年 

QBL,heat ベースラインの空調設備による生成熱量 GJ/年 

eBL ベースラインの空調設備のエネルギー消費効率 ％ 

CEFBL,fuel ベースラインで使用する化石燃料の単位発熱量当たりの

CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前後の空調設備が燃料で稼働する場合、式 16 と式 19 を合わせて、以下の計

算式で計算してもよい。 

fuelBL
BL

PJ
fuelPJfuelPJBL CEFHVFEM ,,, ×××=

e
e

 （式 20） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

FPJ,fuel プロジェクト実施後の空調設備における燃料使用量 t,kL,Nm3等 

HVPJ,fuel プロジェクト実施後の空調設備で使用する燃料の単位発

熱量 

GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等 

eBL ベースラインの空調設備のエネルギー消費効率 % 

ePJ プロジェクト実施後の空調設備のエネルギー消費効率 % 

CEFBL,fuel ベースラインで使用する化石燃料の単位発熱量当たりの

CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

• 複数の種類の燃料を使用する場合には、種類ごとの生成熱量と単位発熱量当たりの CO2 排出係

数から、ベースライン排出量を算定する。 
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６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

ELPJ,total プロジェクト実施後

の空調設備における

総電力使用量（kWh/

年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

対象期間で累計  

ELPJ, server プロジェクト実施後

のプロジェクト実施

者の保有するサーバ

ー設備における電力

使用量（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

対象期間で累計  

ELPJ ,server,total プロジェクト実施後

の空調設備によって

冷却される全てのサ

ーバー設備における

電力使用量（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力計による計測 

対象期間で累計  

FPJ, fuel プロジェクト実施後

の空調設備における

燃料使用量（t/年,kL/

年,Nm3/年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

対象期間で累計  

F PJ,fuel, total プロジェクト実施後

の空調設備における

総 燃 料 使 用 量 （ t/

年,kL/年,Nm3/年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

対象期間で累計  

QPJ,heat プロジェクト実施後

の空調設備における

生成熱量（GJ/年） 

・熱量計による計測 対象期間で累計  

Q PJ,heat, total プロジェクト実施後

の空調設備による総

生成熱量（GJ/年） 

・熱量計による計測 対象期間で累計  

FPJ,heat プロジェクト実施後 ・流量計による計測 対象期間で累計  
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の空調設備で加熱又

は冷却された空気の

使用量（m3/年） 

FPJ,fuel,transport プロジェクト実施後

のサーバーの運搬に

おける燃料使用量（kl/

年） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

対象期間で累計  

・燃料計による計測 

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出

係数（tCO2/kWh/

年） 

・デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t = Cmo ･ (1-f (t)) + 

Ca(t)･f (t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（事業

開始日以降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2

排出係数 

f (t) : 移行関数 

0   [0≦t<1 年]  

f (t) =    0.5   [1 年≦t<2.5 年] 

             1   [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基

づき、CEFelectricity,t として全電源

CO2 排出係数を利用することがで

きる 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを

使用 

※1 

HVPJ,fuel プロジェクト実施

後の空調設備で使

用する燃料の単位

発 熱 量 （ GJ/t, 

GJ/kL, GJ/Nm3

等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを

使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFPJ,fuel プロジェクト実施

後の空調設備で使

用する燃料の単位

発熱量当たりの

CO2 排 出 係 数

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを

使用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 
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（tCO2/GJ） 都市ガス：供給元変更ごと 

∆TPJ,heat プロジェクト実施

後の空調設備で加

熱又は冷却された

空気の熱利用前後

の温度差（K） 

・温度計による計測 【要求頻度】 

定期計測（1 時間 1 回以上。

ただし、1 日の代表温度を計

測する場合は 1 日 1 回以上） 

 

・管理温度（プロジェクト者が季節別、

時間別に管理・運営している温度）

をもとに算定 

【要求頻度】 

管理・運用単位ごと 

※3 

CPJ,heat 空気の比熱（MJ/

（t・K）） 

・文献値を利用 ―  

ρPJ,heat 空気の密度（t/m3） ・文献値を利用 ―  

ePJ プロジェクト実施

後の空調設備のエ

ネルギー消費効率

（%） 

・化石燃料使用量及び生成熱量を実測

し、JIS に基づき熱交換効率を計算 

【要求頻度】 

年 1 回以上 

※4 

 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

― 

HVPJ,fuel,transport プロジェクト実施

後のサーバーの運

搬に使用する燃料

の 単 位 発 熱 量

（GJ/kl） 

・デフォルト値を利用* 

 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを

使用 

※2 

CEFPJ,fuel,transport プロジェクト実施

後のサーバーの運

搬に使用する燃料

の CO2 排出係数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 

 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを

使用 

 

eBL ベースラインの空

調設備のエネルギ

ー消費効率（%） 

・化石燃料使用量及び生成熱量を実測

し、JIS に基づき熱交換効率を計算 

プロジェクト実施前に 1 回以

上 

※4 

 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

― 

CEFBL,fuel ベースラインの空

調設備で使用する

燃料の単位発熱量

当たりの CO2 排

出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを

使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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＜※1＞ 

• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 
＜※2＞ 

• 排出量の算定に用いる燃料の単位発熱量は、高位発熱量（総発熱量）か低位発熱量（真発熱量）

のいずれかに統一することが必要である。また、プロジェクト実施前後で統一するため、低位発

熱量（真発熱量）のデフォルト値を使用する場合は、「モニタリング・算定規程」に定める換算係

数を用いて低位発熱量（真発熱量）を求めること。 
＜※3＞ 

• プロジェクト実施後の空調設備で加熱又は冷却された空気の熱利用前後の温度差（∆TPJ,heat）を

管理温度及び圧力をもとに算定する場合、当該管理温度又は圧力の変化に応じてモニタリング

が行われることを証明する必要がある。 
＜※4＞ 

• プロジェクト実施前後の設備のエネルギー消費効率を計測する場合、原則として、プロジェク

ト実施前後で統一された測定条件で計測することが必要である。 
• 燃料の予熱等（C 重油の加熱又は LNG の気化等）のためにエネルギーを使用する場合には、そ

のエネルギー使用量を考慮した効率とすること。 
 

 

７．付記 

 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件1を満たすこ

とを示す資料 
・プロジェクト実施後の外部データセンターにおける空調設備概要が分かる資料（仕様

書等） 

・プロジェクト実施前の既存設備における空調設備の設備概要や使用年数等が分かる資

料（仕様書等） 

・移設前後のサーバー設備が同一であることが分かる資料 

・移設前後のサーバー設備の出力あたりの空調設備の出力が分かる資料 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施前後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を

以下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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方法論EN-S-034 (ver.1.0) 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 

方法論番号 EN-S-034 Ver.1.0 
方法論名称 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 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、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するこ

とにより、当該車両の化石燃料の使用量を削減する排出削減活動を対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 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。 
• 条件 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。 
  

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
本方法論では、運転手にエコドライブ（渋滞回避、最適ルート及び効率等運転）を働きかける機

能を有するカーナビゲーションシステムを導入し、当該システムを利用する車両を対象とする。 
 

条件 2： 
本方法論ではエコドライブ支援システム導入前後の燃費改善率をプロジェクト実施後のデータに

基づき排出削減量を算定するため、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

ェクト実施前の最低 1 年間の燃費データが必要となる。 
 
 

２．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER −=  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライ 車両の使用 CO2 【主要排出活動】 
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ン排出量 車両の使用に伴う化石燃料の使用による排出量 

プロジェク

ト実施後排

出量 

車両の使用 CO2 
【主要排出活動】 

車両の使用に伴う化石燃料の使用による排出量 

エコドライブ支

援システムにお

けるデータ集計

※ 

CO2 

【付随的な排出活動】 

エコドライブ支援システムにおけるデータ集計に伴う

電力の使用による排出量 

※エコドライブ支援システムにおける集計用に新たにサーバ等を導入した場合のみ計上する。既存の機器を活

用する場合は、算定対象外としてよい。 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

SPJMPJPJ EMEMEM ,, +=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

 
＜主要排出活動＞ 
a) 車両の使用によるプロジェクト実施後排出量 
本方法論では、原則として、燃料法を使用しなければならない。 
ただし、エネルギー消費効率に 0.8 を乗じる場合は、燃費法を使用することができる。 
 

1) 燃料法を用いて算定する場合 

∑ ××=
i

ifuelPJifuelPJifuelPJMPJ CEFHVFEM )( ,,,,,,,   （式 3） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

FPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i における燃料使用量 kL/年 

HVPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i で使用する燃料の単位発熱

量 

GJ/kL 

CEFPJ fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i で使用する燃料の単位発熱

量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
2) 燃費法を用いて算定する場合 
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∑ ×××=
i

ifuelPJifuelPJ
ifuelPJ

iPJMPJ CEFHVDEM )1( ,,,,
,,

,, e   （式 4） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

DPJ,i プロジェクト実施後の対象車両 i の移動距離 km/年 

ePJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i のエネルギー消費効率 km/kL 

HVPJ ,fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i で使用する燃料の単位発熱

量 

GJ/kL 

CEFPJ fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i で使用する燃料の単位発熱

量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜付随的な排出活動＞ 
b) エコドライブ支援システムにおけるデータ集計によるプロジェクト実施後排出量 

