A.2

追加性に関する情報

投資回収年
投資回収年数

4.4 年

A.3

排出削減量の算定方法

A.3.1

排出削減量

𝐸𝑅 = 𝐸𝑀𝐵𝐿 − 𝐸𝑀𝑃𝐽
記号

（式１）
単位

数値 ※3

排出削減量

tCO2/年

430

EM BL

ベースライン排出量 ※1

tCO2/年

478.4

EM PJ

プロジェクト実施後排出量 ※2

tCO2/年

47.6

ER

定義

※1 A.3.5のベースライン排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。
※2 A.3.3のプロジェクト実施後排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。
※3 A.3.2～A.3.5まで入力後、自動計算されます。

A.3.2

排出削減量の算定で考慮する付随的な排出活動

（１）ベースラインの付随的な排出活動
注）方法論の＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞に規定される全ての付随
的な排出活動について記載すること。付随的な排出活動について、算定を行う場合には、A.3.5に
算定方法を示すこと。
（考え方）※1

本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は
規定されていないため、付随的な排出活動は評価しない。

排出活動

排出量(tCO2/年)

モニタリング・算定方法

□ 排出量の算定を行う
□ 排出量の算定を行わない
合計 ※2

0.0

※1 付随的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。
※2 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

（２）プロジェクト実施後の付随的な排出活動
注）方法論の＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞に規定される全ての付随
的な排出活動について記載すること。
また、A.3.1で算定した排出削減量と比較して付随的排出活動の影響度を評価し、
プロジェクト実施後の付随的排出活動のモニタリング・算定方法を決めること。
ただし、モニタリングを省略する複数の付随的な排出活動の影響度の合計を5％
以上としてはならない（影響度の合計が5％未満となるようにモニタリングを省
略する付随的な排出活動を調整しなければならない）。

（考え方）※1

「対象設備に付帯する追加設備の使用」については、モニタリングを実施し
算定を行う。
チップ工場からの「バイオマス固形燃料の運搬」については、影響度による
算定を行う。
「バイオマス原料の運搬」及び「バイオマス固形燃料化処理設備の使用」に
ついては、製材所及びチップ工場において発生する木質未利用材を加工処理
することなく製材所にてバイオマス固形燃料として使用しており、原料の運
搬並びに固形燃料化処理の作業は発生しないことから、付随排出活動に該当
しないものとして算定対象外とする。なお、チップ工場からの製材所までの
未利用材運搬については「バイオマス固形燃料の運搬」として算定する。

排出活動

排出量(tCO2/年)

影響度(％) ※2

モニタリング・算定方法 ※3

□ 排出量の算定を行う。
バイオマス原料の運搬

-

-

排出量の算定を行う。ただ
し、排出量のモニタリングを
□ 省略し、影響度により排出量
を評価する。

■ 排出量の算定を省略する。
□ 排出量の算定を行う。
バイオマス固形燃料化
処理設備の使用

-

-

排出量の算定を行う。ただ
し、排出量のモニタリングを
□ 省略し、影響度により排出量
を評価する。

■ 排出量の算定を省略する。
□ 排出量の算定を行う。
バイオマス固形燃料の
運搬

5.9

1.4

排出量の算定を行う。ただ
し、排出量のモニタリングを
■ 省略し、影響度により排出量
を評価する。

□ 排出量の算定を省略する。
■ 排出量の算定を行う。
対象設備に付帯する追
加設備の使用

41.7

9.7

排出量の算定を行う。ただ
し、排出量のモニタリングを
□ 省略し、影響度により排出量
を評価する。

□ 排出量の算定を省略する。
合計 ※4

※1
※2
※3
※4

47.6

11.1

付随的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。
A.3.1で算定した排出削減量(ER)に対する比率(％)を記載すること。
方法論で規定された方法から選択すること。
行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

A.3.3

プロジェクト実施後排出量

注）方法論の「３．事業実施後排出量の算定」 に定める評価式に沿って
排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの
評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。
（１）主要排出活動

（考え方）※1

プロジェクト実施後の主要排出量は、木質バイオマスボイラーの使用に伴う
バイオマス固形燃料の使用による排出量を求める。

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀 = 𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠
記号

