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温室効果ガス排出抑制指針対策ナビゲーション 

―業務部門― 

本ツールは、貴事業所の温室効果ガス削減対策実施状況をもとに、CO₂排出状況及び他事業所と比較した

対策実施の進捗状況を確認することができます。 

また、実施・強化が推奨される対策メニューの抽出とより詳細な CO₂削減効果の試算も行うことが可能です。

より効果的な CO₂排出削減対策のご検討にお役立てください。 

 

※本ツールによる試算結果は補助金申請の用に供するものには使用できませんので、ご注意ください。 

 

はじめに 

【ダウンロード環境について】 

本ツールは Excel2016 で作成されたものであり、Windows7 での動作確認が行われております。動作確認

が行われていない環境下においては、予期せぬ不具合が発生する可能性があることを予めご了承ください。 

 

【使用方法について】 

本ツールを開いた際にセキュリティ警告や通知が表示された場合は、[コンテンツの有効化]または[マクロを有効

にする]をクリックして、本ツールを有効にしてください。 
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【ファイルを開いた際にエラー画面が表示された場合】 

PC の環境によっては、ダウンロードした本ツールの実行時に、以下のような「実行時エラー」画面（実行時エ

ラー1004：Activate メソッドは失敗しました ’Worksheet’オブジェクト）が表示される場合があります。 

 

発生する可能性のあるエラー画面 

 

 

上記のエラーが表示された場合、ダウンロードしたファイルを右クリックして、「プロパティ」を開き、「全般」タブの

一番下の「ブロックの解除」チェックボックスに✓が入っているかをご確認ください。 

入っていない場合、✓を入れた上で再度ファイルを開くと、実行できるようになる可能性があります。 

 

エラー発生時の対処方法 

ウ）全般タブの「ブロックの解除」に✓

が入っていることを確認してください。 

ア）ファイルを右クリック。 

イ）一番下の「プロパティ」をクリック。 
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本ツール使用時の留意事項 

本ツールは計算式等の改変防止のため保護設定されており、基本的に直接入力、選択箇所またはコマンドボ

タン以外の入力・編集及びシート名の変更・追加・削除等はできません。 

入力・選択箇所は黄色・オレンジ・または青にて色付けがされています。 

 黄色：直接入力 

 オレンジ色：プルダウンより選択 

 青色：計算式が設定されていますが、値を上書き入力することも可能です 

 

 

本ツール印刷時の注意事項 

 本ツールのメイン画面である、「現状及び推奨対策メニューの評価」を印刷する際は、「A．基本情報の入力」

「B．対策実施状況の入力」画面でのデータ入力後、必ず更新ボタンが押されていることを確認するよう注意し

てください。 

 

 

本ツールの構成 

本ツールは以下の画面から構成されます。各画面の概要や操作方法について、次頁以降に示します。 

 

1. 表紙 

2. 現状及び推奨対策メニューの評価 

3. A．基本情報の入力 

4. B．対策実施状況の入力 

5. 【試算】対策による CO2 削減効果の詳細試算（※以下の対策についてのみ） 

➢ 対策 No.8 配管・バルブ類又は継手類・フランジ等の断熱強化 

➢ 対策 No.54 燃焼設備の空気比の適正化 

➢ 対策 No.56 熱源機の運転圧力の適正化 

➢ 対策 No.58 空調設定温度・湿度の適正化 
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1. 表紙 

 本ツールの大綱および本ツールを使用するためのセキュリティ有効化の方法が記載されています。最下部

にある[現状及び推奨対策メニューの評価へ]ボタンをクリックするとメイン画面「現状及び推奨対策メニュ

ーの評価」が表示されます。 

 

 

 

メイン画面へ遷移します。 
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2. 「現状及び推奨対策メニューの評価」画面 

 本ツールのメイン画面です。以下に画面の構成と操作方法を示します。 

 