• 付随的な排出活動については、妥当確認時に排出削減見込み量に対する影響度を算定し、影響

度に応じてそれぞれ以下のように取り扱う。 
①影響度が 5%以上の場合：排出量の算定を行う。 
②影響度が 1%以上 5%未満の場合：排出量のモニタリングを省略することができる。ただし、

省略した場合は、妥当性確認時に影響度を算定し、検証時に当該影響度を排出削減量に乗じ

ることで当該排出量の算定を行う。 
③影響度が 1%未満の場合：排出量の算定を省略することができる。 

 
＜付随的な排出活動の算定例＞ 
b) エコドライブ支援システムにおけるデータ集計によるプロジェクト実施後排出量 

tyelectricitPJSPJ CEFELEM ,, ×=  （式 5） 

記号 定義 単位 

EMPJ ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

ELPJ エコドライブ支援システムにおけるデータ集計による電力

使用量 

kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

• 本方法論では本システムを導入することによって追加したサーバ等のハードウェアに関する排出量

のみを算定することとし、データ処理等に用いる PC 及び端末については、プロジェクト排出に算

入しなくてもよい。 
• 情報通信機器等による電力使用量については、データ処理量などにより情報通信機器全体の電力使

用量から、当該サービス分を按分してもよい。 
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４．ベースライン排出量の考え方 

  本方法論におけるベースライン排出量は、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

とする。 
 

 

５．ベースライン排出量の算定 

∑ ××=
i

fuel,iBLifuelBLifuelBLBL CEFHVFEM )( ,,,,,  （式 6） 

)100/1(,,,, α+×= ifuelPJifuelBL FF  （式 7） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

FBL ,fuel,i べースラインの対象車両 i における燃料使用量 kL/年 

HVBL ,fuel,i ベースラインの対象車両 i で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL 

CEF BL ,fuel,i ベースラインの対象車両 i で使用される燃料の単位発熱量当た

りの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

F PJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象車両 i における燃料使用量 kL/年 

α エコドライブ支援システムの導入による燃費改善率 % 

 
＜αの設定について＞ 

本方法論では、プロジェクト実施前の実績データからあらかじめ算出した燃費改善率αを定めなけれ

ばならない。αは、車種、排気量、燃料タイプ、走行エリア、年式又はシステム利用頻度等で区分けし、

統計的に妥当な値（有意水準 10%を採用）を設定しなければならない。統計的に妥当な値が設定できな

い区分けの車両は本方法論の対象とはならない。 
また、季節による影響を排除するため、プロジェクト開始日の直近 1 年の期間を設定し、期間内にお

ける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データを元に、導入前・後の平均値を求め

て燃費改善率を算出しなければならない。 
 
＜α設定における統計手法（例）＞ 
αの設定における統計処理の事例として、以下のような手法がある。 
(1) サービス利用判定 
・カーナビゲーションシステムの利用履歴からエコドライブ支援システムの利用/非利用者 2 つのデータ

セットを作成 
(2) 地域、排気量クラス別の設定 
・(1)のデータセットを燃費差が生じると想定される要因（車種、排気量、燃料タイプ、走行エリア、年

式又はシステム利用頻度等）で分類 
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(3) 統計処理による燃費差の有意性の検定 
・(2)で設定された区分ごとに、エコドライブ支援システム利用者、非利用者の平均燃費の分布から有意

差を確認（正規確率プロット→F 検定→t 検定） 
① 正規確率プロット：データの分布が正規分布しているかどうかを判断 
② F 検定：データが等分散かどうかを判断 
③ t 検定：エコドライブ支援システム利用者、非利用者のそれぞれの平均燃費の有意差を判断 

・上記①から③のいずれかで有意水準（10%未満）にないと評価された場合には、(2)に戻り、設定され

たデータセットの中から特異値を排除する、あるいは分類方法を変更するなどの方法が必要となる。 
(4) 平均燃費差の算出 
・(3)で有意水準にあることが示された場合、エコドライブ支援システム利用者、非利用者の総走行距離/

総燃料使用量から、それぞれの平均燃費を算出 
・それぞれの平均燃費から改善率αを算出 
 

 

６．モニタリング方法 

 ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

FPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

車両 i における燃料使用量

（kL/年） 

・車載の燃料消費量計測機器で計測 対象期間で累計  

DPJ,i プロジェクト実施後の対象

車両 i の移動距離（km/年） 

・走行距離メーターによる計測 対象期間で累計  

ELPJ エコドライブ支援システム

におけるデータ集計による

電力使用量(kWh/年) 

・電力計による計測 

・設備仕様（定格消費電力）と稼働時間を

もとに算定 

対象期間で累計  

 

2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVPJ ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

車両 i で使用する燃料の単

位発熱量（GJ/kL） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新の

ものを使用 
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CEFPJ fuel,i プロジェクト実施後の対象

車両 i で使用する燃料の

CO2 排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新の

ものを使用 

 

ePJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

車両 i のエネルギー消費効

率（km/kL） 

・車載器等を用いて計測 

 

【要求頻度】 

1 年間に 1 回以上 

 

・デフォルト値を利用 

 

【要求頻度】 

検証申請時に最新の

ものを使用 

※1 

CEFelectricity,t 電 力 の CO2 排 出 係 数

（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用* 

CEFelectricity,t = Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（事業開始日

以降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2 排出係

数 

f (t) : 移行関数 

0   [0≦t<1 年]  

f (t) =    0.5   [1 年≦t<2.5 年] 

             1   [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基づき、

CEFelectricity,tとして全電源 CO2 排出係数

を利用することができる 

【要求頻度】 

検証申請時において

最新のものを使用 

※2 

HVBL ,fuel,i ベースラインの対象車両 i

で使用する燃料の単位発熱

量（GJ/kL） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新の

ものを使用 

 

CEFBL fuel,i ベースラインの対象車両 i

で使用する燃料の単位発熱

量当たりの CO2 排出係数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新の

ものを使用 

 

α エコドライブ支援システム

の導入による燃費改善率

（%） 

・過去 1 年分のエコドライブ支援システム

の利用者と非利用者の平均燃費データよ

り算定 

プロジェクト登録前

に設定 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリングに係る要求事項」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 
＜※1＞ 
• プロジェクト実施後の対象車両 i のエネルギー消費効率（ePJ,fuel,i）のデフォルト値は、モニタリング・
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算定規程の別表：各種係数に定める数値に 0.8 を乗じること。 
＜※2＞ 
• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めること。 
 

 

７．付記 

 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件1を満たすことを

示す資料 

・プロジェクト実施後のエコドライブ支援システムのサービス概要が分かる資料（パン

フレット、システム概要書等） 

・プロジェクト参加車両リスト 
適用条件2を満たすことを

示す資料 

・エコドライブ支援システムの導入による燃費改善率（α）の設定に用いられた根拠資

料 

－エコドライブ支援システム利用者及び非利用者のプロジェクト実施前1年分の燃費

データ 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を以

下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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方法論 EN-S-035(ver.1.0)  海上コンテナの陸上輸送の効率化 

方法論番号 EN-S-035 Ver.1.0 
方法論名称 海上コンテナの陸上輸送の効率化 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、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減らすことで化石燃料の使用量を削減する排出削減活動を対象とするも

のである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 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。 
• 条件 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。 
 

＜適用条件の説明＞ 

条件 1： 
プロジェクトの対象を明確化する必要性から、船会社と輸出・輸入に使用する港をあらかじめ特

定する必要がある。本方法論における算定式はコンテナの動きに着目したものとなっているため、

輸入港から輸送される時点でマッチングされたコンテナを特定する必要があるが、コンテナは基本

的に船会社の所有物であるため船会社を特定すればマッチングされるコンテナの特定が可能であ

る。また、本プロジェクトはある程度地理的にまとまった地域を対象として実施されることを想定

する。対象となる船会社のみ特定することを条件とした場合、船会社の数がプロジェクト上限数と

なる。これを排除するため、対象地域を限定する目的で輸出入港を特定することとする。ただし、

複数の輸出入港を対象とし、広域に実施することを妨げないが、対象とする輸出入港を全て含めた

実態のあるマッチング実施計画を整備する必要がある（計画については条件 2 参照）。 
 
なお、プロジェクト登録後に対象とする船会社及び輸出入港を追加する場合は、改めて妥当性確

認機関による再妥当性確認を経て、プロジェクト再登録申請を行わなければならない。 
 

※本方法論において「マッチング」とは、コンテナが輸入港から陸上輸送される時点で、輸入荷主

と輸出荷主との間でコンテナの共有が予定されることを指す。一度マッチングされれば、コンテ

ナは輸送途中の破損等の事情により結果として輸出荷主へ受け渡されなくとも、別の代替空コン

テナが受け渡されることになる。本方法論において「マッチングされたコンテナ」というとき、

輸送途中で破損等の事情で当初マッチングされたコンテナに代替されたコンテナも含む。これは
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輸送途中のコンテナ代替も含めて、プロジェクト実施に伴い発生する排出量を全て算定する必要