EM PJ,M
EM PJ,M,biomass

（１）－１

定義

単位

想定値

プロジェクト実施後の主要排出量

tCO2/年

0.0

プロジェクト実施後の主要排出量（バイオ
マスボイラー）

tCO2/年

0.0

木質バイオマスボイラーの排出活動

（考え方）※1

バイオマス固形燃料（木屑、バーク）を活用するため、プロジェクト実施後
の主要排出量は0tCO2/年である。

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠 = 0
記号

EM PJ,M,biomass

定義
プロジェクト実施後の主要排出量（バイオ
マスボイラー）

（式3）
単位

想定値

tCO2/年

0.0

※1 方法論に記載された算定方法のうち、使用する算定方法を明記すること。

（２）付随的な排出活動
注）A.3.2(2)において、影響度が１％以上であった付随的な排出活動全てについて記載する。

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆 = 𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 + 𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆,𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑦
記号

定義

（式4）

単位

想定値

tCO2/年

47.6

EM PJ,S,transport,biosolid プロジェクト実施後のバイオマス燃料の運

tCO2/年

5.9

プロジェクト実施後の追加設備によるプロ
ジェクト実施後排出量

tCO2/年

41.7

EM PJ,S

プロジェクト実施後の主要排出量
搬によるプロジェクト実施後排出量

EM PJ,S,auxiliary

（２）－１

バイオマス燃料の運搬によるプロジェクト実施後排出量

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 = 𝐹𝑃𝐽,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 × 𝐻𝑉𝑃𝐽,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 （式8）
× 𝐶𝐸𝐹𝑃𝐽,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑
記号

定義

単位

想定値

tCO2/年

5.9

プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料
の運搬に使用する燃料使用量

kL/年

2.3

HV PJ,transport,biosolid プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料

GJ/kL

38.0

tCO2/GJ

0.0689

EM PJ,S,transport,biosolid バイオマス固形燃料の運搬によるプロジェ
クト実施後排出量

F PJ,transport,biosolid

の運搬に使用する燃料の単位発熱量

プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料

CEF PJ,transport,biosolid の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たり
のCO2排出係数

（２）－２

対象設備に付帯する追加設備の使用によるプロジェクト実施後排出量

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆,𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑦 = 𝐸𝐿𝑃𝐽,𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑦 × 𝐶𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑡
記号

定義

（式10）

単位

想定値

EM PJ,auxiliary

プロジェクト実施後の追加設備によるプロ
ジェクト実施後排出量

tCO2/年

41.7

EL PJ,auxiliary

プロジェクト実施後の追加設備における電
力使用量

kWh/年

80784

CEF electricity,t

電力のCO2排出係数

tCO2/kWh

0.000516

A.3.4

ベースライン排出量の考え方

注）方法論の「４．ベースライン排出量の考え方」を参照し、本プロジェクトにおける
ベースライン排出量の考え方及びベースライン活動量の算定式を選択して引用記載
すること。また、ベースライン活動量については、記載例に示すように各項目ごとの
評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

（１）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熱源設備（＝木質バイオマスボ
イラー）による生成熱量を、プロジェクト実施後の熱源設備からではなく、ベースラインの熱源
設備（灯油ボイラー）から得る場合に想定されるCO2排出量とする。
プロジェクト実施後の木質バイオマスボイラーによる年間生成熱量は、ボイラー運転条件により
蒸気の使用量及び加熱前後のエンタルピー差が異なるため、1時間単位で計測した値に基づき生成
熱量を算出し、対象期間で合計して求める。

（２）ベースライン活動量（発電電力量、蒸気の供給量又は製品の生産量等）の算定式
注）方法論に算定式の記載がないものについては、本項目の記載は不要とする。
※ プロジェクト実施後の熱源設備による生成熱量は、木質バイオマスボイラーの生成熱量の合
計値である。

𝑄𝐵𝐿,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑠𝑢𝑚
= 𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠
記号