【画面の構成について】 

 画面は大きく分けて以下の①～③の 3 つから構成されます。 

 このうち、画面上側の①、②については、さらに上段と下段で 2 つに別れています。 
 

① 現状の CO₂排出状況及び対策実施状況 

a. CO₂排出状況（①の上段） 

あなたの事業所の温室効果ガス排出状況（排出量および延床面積あたりの排出原単位）について、同業

種の平均と比較した結果が示されます。 

b. 対策実施状況（①の下段） 

あなたの事業所の対策実施状況について、業務部門全体の同排出規模の平均と比較した結果を確認する

ことができます。 

② 貴事業所において実施・強化が推奨される対策メニュー一覧とそれによる削減効果 

c. 推奨対策メニュー一覧（②の上段） 

現状の対策実施状況を踏まえた、あなたの事業所への推奨対策を表示します。 

なお、既に十分な対策がなされている場合、推奨対策メニューは表示されません。 

また、この場合、以下の「d. 推奨対策メニューを実行した場合の削減効果」も表示されません（③は作成さ

れます）。 

d. 推奨対策メニューを実行した場合の削減効果（②の下段） 

「c. 推奨対策メニュー一覧」で示された推奨対策メニューのうち、実施したい対策について、「実施したい対策

は✓を選択」欄で「✓」または「✓試算」を選択すると、その対策を実施した場合の削減効果等を示すグラフが

示されます。 

③ 対策メニュー一覧 

「B.対策実施状況」で選択可能な対策の対策名、貴事業所の回答実施状況、CO₂削減率、投資回収年数、そ

して平均実施率の一覧です。 

 

【操作ボタンについて】 

 上記の画面を作成するためのボタンとして、画面①・②の外側に以下のⅰ～ⅲの 3 つのボタンがあります。 
 

i. 『[A.基本情報] を入力する』ボタン： 

ボタンを押すと、画面①の「a. CO₂排出状況」を作成するための「A．基本情報の入力」画面が表示されます。 

ii. 『[B.対策実施状況] を入力する』ボタン： 

ボタンを押すと、画面②の「c. 推奨対策メニュー一覧」を作成するための「B．対策実施状況の入力」画面が表示

されます。 

iii. 『「✓」および「✓試算」をつけた対策を実施した場合の削減効果を見る』ボタン： 

ボタンを押すと、画面②の「d. 推奨対策メニューを実行した場合の効果」が作成されます。 

 

 

 

 

 

ⅰ 

ⅱ 
ⅲ 

a 

b 

② 

③ 

① c 

d 

① ② 
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3. 「A.基本情報の入力」画面 

 「現状及び推奨対策メニューの評価」画面のボタンⅰ（『[A.基本情報] を入力する』ボタン）をクリック

すると、この画面に遷移します。 

 黄色セルは直接数値を入力し、オレンジセルはプルダウンから選択して入力してください。 

 入力・選択が完了したら、以下の「イ」のボタンを押下すると、「現状及び推奨対策メニューの評価」画面

①「a. CO₂排出状況」が作成されます。 

 なお、一度、画面①「a. CO₂排出状況」を作成後に、本画面の入力・選択内容の変更を行った場合は、

必ず「イ」のボタンを押下してください（「イ」のボタンを押下しないと、変更内容が反映されません）。 

 また、温室効果ガスの排出量の合計値が更新された場合、「B.対策実施状況の入力」画面での対象表

示対策および「現状及び推奨対策メニューの評価」画面②の「c.推奨対策メニュー一覧」が変更となる場

合があります（メッセージ画面が表示されます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ）温室効果ガス排出量計の値は

「0」以上でないと確認メッセージが表

示されます。 

ウ）このボタンを押すと入力・選択

したデータがクリアされます。 

イ）入力が完了したらこのボタンを押してください。 

画面①の「a. CO₂排出状況」が作成されます。 

（入力内容を変更した場合も、必ず押してください。） 

未入力項目がある場合、確認メッセージが表示されます。 

ア）あなたの事業所の延床面積、業種や 

使用している燃料種とその消費量を入力して

ください。 
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4. 「B.対策実施状況の入力」画面 

 「現状及び推奨対策メニューの評価」のボタンⅱ（『[B.対策実施状況] を入力する』ボタンボタン）をク

リックすると、この画面に遷移します。 

 対策実施状況について、業務部門の平均と比較・評価が可能な対策についてのみ、四角内に 4 つの選

択肢が表示されますので、あなたの事業所における対策実施状況として最も近いものをお選びください。 

 選択が完了したら、以下の「イ」のボタンを押下すると、「現状及び推奨対策メニューの評価」画面①「b. 