があるためである。 
 

条件 2： 
マッチングされるコンテナとその輸送経路は直前まで不明であるため、確実に本プロジェクト

が実施されることを担保しておく必要がある。このため、下記のような、マッチング及び削減量

算定が実現するために必要な体制が整っていることを確認するため、それらに関するマッチング

実施計画についてモニタリング計画書に詳細に記載することが求められる。 
・ マッチングされたコンテナ 
・ マッチングされたコンテナの輸送経路（荷主、内陸拠点等を含む経路） 
・ マッチングされたコンテナ輸送を担当する輸送事業者 
・ マッチング前に輸入コンテナを返却する予定であった港 
・ マッチング前に輸出コンテナを調達する予定であった港 

 
 
 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2/年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 
トラックの

使用 
CO2 

【主要排出活動】 

マッチングされなかった場合の空コンテナ輸送時に、ト

ラックの使用に伴い、化石燃料が使用されることによる

排出量 

プロジェクト

実施後排出量 
トラックの

使用 
CO2 

【主要排出活動】 

マッチングされた場合の空コンテナ輸送時に、トラック

の使用に伴い、化石燃料が使用されることによる排出量 

※ 輸入港から輸入荷主までの経路と、輸出荷主から輸出港までの経路における荷物積載状態のコンテ

ナ輸送はベースラインとプロジェクト実施後で共通の排出活動であるため、算定対象としない。 
図 1 はベースラインの輸送形態である。ベースライン排出量はコンテナがマッチングされなかった

場合に、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たことによる排出量である。 
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図 2 及び図 3 はプロジェクト実施後の輸送形態の代表例である。マッチングされたコンテナは輸入

荷主から輸出荷主へ、インランドポートを経由し又は直接輸送されて受け渡される。また輸送中の

破損や別の急な需要の発生により結果的に当初のコンテナが受け渡されず、輸出荷主に対して別の

代替空コンテナが受け渡されることもあり得る。プロジェクト実施後排出量は、このような代替空

コンテナの輸送も含めマッチングされたコンテナが空コンテナとして輸送された全ての経路の排

出量である。 
 
 

 

【図 1】ベースラインにおける輸送形態 

 

 

【図 2】プロジェクト実施後における輸送形態例（インランドポートを経由する場合） 

A 社(荷主) 
輸入 

 

港 x 

インランドポート 

（内陸のコンテナターミナル） 

B 社(荷主) 
輸出 

 

港 y 

積 

空 

積 

空 

空 空 

＜プロジェクト実施後排出量＞ 

輸入・輸出荷主とインランドポート間

の空コンテナの輸送において、トラッ

クの燃料使用によりCO2が排出され

る。 

＜荷物積載コンテナ輸送の排出量＞ 

ベースラインとプロジェクト実施後

で共通の排出活動であり算定対象外

 

積 

空 

＜プロジェクト実施後排出量＞ 

破損によるコンテナ交換や、他所また

はインランドポートでの需要増等に

よりインランドポートと港の間を空

コンテナが輸送されることがある。 

空 

A 社(荷主) 
輸入 

 

港 x 

B 社(荷主) 
輸出） 

 

港 y 

積 

＜ベースライン排出量＞ 

空コンテナがマッチングされず、輸

入・輸出荷主と港間をそれぞれ直接輸

送されていた場合に、コンテナのトラ

ック輸送によりCO2排出が発生する。 
空 

＜荷物積載コンテナ輸送の排出量＞ 

ベースラインとプロジェクト実施後

で共通の排出活動であり算定対象外

 

空 積 

積 

空 
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【図 3】プロジェクト実施後における輸送形態例（インランドポートを経由しない場合） 

 
 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

1) 燃費法により算定する場合 

∑=
i

iPJPJ EMEM ,  （式 2） 

)1( ,,,,
,,,1

,,, 　　 kfuelPJkfuelPJ
jkfuelPJ

n

j
jiPJiPJ CEFHVDEM ×××= ∑

= e  （式 3） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,i 空コンテナ i の輸送によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

DPJ,i,j プロジェクト実施後の地点 j-1 から j までの空コンテナ i 

の輸送距離 

km 

ePJ,fuel,j,k 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の

エネルギー消費効率 

km/kL 

i コンテナ ID 

※プロジェクト実施後においては、マッチングされたコン

テナに都度個別 ID を採番する。当初のコンテナが輸送

途中に代替空コンテナに差し替わった場合は、代替空コ

- 

A 社(荷主) 
輸入 

 

港 x 

B 社(荷主) 
輸出 

 

港 y 

積 積 
空 空 

空 
＜プロジェクト実施後排出量＞ 

輸入・輸出荷主間の空コンテナの輸送

において、トラックの燃料使用により

CO2が排出される。 

＜荷物積載コンテナ輸送の排出量＞ 

ベースラインとプロジェクト実施後

で共通の排出活動であり算定対象外

 

積 

空 

＜プロジェクト実施後排出量＞ 

破損によるコンテナ交換により輸出

荷主と港の間を空コンテナが輸送さ

れることがある。 

空 
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ンテナも同じ ID であると見なす。 

j 空コンテナ i の輸送における各地点 ID（0≦j≦n）（輸入

荷主の荷下ろし地点を 0、輸出荷主の荷積み地点を n とす

る）。 

- 

k トラック ID 

※トラック ID はトラック車種 1 つにつき 1 つとする。 

※コンテナ ID 及び各地点 ID により一意に決まる。 

- 

HV PJ ,fuel,k トラック k で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL 

CEF PJ ,fuel,k トラックk で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排

出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k のエネルギー消費効率（ePJ,fuel,j,k）は、

トラック車種（ID）ごとに、実測データ又はデフォルト値を用いて算定する。実測データによ

る算定は以下の算定式により行う。 

kPJ

kfuelPJ
kfuelPJkjfuelPJ D

F

,

,,
,,,,, ==ee  （式 4） 

 

 

記号 定義 単位 

ePJ,fuel,j,k 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の

エネルギー消費効率 

km/kL 

FPJ,fuel,k トラック k の空コンテナ輸送時の燃料使用量 kL/年 

DPJ,k トラック k の空コンテナ輸送時の輸送距離 km/年 
 

 
2) トンキロ法により算定する場合 

∑=
i

iPJPJ EMEM ,  （式 5） 

)( ,,,,,,,
1

,,,,, 　kfuelPJkfuelPJkjfuelPJ

n

j
jiPJjiPJiPJ CEFHVBUDWEM ××××=∑

=
 （式 6） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,i 空コンテナ i の輸送によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

WPJ,i,j プロジェクト実施後の各地点間の空コンテナ i及びシャー

シの合計重量 

t 

DPJ,i,j 地点 j-1 から j までの空コンテナ i の輸送距離 km 
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BU PJ,fuel,j,k 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の

改良トンキロ法エネルギー原単位 

kL/t・km 

i コンテナ ID 

※プロジェクト実施後においては、マッチングされたコン

テナに都度個別 ID を採番する。当初のコンテナが輸送

途中に代替空コンテナに差し替わった場合は、代替空コ

ンテナも同じ ID であると見なす。 

- 

j 空コンテナ i の輸送における各地点 ID（0≦j≦n）（輸入

荷主の荷下ろし地点を 0、輸出荷主の荷積み地点を n と

する）。 

- 

k トラック ID 

※トラック ID はトラック車種 1 つにつき 1 つとする。 

※コンテナ ID 及び各地点 ID により一意に決まる。 

- 

HV PJ,fuel,k トラック k で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL 

CEF PJ,fuel,k トラックk で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排

出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の改良トンキロ法エネルギー原単位

（BUPJ,fuel,i,k）は、トラックごとに、実測データ又はデフォルト値を用いて算定すること。実測

データを用いて算定する場合、下記の算定式より算定すること。積載率 10%未満の場合は、積

載率 10%の時の値を用いる。標記「ln」は自然対数（e を底とする対数）。 

kfuelPJkjfuelPJ BUBU ,,,,, =  （式 7） 

max,,,, ln654.0)100/ln(812.071.2ln kratekkfuelPJ wwBU −−=  （式 8） 

記号 定義 単位 

BU PJ,fuel,j,k 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の

改良トンキロ法エネルギー原単位 

kL/t・km 

BU PJ,fuel,k 空コンテナを輸送するトラック k の輸送トンキロ当たり

の燃料使用量 

kL/t・km 

wk,rate トラック k の空コンテナ輸送時の積載率 % 

wk,max トラック k の最大積載量 t 
 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量はコンテナがマッチングされなかった場合に、空コンテナの国

内トラック輸送で消費されるエネルギー起源の CO2 排出量である。具体的には、コンテナがマッチング
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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 排出量である。 
 

 