単位

想定値

ベースラインの対象設備による生成熱量

GJ/年

6293.7

プロジェクト実施後の対象設備による生成
熱量（合計）

GJ/年

6293.7

Q PJ,heat,output,biomass プロジェクト実施後の対象設備による生成

GJ/年

6293.7

Q BL,heat,output
Q PJ,heat,output,sum

定義

（式b-4'）

熱量（バイオマスボイラー）

（２）－１
※

プロジェクト実施後の対象設備による生成熱量（バイオマスボイラー）

1時間毎のプロジェクト実施後の対象設備による生成熱量を(式b-4'')によって求め、対象
期間合計の生成熱量を(式b-4''')によって求める。

𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡 = 𝐹𝐿𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑡 × ∆𝐻𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑡 × 10−6

（式b-4''）

𝑇

𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠 =

𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠,𝑡

（式b-4'''）

𝑡=1
記号

定義

単位

想定値

Q PJ,heat,output,biomass プロジェクト実施後の対象設備による生成

GJ/年

6293.7

Q PJ,heat,output,biomass,t プロジェクト実施後の対象設備による生成

GJ/h

0.9

kg/h

2017/9/25～2017/10/1における蒸気
使用量（1時間毎）を用いて
【QPJ,heat,output,biomass,t】と
して対象設備による生成熱量期間平
均値（1時間毎）を算出
※想定値として採用した1時間毎の
各蒸気使用量については、【別紙】
蒸気量推計表を参照

kJ/kg

2017/9/25～2017/10/1の圧力・温度
値（1時間毎）に基づく蒸気加熱前
後のエンタルピー差値（1時間毎）
を用いて、
【QPJ,heat,output,biomass,t】と
して対象設備による生成熱量期間平
均値（1時間毎）を算出
※想定値として採用した1時間毎の
加熱前後のエンタルピー差について
は、【別紙】蒸気量推計表を参照

h

1

h/年

7344

熱量（バイオマスボイラー）

熱量（1時間毎）（バイオマスボイラー）

FL PJ,heat,biomass,t

△ H PJ,heat.biomass,t

t

T

プロジェクト実施後の対象設備で加熱され
た蒸気の使用量（1時間毎）（バイオマスボ
イラー）

プロジェクト実施後の対象設備で加熱され
た蒸気の加熱前後のエンタルピー差（1時間
毎）（バイオマスボイラー）

プロジェクト実施後の対象設備で加熱され
た蒸気の使用量及び加熱前後のエンタル
ピー差の計測時間
プロジェクト実施後の対象設備で加熱され
た蒸気の使用量及び加熱前後のエンタル
ピー差のモニタリング期間における計測時
間合計

A.3.5

ベースライン排出量

注）方法論の「５．ベースライン排出量の算定」 に定める評価式に沿って
排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの
評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