対策実施状況」が作成されます。 

 なお、一度、画面①「b. 対策実施状況」を作成後に、本画面の選択内容の変更を行った場合は、必ず

「イ」のボタンを押下してください（「イ」のボタンを押下しないと、変更内容が反映されません）。 

 また、本画面の選択内容の変更を行った場合、温室効果ガスの排出量の合計値が更新された場合、

「B.対策実施状況の入力」画面での対象表示対策および「現状及び推奨対策メニューの評価」画面②

の「c.推奨対策メニュー一覧」が変更となる場合がありますので、更新後は推奨対策メニュー一覧を再度

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択区分　右記のうち、1つのみ選択　：　「導入できる箇所・設備には実施・導入している」、「当該事業所では実施、導入できない」、「部分的には実施・導入している」、「実施・導入していない」　

業務部門における対策メニュー（74対策）のうち、有効なデータのある対策が選択対象として表示されています。選択可能な対策に対して、貴事業所での実施・導入状況にもっとも近いと思われるものを4択から選んでください。

各メニューの内容を確認する場合はこちらをご覧ください。（下記のURLをクリックしてください。）

区分

1　エネルギー消費効率の高い熱源機への更新 48　冷温水出口温度の適正化、冷却水設定温度の適正化

2　経年変化等により効率が低下したポンプの更新 49　熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化

3　ヒートポンプシステムの導入 50　冷温水ポンプの冷温水流量の適正化、蓄熱システムの運転スケジュールの適正化

4　ポンプ台数制御システムの導入 51　密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去

5　ポンプの可変流量制御システムの導入 52　冷却塔充てん材の清掃

6　熱源機の台数制御システムの導入 53　熱源機のブロー量の適正化

7　大温度差送風・送水システムの導入 54　燃焼設備の空気比の適正化

8　配管・バルブ類又は継手類・フランジ等の断熱強化 55　冷却水の水質の適正な管理正化

9　老朽化した配管・バルブ類又は継手類の更新 56　熱源機の運転圧力の適正化

10　省エネ冷却塔への更新 57　熱源機の停止時間の電源遮断

11　フリークーリングの導入

12　二酸化炭素濃度等に応じた外気量自動制御システムの導入

B．対策実施状況

温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択

温室効果ガス排出抑制等指針　業務部門対策メニュー一覧　　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/

温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の使用方法

 熱源設備・熱搬送設備

導入できる箇所・設備には実施・導入している

部分的には実施・導入している 実施・導入していない

当該事業所では実施・導入できない

導入できる箇所・設備には実施・導入している

部分的には実施・導入している 実施・導入していない

当該事業所では実施・導入できない

導入できる箇所・設備には実施・導入している

部分的には実施・導入している 実施・導入していない

当該事業所では実施・導入できない

導入できる箇所・設備には実施・導入している

部分的には実施・導入している 実施・導入していない

当該事業所では実施・導入できない

導入できる箇所・設備には実施・導入している

部分的には実施・導入している 実施・導入していない

当該事業所では実施・導入できない

導入できる箇所・設備には実施・導入している

部分的には実施・導入している 実施・導入していない

当該事業所では実施・導入できない

[B.対策実施状況] の

選択データをクリア

貴事業所と業務部門平均の

対策実施状況をグラフ化

ウ）このボタンを押すと、選択し

たデータがクリアされます。 

イ）選択が完了したらこのボタンを押してください。 

画面①の「b. 対策実施状況」が作成されます。 

（選択内容を変更した場合も、必ず押してください。） 

未選択項目がある場合、確認メッセージが表示されます。 

ア）評価が可能な対策について、対策実施状況に関する

4 つの選択肢が表示されますので、選択ください。 
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5. 【試算】対策による CO2 削減効果の詳細試算 画面 