５．ベースライン排出量の算定 

1) 燃費法により算定する場合 

∑=
i

iBLBL EMEM ,　 （式 9） 

)1( ,,,,
,,,1

,,, 　　 kfuelPJkfuelPJ
kjfuelBL

n

j
jiBLiBL CEFHVDEM ×××=∑

= e  （式 10） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMBL,i 空コンテナ i の輸送によるベースライン排出量 tCO2/年 

DBL ,i,j 地点 j-1 から j までの空コンテナ i の輸送距離 km 

eBL,fuel,j,k 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の

エネルギー消費効率 

km/kL 

i コンテナ ID 

※プロジェクト実施後においてマッチングされたコンテ

ナ ID 一つにつき、ベースラインでは輸入荷主からの返却

用と輸出荷主への貸出用の二つの空コンテナが対応する。 

- 

j 空コンテナ i の輸送における各地点 ID（0≦j≦n）（輸入

荷主の荷下ろし地点を 0、輸出荷主の荷積み地点を n とす

る）。 

ベースラインにおいては一つのコンテナ IDに対して輸入

荷主の返却用と輸出荷主への貸出用の二つの空コンテナ

が対応するため、それぞれに輸送経路が想定される。輸入

荷主が空コンテナを返却する港を n1、輸出荷主が空コン

テナを借りる港を n2 とすると、0＜n1＜n2（=n1+1）＜

n となる。前者の地点 ID を j1、後者の地点 ID を j2 と区

別すれば、それぞれ 0≦j1≦n1、n2≦j2≦n となり、j=j1+j2

である。 

- 

k トラック ID 

※トラック ID はトラック車種 1 つにつき 1 つとする。 

※コンテナ ID 及び各地点 ID により一意に決まる。 

- 

HV PJ,fuel,k トラック k で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL 

CEF PJ,fuel,k トラックk で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排

出係数 

tCO2/GJ 
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＜補足説明＞ 

• 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k のエネルギー消費効率（eBL,fuel,k,j）は、

ベースラインとプロジェクト実施後で等しい。すなわち、次の式が成り立つ。 

ee jkfuelPJjkfuelBL ,,,,,, =  （式 11） 

 
2) トンキロ法により算定する場合 

∑=
i

iBLBL EMEM ,  （式 12） 

)( ,,,,,,,
1

,,,,, 　kfuelPJkfuelPJkjfuelBL

n

j
jiBLjiBLiBL CEFHVBUDWEM ××××=∑

=
 （式 13） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMBL,i 空コンテナ i の輸送によるベースライン排出量 tCO2/年 

WBL,i,j ベースラインの各地点間の空コンテナ i 及びシャーシの

合計重量 

t 

DBL ,i,j ベースラインの地点 j-1 から j までの空コンテナ i の輸送

距離 

km 

BU BL,fuel,j,k 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k の

改良トンキロ法エネルギー原単位 

kL/t・km 

i コンテナ ID 

※プロジェクト実施後においてマッチングされたコンテ

ナ ID 一つにつき、ベースラインでは輸入荷主の返却用

と輸出荷主への貸出用の二つの空コンテナが対応す

る。 

- 

j 空コンテナ i の輸送における各地点 ID（0≦j≦n）（輸入

荷主の荷下ろし地点を 0、輸出荷主の荷積み地点を n と

する）。 

ベースラインにおいては一つのコンテナ ID に対して輸

入荷主の返却用と輸出荷主への貸出用の二つの空コンテ

ナが対応するため、それぞれに輸送経路が想定される。

輸入荷主が空コンテナを返却する港を n1、輸出荷主が空

コンテナを借りる港を n2 とすると、0＜n1＜n2（=n1+1）

＜n となる。前者の地点 ID を j1、後者の地点 ID を j2

と区別すれば、それぞれ 0≦j1≦n1、n2≦j2≦n となり、

j=j1+j2 である。 

- 
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k トラック ID 

※トラック ID はトラック車種 1 つにつき 1 つとする。 

※コンテナ ID 及び各地点 ID により一意に決まる。 

- 

HV PJ,fuel,k トラック k で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL 

CEF PJ,fuel,k トラック k で使用する燃料の単位発熱量当たりの CO2

排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• 空コンテナ i を地点 j-1から jまで輸送するトラック kの改良トンキロ法エネルギー原単位（BU 

BL,fuel,j,k）は、ベースラインとプロジェクト実施後で等しい。すなわち、次の式が成り立つ。 

kjfuelPJkjfuelBL BUBU ,,,,,, =  （式 14） 

 

 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 

1) 活動量のモニタリング 
モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

DPJ,i,j プロジェクト実施後

の空コンテナ i の地

点 j-1から地点 j間の

輸送距離（km） 

・地図等により輸送計画距離を測定 

・同一区間における他コンテナ輸送時

の輸送距離を使用 

・車両の走行メーターやデジタルタコ

グラフ等で測定 

コンテナ IDi、地点 IDj ごと ※1 

DBL ,i,j ベースラインの空コ

ンテナ i の地点 j-1

から地点 j 間の輸送

距離（km） 

・地図等により輸送計画距離を測定 

・同一区間における他コンテナ輸送時

の輸送距離を使用 

・車両の走行メーターやデジタルタコ

グラフ等で測定 

コンテナ IDi、地点 IDj ごと ※2 
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DPJ,k トラック k の空コン

テナ輸送時の輸送距

離（km） 

・地図等により輸送距離を測定 

・車両の走行メーターやデジタルタコ

グラフ等で測定 

【要求頻度】 

原則、過去 1 年間のうちで空コ

ンテナを輸送した時の輸送距離

を累計。対応する F PJ,fuel,kが把握

できないデータは除く。 

※3 

 

FPJ,fuel,k トラック k の空コ

ンテナ輸送時の燃料

使用量（kL/年） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・重量計による計測 

【要求頻度】 

購買ごとに原則、過去 1 年間の

うちで空コンテナを輸送した時

の輸送距離に対応する量を合計。 

 

※3 

 

WPJ,i,j プロジェクト実施後

の各地点間の空コン

テナ i、シャーシの合

計重量（t） 

・重量計による計測 

・コンテナ、シャーシの仕様を利用 

【要求頻度】 

モニタリング期間中に少なくと

も 1 回 

 

 

WBL,i,j ベースラインの各地

点間の空コンテナ i、

シャーシの合計重量

（t） 

・重量計による計測 

・コンテナ、シャーシの仕様を利用 

【要求頻度】 

モニタリング期間中に少なくと

も 1 回 

 

 

wk,max トラック k の最大積

載量（t） 

・車検証等で把握 【要求頻度】 

モニタリング期間中に少なくと

も 1 回 

 

 

2) 係数のモニタリング 
モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

ePJ,fuel,j,k 空コンテナ i を地点

j-1 から jまで輸送す

るトラック k のエネ

ル ギ ー 消 費 効 率

（km/kL） 

・実測 

・デフォルト値を利用（省エネ法にお

ける最大積載量 12,000～16,999kg

の燃費（軽油）：2,620（km/kL）を

適用）。 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のデフォルト値

を使用 

 

BUPJ,fuel,k 空コンテナを輸送す

るトラック k の輸送

トンキロ当たりの燃

料使用量（kL/t・km） 

・デフォルト値を利用（省エネ法にお

ける最大積載量 12,000～16,999kg

の輸送トンキロ当たり燃料使用量

（軽油）） 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※4 

wk,rate トラック k の空コン

テナ輸送時の積載率

（%） 

・最大積載量、実際の積載重量をもと

に算定 

モニタリング期間中に少なくと

も 1 回 

 

i コンテナ ID ・マッチング毎に付番して把握 マッチングごとに特定し、モニタ ※5 
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リング期間で累積 

j 空コンテナ i の輸送

における各地点 ID 

・空コンテナｉ輸送時のトラック変更

毎に付番して把握 

マッチングごとに特定し、モニタ

リング期間で累積 

※6 

k トラック ID ・車種毎に付番して把握 マッチングごとに特定し、モニタ

リング期間で累積 

※7 

HV PJ,fuel,k トラック k で使用す

る燃料の単位発熱量 

(GJ/kL) 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※4 

CEF PJ,fuel,k トラック k で使用す

る燃料の単位発熱量

当たりの CO2 排出

係数 (tCO2/GJ) 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリングに係る要求事項」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 