（１）主要排出活動

𝐸𝑀𝐵𝐿,𝑀 = 𝑄𝐵𝐿,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 ×
記号

EM BL
Q BL,heat,output

100
× 𝐶𝐸𝐹𝐵𝐿.𝑓𝑢𝑒𝑙
𝜀𝐵𝐿

定義
ベースラインの主要排出量
ベースラインの対象設備による生成熱量

（式b-5）

単位

想定値

tCO2/年

478.4

GJ/年

6293.7

ε BL

ベースラインの対象設備のエネルギー消費
効率

％

90.3

CEF BL,fuel

ベースラインの対象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

0.0686

（２）付随的な排出活動
注）A.3.2(1)において、算定することとした付随的な排出活動に全てについて記載する。
（式
記号

定義

単位

想定値

）

A.4.1

モニタリング計画

（１）活動量（燃料消費量、生成熱量、生産量等）
モニタリング項目

モニタリング方法

記号

定義

単位

分類
※1

FPJ,transport,biosolid

プロジェクト実施後のバイ
オマス固形燃料の運搬に使
用する燃料使用量

kL/年

A

ELPJ,auxiliary

プロジェクト実施後の追加
設備における電力使用量

kWh/年

FLPJ,heat,biomass,t

プロジェクト実施後の対象
設備で加熱された蒸気の使
用量（1時間毎）（バイオ
マスボイラー）

kg/h

C

C

プロジェクト計画での想定
備考

概要

頻度

想定値

根拠
2017年2月～2017年11月分の燃

燃料の請求書兼利用明細書より使用
量(kL)を把握

月

定格消費電力と稼働時間を使用し
て算定

年

2.3 料の請求書兼利用明細書より、
年間の値を推定

給水量からブロー量を差し引いて
求める。給水量は流量計で計測
1時間に1回
し、ブロー量はブロー率(水質分
析報告書より)から算定

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかの方法を選択すること。
分類Ｂ（計量器）を用いる場合には、A.4.2において計量器やモニタリングポイントの説明を行うこと。
分類Ｃ（概算等）を用いる場合には、A.4.3において概算・推定方法の詳細について説明すること。

80784.0
2017/9/25～2017/10/1
における蒸気使用量（1
時間毎）を用いて
【QPJ,heat,output,bioma
ss,t】として対象設備に
よる生成熱量期間平均
値（1時間毎）を算出
※想定値として採用し
た1時間毎の各蒸気使
用量については、【別
紙】蒸気量推計表を参
照

定格消費電力：仕様書
稼働時間：年間想定値
・流量計について
型式：アズビル金門株式会
・給水量：2017年9月25日～ 社製NKHA32(エコメーター)
10月1日の実績
検定付（有効期限H36年6
・ブロー率：過去のプロジェ 月）
・ブロー率：9.2%
クトから引用
158_(株）モリチクリーニン
グから引用

（２）係数（単位発熱量、排出係数、エネルギー消費効率、物性値等）
モニタリング項目
記号

定義

△HPJ,heat,biomass,t

プロジェクト実施後の対象
設備で加熱された蒸気の加
熱前後のエンタルピー差
（1時間毎）（バイオマス
ボイラー）

εBL

ベースラインの対象設備の
エネルギー消費効率

HVPJ,transport,biosolid

プロジェクト実施後のバイ
オマス固形燃料の運搬に使
用する燃料の単位発熱量

モニタリング方法
単位

分類
※1

プロジェクト計画での想定
備考

概要

頻度

想定値
2017/9/25～2017/10/1
の圧力・温度値（1時間
毎）に基づく蒸気加熱
前後のエンタルピー差
値（1時間毎）を用いて、
【QPJ,heat,output,bioma
ss,t】として対象設備に
よる生成熱量期間平均
値（1時間毎）を算出
※想定値として採用し
た1時間毎の加熱前後
のエンタルピー差につ
いては、【別紙】蒸気量
推計表を参照

根拠
・圧力計について
型式：山本計器製造株式会社
製普通形圧力計(φ200)
計測誤差：±1.6％
・蒸気の比エンタルピー：2017 ・給水の比エンタルピー
年9月25日～10月1日の実績
158_(株）モリチクリーニング
・給水の比エンタルピー：過去 から給水温度を引用
のプロジェクトから給水温度を ・温度計について
型式：株式会社オムロンFEP
引用
モールド形（完全防水）白金
測温抵抗体形E52-P5AY-40
※推定誤差はデフォルト
（2℃）を採用