 指針の対策メニューのうち、以下の対策について、より詳細な CO2 削減効果の試算を行う画面です。 

➢ 対策 No.8 配管・バルブ類又は継手類・フランジ等の断熱強化 

➢ 対策 No.54 燃焼設備の空気比の適正化 

➢ 対策 No.56 熱源機の運転圧力の適正化 

➢ 対策 No.58 空調設定温度・湿度の適正化 

 

【試算画面への遷移方法について】 

 「現状及び推奨対策メニューの評価」画面②の「c.推奨対策メニュー一覧」に、上記の対策メニューが含

まれている場合、最右欄に、「試算可」と表示されますので、そちらのセルをダブルクリックすると、試算画面

に遷移します。 

 一度、詳細試算を行うと、最右欄の表示が「試算可」から、試算結果の数値に変更されますが、数値の

場合も同じセルをダブルクリックすると、試算画面に遷移して、試算のやり直しを行うことができます。 

 

【試算結果の反映方法について】 

 試算した対策については、「現状及び推奨対策メニューの評価」画面②の「c.推奨対策メニュー一覧」の

「実施したい対策は✓を選択」欄において、[空白]「✓」「✓試算」の 3 択から選択可能です（他の対策

は[空白]「✓」の 2 択です）。 

 「✓（試算）」を選択した対策は、ボタンⅲ（『「✓」および「✓試算」をつけた対策を実施した場合の削

減効果を見る』ボタン）を押下して、「d. 推奨対策メニューを実行した場合の削減効果」を作成する際に、

試算結果が反映されます（「✓」を選択すると、試算結果は反映されず、「平均的な CO2 削減率」に基

づく削減効果が表示されます）。 

 

 

 

 

 

 

ウ）「実施したい対策は✓を選択」欄で

の選択は[✓ 試算]・[ ✓ ]・[空白]の 3

択となります。 

ア）このセルをダブルクリックすると 

試算画面へ遷移します。 

イ）試算画面での試算が完了すると、

試算結果の数値が反映されます。 

（※数値の場合も、同じセルをダブル 

クリックすると試算画面に遷移します。） 
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【試算方法について】 

 詳細試算画面では、該当するメニューについて、指定された情報を入力することで、より貴事業所の実態

に即したCO₂削減率を算出することができます。黄色セルは直接数値を入力し、オレンジセルはプルダウン

から選択して入力してください。試算された CO₂削減率は最下セルに反映されます。 

 入力完了後は画面最上部にある、『「現状及び推奨対策メニューの評価」に戻る』リンクを押して、「現状

及び推奨対策メニューの評価」画面へ遷移してください。画面②の「c.推奨対策メニュー一覧」において、

試算結果が反映されます。 

 

対策 No.8 配管・バルブ類又は継手類・フランジ等の断熱強化の画面例 

 

・・・・ 

 

 

 計算③：CO2削減量

○計算結果

単位 計算値 計算例

 k. CO2排出係数 2.71

ℓ. 現状の事業所全体のCO2排出量 t-CO2 A. 基本情報の入力結果より 5,000

m. 現状のボイラの燃料消費に起因するCO2排出量 t-CO2 h*k 52.7

n. 保温後のボイラの燃料消費に起因するCO2排出量 t-CO2 i*k 6.7

o. CO2削減量 t-CO2 m-n 46.0

p. CO2削減率（事業所全体の排出量に対する割合） - ℓ/n 0.9%

イ）全ての入力が完了すると、 

最下セル「CO2 削減率（事業所全体の排出量 

に対する割合）」に試算結果が表示されます。 

ア）黄色いセルには直接数値を入力、 

オレンジ色のセルはプルダウンから選択してく

ださい。 

ウ）イ）に試算結果が表示され、試算が完了し

たら、最後に画面最上部の『「現状及び推奨対

策メニューの評価」に戻る』リンクを押してください。 