＜※1＞ 
• プロジェクト実施後排出量の算定においては、各地点を経由したことを証明するため下記の記

録を残すこと。 
 各地点の到着日時／出発日時、当該地点到着前の地点、目的地、積荷状況（空/積）、使用ト

ラック（ナンバー等）に関する記録 
 港における当該コンテナの輸出入記録 

＜※2＞ 
• ベースライン排出量の算定においては、当該港に返却、又は、当該港から借用予定であったこ

とを証明するため、たとえば下記の記録を使用すること。 
 船会社から輸送事業者への指示書（受渡書等） 
 船会社の保有する記録（返却・搬出計画書等） 

 
＜※3＞ 

• 空コンテナ i を地点 j-1 から j まで輸送するトラック k のエネルギー消費効率（ePJ,fuel,j,k）を、トラック k の空

コンテナ輸送時の燃料使用量（FPJ,fuel,k）、トラック k の空コンテナ輸送時の輸送距離（DPJ,k）の実測から

算定する場合には、原則として過去 1 年間に空コンテナを輸送した距離の累計値を把握するこ

と。ただし、燃費の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ等により合理的に示

せる場合はこの限りではなく、1 年未満の期間の累積値により把握してもよい。 
•  

＜※4＞ 
• 排出量の算定に用いる燃料の単位発熱量は、高位発熱量（総発熱量）か低位発熱量（真発熱量）

のいずれかに統一することが必要である。また、プロジェクト実施前後で統一するため、低位

発熱量（真発熱量）のデフォルト値を使用する場合は、「モニタリング・算定規程」に定める換
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算係数を用いて低位発熱量（真発熱量）を求めること。 
＜※5＞ 

• プロジェクト実施後：マッチングされたコンテナに都度個別 ID を採番する。当初のコンテナが

輸送途中に代替空コンテナに差し替わった場合は、代替空コンテナも同じ ID であると見なす。 
• ベースライン：プロジェクト実施後においてマッチングされたコンテナ ID 一つにつき、ベース

ラインでは輸入荷主の返却用と輸出荷主への貸出用の二つの空コンテナが対応する。 
＜※6＞ 

• プロジェクト実施後：輸入荷主の荷下ろし地点を 0、輸出荷主の荷積み地点を n とする。 
• ベースライン：輸入荷主の荷下ろし地点を 0、輸出荷主の荷積み地点を n とする。ベースライ

ンにおいては一つのコンテナ ID に対して輸入荷主の返却用と輸出荷主への貸出用の二つの空

コンテナが対応するため、それぞれに輸送経路が想定される。輸入荷主が空コンテナを返却す

る港を n1、輸出荷主が空コンテナを借りる港を n2 とすると、0＜n1＜n2（=n1+1）＜n となる。

前者の地点 ID を j1、後者の地点 ID を j2 と区別すれば、それぞれ 0≦j1≦n1、n2≦j2≦n とな

り、j=j1+j2 である。 
＜※7＞ 

• トラック ID はトラック車種 1 つにつき 1 つとする。 
 

７．付記 

• 本方法論においては、輸送事業者だけでなく、船会社又は荷主もプロジェクト実施者になることが

できる。 
• 本方法論を適用するプロジェクトのうち、異なる事業者間においてコンテナのマッチングを行うプ

ロジェクトについては、投資回収年数をもって追加性を判断することができない場合、一般慣行障

壁があることを合理的に説明できれば、追加性を有することとする。 
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＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 
必要な資料 具体例 

適用条件1を満たすことを

示す資料 

・対象とする船会社及び輸出入港関連資料（プロジェクト登録後の追加不可） 

 船会社：会社名、（可能であれば）取扱コンテナ量が分かる資料 

 輸出入港：当該港の位置がわかる資料（地図等） 

適用条件2を満たすことを

示す資料 

・下記データ取得計画書（下記データについて、誰が誰からどのように入手予定である

かを明記したもの） 

 マッチングされたコンテナ（ID等により特定） 

 マッチングされたコンテナの輸送経路（荷主、内陸拠点等を含む経路） 

 マッチングされたコンテナ輸送を担当する輸送事業者 

 マッチング前に輸入コンテナを返却する予定であった港 

 マッチング前に輸出コンテナを調達する予定であった港 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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汚泥処理プロセスに用いる化石燃料消費削減 

方法論番号 EN-S-036 Ver.1.0 
方法論名称 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 

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、効率のよい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排出削減活動を対象とするものであ

る。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 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。 
• 条件 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。 
• 条件 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。 
 

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
ベースラインの下水汚泥脱水機は、更新前の下水汚泥脱水機とする。 
下水汚泥脱水機の効率向上とは、下水処理量当たりのエネルギー使用量が削減されることであり、

以下に示すエネルギー使用原単位がプロジェクト実施前と比べて小さくなっていることで確認す

る。 

=エネルギー使用原単位  
�����

�������
 

下水汚泥脱水機を更新する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、条件 1 を満た

さないこととする。 
①更新前の設備の効率等の仕様が取得できない場合 
②故障若しくは老朽化等により更新前の設備を継続利用できない場合又は継続利用できても導入

から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 
③更新後の下水汚泥脱水機の処理能力が更新前の処理能力に対して 1.5 倍を超える場合 

 

条件 2： 

プロジェクト実施前の下水汚泥処理プロセスにおいて脱水後の汚泥（脱水汚泥）の乾燥・焼却等

化石燃料を使用する処理を行っておらず、プロジェクトの実施によって新たに化石燃料を使用する

処理を行う場合には本方法論の対象とはしない。（例 1 参照） 
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例 1：プロジェクト実施前の処理プロセスで化石燃料の使用がない 
 
 
 
 
 

 
本方法論はプロジェクト実施前の化石燃料使用量に基づいてベースライン排出量の算定を行うも

のであるため、プロジェクト実施前後で化石燃料が使用される処理プロセスに変更がある場合には、

その変更による化石燃料の増減と下水汚泥の低含水率化による化石燃料の削減効果を切り分けて算

定することができない。そのため、プロジェクトの実施前後で化石燃料が使用される処理プロセス

に変更がある場合には本方法論の対象としない。（例 2 参照）なお、過去 1 年以上にわたる下水処

理プロセス上のデータが必要となるため、過去のデータとして使用する期間にわたって下水処理プ

ロセスに変更がないことが求められる。 
 

例 2：プロジェクトの実施前後で処理プロセスに変更がある 
 
 
 
 
 

 
条件 3： 
ベースラインの下水汚泥脱水機及び下水汚泥処理設備のエネルギー使用原単位の算定に使用す

る、プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機及び下水汚泥処理設備におけるエネルギー使用量、下水

汚泥処理流量及び下水汚泥濃度については、原則として、プロジェクト実施前の 1 年間の累積値の

把握が必要であるが、エネルギー使用原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデー

タ等によって合理的に示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
本方法論を適用するプロジェクトは当該原単位の季節変動が大きいことが想定され、一部の期間

を認証対象期間から除外すると正確な算定ができないため、複数回の認証を受ける場合には、原則

として、認証期間を途切れることなく設定する必要がある。 
 
 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

脱水 

脱水 乾燥・焼却等 プロジェクト

実施後 

プロジェクト

実施前 
本方法論

の対象外 

脱水 

脱水 焼却 

プロジェクト

実施前 

プロジェクト

実施後 

本方法論

の対象外 

乾燥 
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ER 排出削減量 tCO2/年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 

下水汚泥脱水機

の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインの下水汚泥脱水機の使用に伴う電力

の使用による排出量 

下水汚泥処理設

備の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

脱水汚泥の処理設備における化石燃料の使用に伴

う排出量 

脱水後の 

下水汚泥の移送 
CO2 

【付随的な排出活動】 

脱水汚泥を処理設備まで移送するための電力の使

用に伴う排出量 

プロジェクト

実施後排出量 

下水汚泥脱水機

の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機の使用に伴

う電力の使用による排出量 

下水汚泥処理設

備の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

脱水汚泥の処理設備における化石燃料の使用に伴

う排出量 

脱水後の 

下水汚泥の移送 
CO2 

【付随的な排出活動】 

脱水汚泥を処理設備まで移送するための電力の使

用に伴う排出量 
 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

SPJMPJPJ EMEMEM ,, +=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

 
＜主要排出活動＞ 

processMPJdehydratorMPJMPJ EMEMEM ,,,,, +=  （式 3） 
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記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

EMPJ,M,dehydrator 下水汚泥脱水機の使用によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,M, process 下水汚泥処理設備の使用によるプロジェクト実施後排出

量 

tCO2/年 

 
a) 下水汚泥脱水機の使用によるプロジェクト実施後排出量 

tyelectricitdehydratorPJdehydratorMPJ CEFELEM ,,,, ×= 　  （式 4） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M,dehydrator 下水汚泥脱水機の使用によるプロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

ELPJ,dehydrator プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機における電力使用

量 

kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 
b) 下水汚泥処理設備の使用によるプロジェクト実施後排出量 

processPJprocessPJprocessPJprocessMPJ CEFHVFEM ,,,,, ××= 　  （式 5） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M,process 下水汚泥処理設備の使用によるプロジェクト実施後排出

量 

tCO2/年 

FPJ,process プロジェクト実施後の下水汚泥処理設備における燃料使

用量 

kL/年等 

HVPJ,process プロジェクト実施後の下水汚泥処理設備で使用する燃料

の単位発熱量 

GJ/kL 等 

CEFPJ,process プロジェクト実施後の下水汚泥処理設備で使用する燃料

の単位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜付随的な排出活動＞ 
c) 脱水後の下水汚泥の移送によるプロジェクト実施後排出量 