Ⅰ

加熱前の温度を温度計より、加熱
後の圧力を圧力計より計測し、そ 1時間に1回
れらをもとに飽和蒸気表から算定

％

Ⅱ

登録申請時点で販売されている標
準的な設備（3社）のカタログ値 プロジェク
ト
（低位）を使用して高位の値を算
開始時
定

90.3

カタログ値

高位発熱量基準

GJ/kL

Ⅲ

デフォルト値(軽油)を使用

検証申請時
に最新のも
のを使用

38.0

デフォルト値

高位発熱量基準

kJ/kg

CEFBL,fuel

ベースラインの対象設備で
使用する燃料の単位発熱量 tCO2/GJ
当たりのCO2排出係数

Ⅲ

デフォルト値(灯油)を使用

検証申請時
に最新のも
のを使用

0.0686

デフォルト値

高位発熱量基準

CEFPJ,transport,biosolid

プロジェクト実施後のバイ
オマス固形燃料の運搬に使
tCO2/GJ
用する燃料の単位発熱量当
たりのCO2排出係数

Ⅲ

デフォルト値(軽油)を使用

検証申請時
に最新のも
のを使用

0.0689

デフォルト値

高位発熱量基準

Ⅲ

デフォルト値を使用

検証申請時
に最新のも
のを使用

0.000516

デフォルト値

H28全電源排出係数

CEFelectricity,t

電力のCO2排出係数

tCO2/kWh

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかの方法を選択すること。
分類Ⅰ（実測）を用いる場合には、A.4.4において実測方法の説明を行うこと。
分類Ⅱ（第三者提供値）を用いる場合には、提供事業者名を概要欄に記載すること。

A.4.2

計量器を用いたモニタリング（分類Ｂ）に関する説明

注）A.4.1（１）においてモニタリング分類Ｂ(計量器)を使用する場合の計量器について
説明すること。

（１）計量器の概要
①特定計量器の場合
モニタリング項目

計量器の種類

モニタリング
ポイント ※1

検定の有効期限

モニタリング
ポイント ※1

計量器の校正方法の説明

②特定計量器以外の計量器の場合
モニタリング項目

計量器の種類

※1 モニタリングポイントは(2)と整合する番号を記載すること。

（２）モニタリングポイント
注）計量器によるモニタリングポイントを図示すること。必ずしも個別項目ごとに図を
作成する必要はなく、一つの図で全てのモニタリングポイントを示してもよい。
複数の図を作成する場合は、記入枠を必要に応じてコピーすること。

A.4.3

概算等に基づくモニタリング方法（分類Ｃ）に関する説明

注）A.4.1（１）においてモニタリング分類Ｃを使用する場合の
概算・推定方法の詳細について説明すること。また、計量器による計測値に基づく推定
を行う場合には、モニタリングポイントも併せて示すこと。

モニタリング項目

プロジェクト実施後の
対象設備で加熱された
蒸気の使用量（1時間毎）
（バイオマスボイラー）

（推定・概算方法）
【モニタリング方法】
以下の式より求める。
(プロジェクト実施後の対象設備で加熱された蒸気の使用量(kg/h)
＝ボイラーの給水量(kg/h)-ボイラーのブロー量(kg/h)
・ボイラーの給水量(kg/h)
以下の式よりもとめる。
(ボイラーの給水量(kg/h))＝(流量計計測値(m3/h))×(密度(kg/m3))
モニタリングポイントM1にて、流量計により給水量（体積）を計測し、給水
温度に基づく水の密度から給水量（重量）を算出する。この際、水の密度は化
学便覧から引用する。
なお、使用する流量計は検定付（有効期限H36年6月）であり、分類Bで求める値
と比較して同等な値となるモニタリング方法として、当該計量器による計測値
をそのまま算定に用いることとする。
・ボイラーのブロー量(kg/h)
以下の式より求める。
(ブロー量)＝(ボイラーの給水量(kg/h))×(ブロー率(%))
(ブロー率(%))＝(バイオマスボイラーへの給水の塩化物イオン濃度の計測値)
÷(バイオマスボイラー水の塩化物イオン濃度の計測値)
※最新の水質分析報告書の数値を使用する
【計画書における想定値の算定方法】
2017年9月25日～10月1日の実績から1時間毎の蒸気使用量を算定
・ボイラーの給水量(kg/h)及びボイラーのブロー量(kg/h)
【別紙】蒸気量推計表を参照。
※ブロー率(%)については、計画書作成時点で水質分析が過去に実施され
たことが無いため、過去のプロジェクト（158_(株）モリチクリーニング)
のブロー率：9.2%を引用する