• 付随的な排出活動については、妥当性確認時に排出削減見込み量に対する影響度を算定し、影

響度に応じてそれぞれ以下のように取り扱う。 
①影響度が 5％以上の場合：モニタリングを行い排出量の算定を行う。 
②影響度が 1％以上 5％未満の場合：排出量のモニタリングを省略することができる。ただし、

省略した場合は、妥当性確認時に影響度を算定し、検証時に当該影響度を排出削減量に乗じ

ることで当該排出量の算定を行う。 
③影響度が 1％未満の場合：排出量の算定を省略することができる。 
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＜付随的な排出活動の算定例＞ 
c) 脱水後の下水汚泥の移送によるプロジェクト実施後排出量 

tyelectricittransportPJSPJ CEFELEM ,,, ×=  （式 6） 

記号 定義 単位 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

ELPJ,transport プロジェクト実施後の脱水後の下水汚泥の移送における

電力使用量 

kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 
 

 
 

4．ベースライン排出量の考え方 

  本方法論におけるベースライン排出量は、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 排出量とする。 

 PJBL CC =  （式 7） 

 PJBL VV =  （式 8） 

記号 定義 単位 

CBL ベースラインの下水汚泥脱水機に投入される平均下水汚泥

濃度 

kg/㎥ 

CPJ プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機に投入される平均下

水汚泥濃度 

kg/㎥ 

VBL ベースラインの下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処理

流量 

㎥/年 

VPJ プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機に投入される下水汚

泥処理流量 

㎥/年 

 

 

５．ベースライン排出量の算定 

SBLMBLBL EMEMEM ,, +=  （式 9） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EM, BL,M ベースラインの主要排出量 tCO2/年 

EMBLS ベースラインの付随的な排出量 tCO2/年 
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＜主要排出活動＞ 

processMBLdehydratorMBLMBL EMEMEM ,,,,, +=  （式 10） 

記号 定義 単位 

EMBL,M ベースラインの主要排出量 tCO2/年 

EMBL,M,dehydrator 下水汚泥脱水機の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 

EMBL,M, process 下水汚泥処理設備の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 

 
a) 下水汚泥脱水機の使用によるベースライン排出量 

tyelectricitdehydratorBLPJdehydratorMBL CEFBUVEM ,,,, ××=  （式 11） 

before

dehydratorbefore
dehydratorBL V

ELBU 　,
, =  （式 12） 

記号 定義 単位 

EMBL,M,dehydrator 下水汚泥脱水機の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 

VPJ プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機に投入される下水

汚泥処理流量 

㎥/年 

BUBL,dehydrator ベースラインの汚泥脱水機における下水汚泥処理流量当

たりの電力使用原単位 

kWh/m3 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

ELbefore,dehydrator プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機における電力使用

量 

kWh/年 

Vbefore プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される下水

汚泥処理流量 

㎥/年 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機における電力使用量（ELbefore,dehydrator）及びプロジェク

ト実施前の下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処理流量（Vbefore）は、プロジェクト実施前の

実績値を用いる。 
• プロジェクト実施前後の下水汚泥脱水機における下水汚泥処理流量当たりの電力使用原単位

が、カタログ等で直接把握できる場合は、以下のような方法で下水汚泥脱水機の使用によるベ

ースライン排出量（EMBL,M,dehydrator）を算定してもよい。 

tyelectricit
dehydratorPJ

dehydratorBL
dehydratorMPJdehydratorMBL CEF

BU
BUELEM ,

,

,
,,,, ××= 　  （式 13） 

記号 定義 単位 

EMBL,M,dehydrator 下水汚泥脱水機の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 
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ELPJ,M,dehydrator プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機における電力使用

量 

kWh/年 

BUPJ,dehydrator プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機における下水汚泥

処理流量当たりの電力使用原単位 

kWh/m3 

BUBL,dehydrator ベースラインの下水汚泥脱水機における下水汚泥処理流

量当たりの電力使用原単位 

kWh/m3 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 
 

 
b) 下水汚泥処理設備の使用によるベースライン排出量 

fuelfuelprocessBLBLBLprocessMBL CEFHVBUVCEM ××××= 　,,,  （式 14） 

beforebefore

before
processBL VC

F
BU

×
= 　

,  （式 15） 

記号 定義 単位 

EMBL,M,process 下水汚泥処理設備の使用によるベースライン排出量 tCO2/年 

CBL ベースラインの下水脱水機に投入される平均下水汚泥濃

度 

kg/m3 

VBL ベースラインの下水脱水機に投入される下水汚泥処理流

量 

m3/年 

BUBL,process ベースラインの下水汚泥処理設備における単位下水汚泥

固形物当たりの燃料使用原単位 

kL/kg 

HVfuel 下水汚泥処理設備で使用する燃料の単位発熱量 GJ/kL 等 

CEFfuel 下水汚泥処理設備で使用する燃料の単位発熱量当たりの

CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

Fbefore プロジェクト実施前の下水汚泥処理設備における燃料使

用量 

kL/年 等 

Cbefore プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される平均

下水汚泥濃度 

kg/m3 

Vbefore プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される下水

汚泥処理流量 

m3/年 

 
＜補足説明＞ 

• プロジェクト実施前の下水汚泥処理設備における燃料使用量（Fbefore）、プロジェクト実施前の下

水汚泥脱水機に投入される平均下水汚泥濃度（Cbefore）及びプロジェクト実施前の下水汚泥脱水

機に投入される下水汚泥処理流量（Vbefore）は、プロジェクト実施前の実績値を用いる。 
 
＜付随的な排出活動＞ 
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c) 脱水後の下水汚泥の移送によるベースライン排出量 
＜付随的な排出活動の算定例＞ 

• プロジェクト実施後排出量の算定において、c)を付随的な排出活動として算定した場合に限り、

ベースライン排出量に計上してもよい。 
 
c) 脱水後の下水汚泥の移送によるベースライン排出量 

tyelectricittransportBLBLBLSBL CEFBUVCEM ,,, ×××=  （式 16） 

beforebefore

transportbefore
transportBL VC

EL
BU

×
= ,

,  （式 17） 

記号 定義 単位 

EMBL,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

ELbefore,transport プロジェクト実施前の脱水後の下水汚泥の移送ににおけ

る電力使用量 

kWh/年 

CBL ベースラインの下水汚泥脱水機に投入される平均下水汚

泥濃度 

kg/m3 

VBL ベースラインの下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処

理流量 

㎥/年 

BUBL,transport ベースラインの単位下水汚泥固形物当たりの移送におけ

る電力使用原単位 

kWh/kg 

Cbefore プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される平均

下水汚泥濃度 

kg/m3 

Vbefore プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される下水

汚泥処理流量 

m3/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

• プロジェクト実施前の単位下水汚泥固形物当たりの移送における電力使用（ELbefore,transport）、プ

ロジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される平均下水汚泥濃度（Cbefore）及びプロジェクト

実施前の下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処理流量（Vbefore）は、プロジェクト実施前の実

績値を用いる。 
 
 

６．モニタリング方法 

 ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
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1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

ELPJ,M,dehydrator プロジェクト実施後

の下水汚泥脱水機に

おける電力使用量

（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力量計による計測 

対象期間で累計  

ELbefore,dehydrator プロジェクト実施前

の下水汚泥脱水機に

おける電力使用量

（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力量計による計測 

【要求頻度】 

プロジェクト開始直近の 1 年

間以上の実績を累計 

※1 

ELPJ,transport プロジェクト実施後

の脱水後の下水汚泥

の移送における電力

使用量（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力量計による計測 

対象期間で累計  

ELbefore,transport プロジェクト実施前

の脱水後の下水汚泥

の移送における電力

使用量（kWh/年） 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

・電力量計による計測 

【要求頻度】 

プロジェクト開始直近の 1 年

間以上の実績を累計 

※1 

FPJ プロジェクト実施後

の下水汚泥処理設備

における燃料使用量

（kL/年 等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・流量計による計測 

対象期間で累計  

Fbefore プロジェクト実施前

の下水汚泥処理設備

の燃料使用量（kL/

年 等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・流量計による計測 

【要求頻度】 

プロジェクト開始直近の 1 年

間以上の実績を累計 

※1 

VPJ プロジェクト実施後

の下水汚泥脱水機に

投入される下水汚泥

処理流量 （m3/年） 

・流量計による把握 【要求頻度】月ごとに累計 ※2 

Vbefore プロジェクト実施前

の下水汚泥脱水機に

投入される下水汚泥

処理流量（m3/年） 

・流量計による把握 【要求頻度】 

プロジェクト開始直近の 1 年

間以上の実績を累計 

※1 

※2 

CPJ プロジェクト実施後

の下水汚泥脱水機に

・汚泥濃度計による計測 【要求事項】 

連続計測の場合は、1 時間 1

※2 
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投入される平均下水

汚泥濃度 （kg/m3） 

回 

1 日の代表値を計測する場合

は、1 日 1 回計測を行い、月

ごとに平均する 

Cbefore プロジェクト実施前

の下水汚泥脱水機に

投入される平均下水

汚泥濃度（kg/m3） 

・汚泥濃度計による計測 【要求事項】 

連続計測の場合は、1 時間 1

回 

1 日の代表値を計測する場合

は、1 日 1 回計測を行い、月

ごとに平均する 

※1 

※2 

 

2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

BUPJ,dehydrator プロジェクト実施後

の下水汚泥脱水機に

おける下水汚泥処理

流量当たりの電力使

用原単位（kWh/㎥） 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

－ 

 

 

BUBL,dehydrator ベースラインの下水

汚泥脱水機における

下水汚泥処理流量当

たりの電力使用原単

位（kWh/㎥） 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用 

－  

HV fuel 下水汚泥処理設備で

使用する燃料の単位

発熱量 （GJ/kL 等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】検証時に最新の

ものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEF fuel 下水汚泥処理設備で

使用する燃料の単位

発熱量  当たりの

CO2 排 出 係 数 

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】検証時に最新の

ものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEF electricity,t 電力の CO2 排出係

数（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t = Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f 

(t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（プロジ

【要求頻度】検証時に最新の

ものを使用 

※3 
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ェクト開始日以降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2 排

出係数 

f (t) : 移行関数 

0 [0≦t<1 年] 

f (t) = 0.5 [1 年≦t<2.5 年] 

1 [2.5 年≦t] 

・排出削減事者等からの申請に基づ

き、CEFelectricity,tとして全電源 CO2 排

出係数を利用することができる。 

* 化石燃料の単位発熱量や排出係数は、供給会社からの提供値、又は、実測により把握することもできる。この場合、「モ

ニタリングに係る要求事項」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 
＜※1＞ 

• 下記については、原則としてプロジェクト実施前１年間の累積値を把握することが必要である。

ただし、各原単位の変動が年間を通じて少ないことをサンプリングデータ等によって合理的に

示せる場合には、より短い期間の累積値データにより把握してもよい。 
 ベースラインの下水汚泥脱水機における下水汚泥処理流量当たりの電力使用原単位に使用

する、プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機における電力使用量（ELbefore,dehydrator）、プロ

ジェクト実施前の下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処理流量（Vbefore） 
 ベースラインの下水汚泥処理設備におけるエネルギー使用原単位に使用する、プロジェク

ト実施前の下水汚泥処理設備における燃料使用量（Fbefore）、プロジェクト実施前の下水汚

泥脱水機に投入される下水汚泥処理流量（Vbefore）、プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機

に投入される平均下水汚泥濃度（Cbefore） 
 ベースラインの脱水後の下水汚泥の移送の電力使用原単位に使用する、プロジェクト実施

前の脱水後の下水汚泥の移送における電力使用量（ELbefore,transport）、プロジェクト実施前

の下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処理流量（Vbefore）、プロジェクト実施前の下水汚

泥脱水機に投入される平均下水汚泥濃度（Cbefore） 
＜※2 ＞ 

• プロジェクト実施前後の下水汚泥脱水機に投入される下水汚泥処理流量（VPJ及び Vbefore）並び

にプロジェクト実施前後の下水汚泥脱水機に投入される平均下水汚泥濃度（CPJ及びCbefore）は、

プロジェクト実施前後で統一された条件で計測されたものであることが必要である。ただし、

保守的な値となる場合はこの限りではない。 
＜※3＞ 

• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 
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７．付記 

• 本方法論を適用するプロジェクトは原単位の季節変動が大きいことが想定され、一部の期間を認証

期間から除外すると正確な算定ができないため、認証期間は、原則、途切れなく設定すること。 
 
＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 
適用条件1を満たすことを

示す資料 

・プロジェクト実施後の下水汚泥脱水機の設備概要が分かる資料（仕様書等） 

・プロジェクト実施前の下水汚泥脱水機の設備概要や使用年数等が分かる資料（仕様書

等） 

適用条件2を満たすことを

示す資料 

・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が

ないことが分かる資料 

－下水汚泥処理プロセスの範囲を示す資料（下水汚泥脱水機や脱水汚泥処理設備の設

置場所図面等） 

－プロジェクト実施前に脱水汚泥処理設備で化石燃料が消費されたことを示す資料

（化石燃料購買伝票、使用量計測記録等 

適用条件3を満たすことを

示す資料 

・プロジェクト実施前1年間のエネルギー使用量及び下水処理量等がわかる資料 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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汚泥処理プロセスに用いる化石燃料消費削減 

附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を以

下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 
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方法論 EN-S-037 (ver.1.0) 共同配送への変更 

方法論番号 EN-S-037 Ver.1.0 
方法論名称 共同配送への変更   

 
＜方法論の対象＞ 

• 本方法論は、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排出削減活動を対象とするものである。 
 
 

１．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：個別配送から共同配送へ変更すること。 
• 条件 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。 
• 条件 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。 
• 条件４：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への配送重量に

ついて、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。 
  

＜適用条件の説明＞ 
条件 1： 
共同配送とは、配送先が重複又は近接する複数の荷主の配送物を、共同配送事業者が集約して効

率的に配送することである。 
 
条件 2： 
海上コンテナ輸送によるモーダルシフトなどは対象とせず、プロジェクト実施前後ともにトラッ

クによって配送が行われているプロジェクトを対象とする。 
 
条件 3： 
プロジェクト実施前の配送ルートの一部のみを抽出し、プロジェクト実施後と比較することはで

きない。 
 

条件 4： 
本方法論では共同配送実施前の燃料使用量及び各配送先への配送重量等のデータに基づき排出削

減量を算定するため、プロジェクト実施前の最低 1 年間の燃料使用量及び輸送トンキロのデータが

必要となる。 
 
 

２．排出削減量の算定 
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PJBL EMEMER =  （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2 /年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2 /年 

 
＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 
 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライ

ン排出量 トラックの使用 CO2 
【主要排出活動】 
個別配送におけるトラックの使用に伴う化石燃料の使

用による排出量 

プロジェク

ト実施後排

出量 

トラックの使用 CO2 
【主要排出活動】 
共同配送におけるトラックの使用に伴う化石燃料の使

用による排出量 
配送センターの 

使用 CO2 【付随的な排出活動】 
配送センターの使用に伴う電力の使用による排出量 

 

 
 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

SPJMPJPJ EMEMEM ,, +=  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

 
＜主要排出活動＞ 
a) トラックの使用によるプロジェクト実施後排出量 
本方法論では、原則として、燃料法を使用しなければならない。 
ただし、エネルギー消費効率に 0.8 を乗じる場合は、燃費法を使用することができる。また、同様に改

良トンキロ法エネルギー原単位に 1.2 を乗じる場合は、改良トンキロ法を使用することもできる。 
 
1) 燃料法を用いて算定する場合 

∑ ××=
i

ifuelPJifuelPJifuelPJMPJ CEFHVFEM )( ,,,,,,,    （式 3） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2 /年 

FPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i における燃料使用量 kL/年 



 
 

3 

方法論 EN-S-037 (ver.1.0) 共同配送への変更 

HVPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量 

GJ/kL 

CEFPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i で使用する化石燃料の

単位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
2) 燃費法を用いて算定する場合 

∑ ×××=
i

ifuelPJifuelPJ
ifuelPJ

iPJMPJ CEFHVDEM )1( ,,,,
,,

,, e   （式 4） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2 /年 

DPJ,i プロジェクト実施後の対象トラック i の配送距離 km/年 

ePJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i のエネルギー消費効率 km/kL 

HVPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量 

GJ/kL 

CEFPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i で使用する化石燃料の

単位発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
3) 改良トンキロ法を用いて算定する場合 

∑ ××××=
i

ifuelPJifuelPJifuelPJiPJiPJMPJ CEFHVBUDCEM )( ,,,,,,,,,  （式 5） 

記号 定義 単位 

EMPJ,M プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2 /年 

CPJ,i プロジェクト実施後の対象トラック i の平均配送重量 t 

DPJ,i プロジェクト実施後の対象トラック i の配送距離 km/年 

BUPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i の改良トンキロ法エネ

ルギー原単位 

kL/t･km 

HVPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量 

GJ/kL 

CEFPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 
＜補足説明＞ 

• 式 5 は各輸送区間（トリップ）ごとに算定することもできる。 
 
＜付随的な排出活動＞ 
b) 配送センターの使用によるプロジェクト実施後排出量 

• 付随的な排出活動については、妥当性確認時に排出削減見込み量に対する影響度を算定し、影
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響度に応じてそれぞれ以下のように取り扱う。 
①影響度が 5％以上の場合：モニタリングを行い排出量の算定を行う。 
②影響度が 1％以上 5％未満の場合：排出量のモニタリングを省略することができる。ただし、

省略した場合は、妥当性確認時に影響度を算定し、検証時に当該影響度を排出削減量に乗じ

ることで当該排出量量の算定を行う。 
③影響度が 1％未満の場合：排出量の算定を省略することができる。 

 
b) 配送センターの使用によるプロジェクト実施後排出量 

tyelectricitcenterPJSPJ CEFELEM ,,, ×=  （式 6） 

記号 定義 単位 

EMPJ,S プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年 

ELPJ,center 配送センターの使用による電力使用量 kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