（モニタリングポイント）

蒸気
配管
給水

M

木質バイオマ
スボイラー

ブロー水

※Ｍ1：流量計により給水量を把握

木
材
乾
燥
機

木
材
乾
燥
機

木
材
乾
燥
機

木
材
乾
燥
機

木
材
乾
燥
機

木
材
乾
燥
機

モニタリング項目

プロジェクト実施後の追加
設備における電力使用量

（推定・概算方法）
【モニタリング方法】
ここでの追加設備とは、木粉定量供給装置設備電力を指す。
以下の式より求める。
(プロジェクト実施後の追加設備における電力使用量(kWh/年))
＝(定格消費電力(kW))×(稼働時間(h/年))
・定格消費電力(kW)
仕様書から把握する⇒11.0kW
・稼働時間(h/年)
以下の式より求める。
(稼働時間(h/年))＝(1日の稼働時間(h/日))×(年間稼働日数(日/年))
・1日の稼働時間(h/日)
稼働時間を把握していないため、1日中(24h)稼働していると想定することで
活動量が大きくなり、保守的となる
・年間稼働日数(日/年)
工場の稼動表から把握する。
【計画書における想定値の算定方法】
(プロジェクト実施後の追加設備における電力使用量(kWh/年))
＝11.0kW×7344h/年＝80784(kWh/年)
・稼働時間(h/年)＝24h/日×306日/年＝7344h/年
・1日の稼働時間(h/日)＝24h/日
・年間稼働日数(日/年)
年間の停止期間日数想定値(日/年)は59日/年(2ヶ月7日間灰だし：42日＋正月
休み：10日＋年次点検：7日)のため、年間稼働日数は306日/年(365日-59日)

（モニタリングポイント）

A.4.4

係数(単位発熱量、排出係数、効率等)の実測方法に関する説明

注）A.4.1において分類Ⅰに該当する方法でモニタリングを実施することとした項目に
ついて、実測方法の説明を行うこと。なお、実測の中で活動量の計測が必要となる
場合(例えば効率の計測)には、活動量の計測区分（分類Ａ～分類Ｃ）に準じた説明を
行うこと。

モニタリング項目

プロジェクト実施後の対象
設備で加熱された蒸気の加
熱前後のエンタルピー差
（1時間毎）（バイオマス
ボイラー）

【モニタリング方法】
以下の式によって求める。
(プロジェクト実施後の対象設備で加熱された蒸気の加熱前後のエンタルピー
差（1時間毎）(kJ/kg))
＝(蒸気の比エンタルピー(kJ/kg))－(給水の比エンタルピー(kJ/kg))
・蒸気の比エンタルピー(kJ/kg)
JIS規格（JIS B7505-1、CL1.6)に相当する圧力計より毎時間測定した圧力の
値から計測誤差0.032MPaを差し引き、飽和蒸気表（出典：日本機械学会『日本
機械学会蒸気表』1999年）から比エンタルピーを求める。
※上記JIS規格による最大許容誤差（CL1.6 ±1.6% ）を適用し、活動量が小さ
くなるよう保守性を考慮して、F.S.（2.00MPa）に対する計測誤差として
0.032MPaを計測値から差し引くこととした。
なお、圧力計計測値はゲージ圧であるため、大気圧（0.10MPa）を加算した絶対
圧力に換算する。また、飽和蒸気表にて参照する圧力値に該当がない場合は、
保守的となるよう計測圧力直近の低い圧力に対応する比エンタルピーを採用す
る。
・給水の比エンタルピー(kJ/kg)
温度計により毎時間測定した値に測定誤差2℃を足した温度をもとに、飽和蒸
気表から比エンタルピーを求める
※温度計の計測精度が特定できないため、計測誤差のデフォルト値2℃を採用
する。2℃を足すことにより、活動量が小さくなるように補正され、保守的
となる。
飽和蒸気表にて参照する温度値に該当がない場合は、保守的となるよう計測圧
力直近の高い温度に対応する比エンタルピーを採用する。
【想定値の推定方法】
2017年9月25日～10月1日の実績から1時間毎のエンタルピー差を算定
・蒸気の比エンタルピー(kJ/kg)及び給水の比エンタルピー(kJ/kg)
【別紙】蒸気量推計表を参照。
※計画書作成時点で蒸気の比エンタルピーを求めるための圧力計は導入されて
いるが、給水の比エンタルピーを求めるための温度計を導入していない
ため、過去のプロジェクト（158_(株）モリチクリーニング)から引用した
給水温度70℃に誤差2℃を足した温度72℃をもとに推定(317.65kJ/kg)