※配送センターの使用による電力使用量（ELPJ,center）については、荷物滞在時間又は荷物量（個数）等

により配送センター全体の電力使用量から、当該サービス分を按分してもよい。 
 
 

４．ベースライン排出量の考え方 

  本方法論におけるベースラインは、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 排出量とする。 
 

 

５．ベースライン排出量の算定 

a) 対象車両の使用によるベースライン排出量 
本方法論では、原則として、燃料法を使用しなければならない。 
ただし、エネルギー消費効率に 1.2 を乗じる場合は、燃費法を使用することができる。また、同様に改

良トンキロ法エネルギー原単位に 0.8 を乗じる場合は、改良トンキロ法を使用することもできる。 
 

1) 燃料法を用いて算定する場合 

α
β

×××=∑
i

ifuelbeforeifuelbeforeifuelbeforeBL CEFHVFEM )( ,,,,,,    （式 7） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

Fbefore,fuel,i プロジェクト実施前のトラック i における燃料使用量 kL/年 

HVbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i で使用する燃料の単位 GJ/kL 
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発熱量 

CEFbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

β プロジェクト実施後の配送活動量 t･km 

α ベースラインの配送活動量 t･km 

 
2) 燃費法を用いて算定する場合 

α
β

e
××××=∑

i
ifuelbeforeifuelbefore

ifuelbefore
ibeforeMBL CEFHVDEM )1( ,,,,

,,
,,  （式 8） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

Dbefore,i プロジェクト実施前のトラック i の配送距離 km/年 

ebefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i のエネルギー消費効率 km/kL 

HVbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量 

GJ/kL 

CEFbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

β プロジェクト実施後の輸送トンキロ配送活動量 t･km 

α ベースラインの配送活動量 t･km 

 
3) 改良トンキロ法を用いて算定する場合 

α
β

×××××=∑
i

ifuelbeforeifuelbeforeifuelbeforeibeforeibeforeMBL CEFHVBUDCEM )( ,,,,,,,,,    (式 

9） 
記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

Cbefore,i プロジェクト実施前の対象トラック i の平均配送重量 t/年 

Dbefore,i プロジェクト実施前の対象トラック i の配送距離 km/年 

BUbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i の改良トンキロ法エネ

ルギー原単位 

kL/t･km 

HVbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量 

GJ/kL 

CEFbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象トラック i で使用する燃料の単位

発熱量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

β プロジェクト実施後の配送活動量 t･km 

α ベースラインの配送活動量 t･km 
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６．モニタリング方法 

 ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 
 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

FPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

トラック iにおける燃料使用

量（kL/年） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに算定 

・給油計量器による計測 

対象期間で累計 ※1 

DPJ,i プロジェクト実施後の対象

トラック i の配送距離（km/

年） 

・走行距離メーターによる計測 対象期間で累計 ※2 

CPJ,i プロジェクト実施後の対象

トラック i の平均配送重量

（t/年） 

・重量計によるで計測 モニタリング期間

中に少なくとも 1

回 

※3 

Fbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象

トラック i の燃料使用量

（kL/年） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに算定 

・給油計量器による計測 

【要求頻度】 

プロジェクト開始

直近の１年間で累

計 

 

Dbefore,i プロジェクト実施前の対象

トラック i の配送距離(km/

年) 

・走行距離メーターによる計測 【要求頻度】 

プロジェクト開始

直近の１年間で累

計 

※2 

Cbefore,i プロジェクト実施前の対象

トラック i の平均配送重量

（t） 

・重量計による計測 モニタリング期間

中に少なくとも 1

回 

※3 

β プロジェクト実施後の配送

活動量（t･km） 

・プロジェクト実施後の各配送先への配送重

量と荷主と配送先とを結んだ最短距離から

算定 

対象期間で累計  

α ベースラインの配送活動量

（t･km） 

・プロジェクト実施前の各配送先への配送重

量と荷主と配送先とを結んだ最短距離から

算定 

【要求頻度】 

プロジェクト開始

直近の１年間で累

計 
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2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

トラック i で使用する燃料

の単位発熱量（GJ/kL） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

 

CEFPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

トラック i で使用する単位

発熱量当たりの化石燃料の

CO2 排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

 

ePJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

トラック i のエネルギー消

費効率（km/kL） 

・車載器等を用いて計測 【要求頻度】 

1 年間に 1 回以上 

 

・デフォルト値を利用 【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

※4 

HVbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象

トラック i で使用する燃料

の単位発熱量（GJ/kL） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

 

CEFbefore,fuel,

i 

プロジェクト実施前の対象

トラック i で使用する燃料

の単位発熱量当たりのCO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

 

ebefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象

トラック i のエネルギー消

費効率(km/kL) 

・車載器等を用いて計測 【要求頻度】 

プロジェクト開始

前に 1 回 

 

・デフォルト値を利用 【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

※4 

BUPJ,fuel,i プロジェクト実施後の対象

トラック i の改良トンキロ

法エネルギー原単位（kL/t･

km） 

・デフォルト値を利用 

 

【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

※4 

BUbefore,fuel,i プロジェクト実施前の対象

トラック i の改良トンキロ

法エネルギー原単位（kL/t･

km） 

・デフォルト値を利用 

 

【要求頻度】 

検証申請時に最新

のものを使用 

※4 

CEFelectricity,t 電 力 の CO2 排 出 係 数

（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用* 

CEFelectricity,t = Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t) 

【要求頻度】 

検証申請時におい

※5 
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ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（事業開始日以

降の経過年） 

Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t年に対応する全電源CO2排出係数 

f (t) : 移行関数 

0   [0≦t<1 年]  

f (t) =    0.5   [1 年≦t<2.5 年] 

             1   [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基づき、

CEFelectricity,tとして全電源CO2排出係数を

利用することができる 

て最新のものを使

用 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 

＜※1＞ 
• プロジェクト実施後の対象トラック i における燃料使用量（FPJ,fuel,i）は、プロジェクトの対象

となる配送に使用された分のみをモニタリングする必要がある。 
＜※2＞ 

• プロジェクト実施前後の配送及び集荷ルートに空車区間が含まれる場合は、空車区間について

も実車分と捉えて配送距離（DPJ,i及び DBL,i）に含めなければならない。 
＜※3＞ 

• 平均配送重量（CPJ,i及び CBL,i）は、空車区間も含めて算定しなければならない。 
＜※4＞ 

• 燃費法又は改良トンキロ法を使用する場合、モニタリング・算定規程の別表に定める数値にそ

れぞれ以下の値を乗じて使用すること。 
プロジェクト実施後の対象トラック i のエネルギー消費効率（ePJ,fuel,i）：0.8 
プロジェクト実施後の対象トラック i の改良トンキロ法エネルギー原単位（BUPJ,fuel,i）：1.2 
プロジェクト実施前の対象トラック i のエネルギー消費効率（ebefore,fuel,i）：1.2 
プロジェクト実施前の対象トラック i の改良トンキロ法エネルギー原単位（BUbefore,fuel,i）：0.8 

＜※5＞ 
• 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 
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７．付記 

• プロジェクト実施後に配送先又は荷主が増加する場合は、プロジェクト実施後の配送活動量に

合わせて、ベースラインの燃料使用量を見直さなければならない。 
• 本方法論を適用するプロジェクトについては、投資回収年数をもって追加性を判断することが

できない場合、一般慣行障壁があることを合理的に説明できれば、追加性を有することとする。 
 

＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 
必要な資料 具体例 

適用条件1を満たすことを

示す資料 
・プロジェクト実施前に個別配送であったことを示す書類（配送記録等） 

・プロジェクト実施後の共同配送計画 

適用条件2を満たすことを

示す資料 
・プロジェクト実施前後で配送はともにトラックで行われていることを示す書類（配車

記録、配送記録等） 

適用条件3を満たすことを

示す資料 
・プロジェクト実施前後に含まれる配送先と荷主に増加がないことを示す書類（プロジ

ェクト実施前の配送記録等、及びプロジェクト実施後の共同配送計画や契約書等） 

 
＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 
1.0 H25.●.● ― 新規制定 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を以

下の式によって算定する。 

fuelgene
gene

fuelgenegene
tyelectricit CEF

EL
HVF

CEF ,
,

, ×
×

=  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 
電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 
1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 
2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 


	EN-S-028_ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新_130404
	EN-S-029_天然ガス自動車の導入_130404
	（式 3）

	EN-S-030_印刷機の更新_130404
	EN-S-031_サーバー設備の更新_130404
	（式 3）

	EN-S-032_節水型水まわり住宅設備の導入_130404
	EN-S-033_外部データセンターへのサーバー設備移設による空調設備の効率化_130404
	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_130404
	（式 4）

	EN-S-035_海上コンテナの陸上輸送の効率化_130404
	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_130404
	EN-S-037_共同配送への変更_130404
	（式 4）
	（式 5）
	（式 7）
	（式 8）
	(式 9）


