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の実行方法
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1. CO2削減ポテンシャル診断の現状
2. 運用改善等実施促進調査概要
3. 実行方法

環境省「平成31年度CO2削減ポテンシャル診断対策実施促進のための調査
等委託業務」の「運用改善等定着化のための実証調査」のポイントをご説
明します。

発表内容
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１．CO2削減ポテンシャル診断の現状
提案件数

➢ 診断機関は、受信事業所あたり平均7.5件の対策を提案
（3,000t-CO2/年未満では7.2件）

表1. CO2削減ポテンシャル診断の平均対策件数
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１．CO2削減ポテンシャル診断の現状
CO2削減ポテンシャル量

➢ 診断機関は、受信事業所のCO2排出量全体の約21%
にあたる削減ポテンシャルを診断

表2. CO2排出量が3,000t-CO2/年未満の受診事業所のCO2削減ポテンシャル
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１． CO2削減ポテンシャル診断の現状
対策に取り組む事業所の割合

➢ 受診事業所の約68%は提案された対策を少なくとも１つ以上
実施（3,000t-CO2/年未満では約62%）

表3. 対策への取り組み状況と取組率
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１． CO2削減ポテンシャル診断の現状
受診事業所の提案実施率

➢ 受診事業所は、提案された対策の約28%を実施
（3,000t-CO2/年未満は約27%）

表3. 対策実施状況（左欄：件数、右欄：件数比率）
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１． CO2削減ポテンシャル診断の現状
運用改善によるCO2削減

➢ 運用改善と設備導入を比較すると、運用改善の方が提案が
実施される率が高い

➢ 実施済対策のCO2削減量は設備導入：運用改善≒2:1

表4. 設備導入と運用改善の件数比率、CO2削減量、CO2削減量比率
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１． CO2削減ポテンシャル診断の現状
対策の実施理由、未実施理由

事業報告書を分析し以下を整理

産業部門（１）：実施済対策 実施率が高い対策の実施理由 P9
産業部門（２）：未実施対策 実施率が低い対策の未実施理由 P10

業務部門（１）：実施済対策 実施率が高い対策の実施理由 P11
業務部門（２）：未実施対策 実施率が低い対策の未実施理由 P12
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１．CO2削減ポテンシャル診断の現状
産業部門（１）：実施済対策

・産業部門で実施率が高い対策の実施理由

設備導入、運用改善
➢ 初期費用が安かったため （①）
➢ 省エネ効果の根拠が明確で確実性があるため （④）
➢ 補助金を活用できたため （②）
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FEMSによる総合的なエネルギー管理・制御 (実施数：6)

ポンプ・ファン・ブロア・コンプレッサの空気洩れの対策 (実施数：70)

ボイラの燃焼空気比改善 (実施数：12)

運用改善全体 (実施数：191)

コンプレッサ等の台数制御システムの導入 (実施数：14)

不要照明・不要時間帯の消灯 (実施数：15)

蒸気漏れの配管・バルブ類又は継手類の更新 (実施数：23)

設備導入全体 (実施数：775)

運
用
改
善

設
備
導
入

①実施：初期費用が安かったため ②実施：補助金を活用できたため

③実施：投資回収年数が短いため ④実施：省エネ効果の根拠が明確で確実性があるため

⑤実施：その他 未記入

① ② ④
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１．CO2削減ポテンシャル診断の現状
産業部門（２）：未実施対策

・産業部門で実施率が低い対策の未実施理由

設備導入
➢ 初期費用が高かったため （⑥）
➢ 導入を提案された設備の機能や運用に懸念があったため （⑦）
➢ 投資回収年数が長かったため （⑨）

運用改善
➢ 既存の生産ライン・設備に適合しなかったため （⑦）
➢ 対策の実施により、事業所の操業に影響が生じるため（操業停止、他設
備稼働へ影響など） （⑫）
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１．CO2削減ポテンシャル診断の現状
業務部門（１）：実施済対策

・業務部門で実施率が高い対策の実施理由

設備導入
➢ 補助金を活用できたため （②）
➢ 省エネ効果の根拠が明確で確実性があるため （④）
➢ 投資回収年数が短いため （③）
運夜改善
➢ 初期費用が安かったため （①）
➢ 省エネ効果の根拠が明確で確実性があるため （④）
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１．CO2削減ポテンシャル診断の現状
業務部門（２）：未実施対策

・業務部門で実施率が低い対策の未実施理由

設備導入
➢ 初期費用が高かったため （⑥）
➢ 投資回収年数が長かったため （⑨）

運用改善
➢ 対策の実施により、事業所の操業に影響が生じるため（操業停止、他設備
の稼働への影響など） （⑫）
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２．運用改善等実施促進調査概要
環境省「平成31年度CO2削減ポテンシャル診断対策実施促進
のための調査等委託業務」の一部

１．診断機関と調査対象事業所の選定

選定基準
➢ 診断機関：運用改善を多く提案。

提案した対策に対し、受診事業所の実施意向が高い。
➢ 事業所：過去にCO2削減ポテンシャル診断を受診。本調査に協力的。

上記基準で省エネルギーセンターが10診断機関を選定。診断機関が計20
事業所を推奨し、過去の対策等を参考に省エネルギーセンターが選定。

２．調査対象事業所の現況把握と実施支援

診断機関とともに20事情所を訪問。以下を実施。
➢ 調査対象事業所でのCO2削減対策の実施状況の確認
➢ 実施済み対策の促進理由確認と効果の把握
➢ 未実施対策の阻害理由確認と実施支援
➢ 効果と実施指導結果を調査対象事業所へ報告 13



３． 実行方法

実行方法の例-１（運用改善）
介護老人保健施設 国立あおやぎ苑様
冷温水ポンプのインバータ周波数設定値見直し

実行方法の例-２（運用改善）
介護老人保健施設 国立あおやぎ苑様
冷温水出口温度の調整

実行方法の例-３（運用改善）
家具量販店Ａ店舗様
外気量の調整

実行方法の例-４（部分更新・機能付加）
山崎醸造株式会社様
蒸気配管未保温箇所への保温施工 14



診断機関による試行のフォローにより実施に至った例

■冷温水ポンプのインバータ周波数設定値の見直し
・空調用冷温水ポンプのインバータ周波数を調整することで、ポンプ
の消費電力量を削減する。

実行方法の例－１：介護老人保健施設 国立あおやぎ苑様［診断機関：テクノ矢崎㈱］

実施
状況

■未実施：インバータ周波数の変更は実施していない

提案
内容

未実施
理由

■サービスへの影響の懸念
・冷暖房能力が不足し、入居者サービスに悪影響
がある可能性がある。
■情報不足
・具体的にどの程度周波数を見直しをすればよい
かわからない。

【平成３０年度診断】

【令和元年度調査】

ポンプ インバータ



診断機関による試行のフォローにより実施に至った例

■診断機関によるインバータ周波数設定値変更の試行
・診断機関がインバータ周波数を調整(45Hz→43Hz)。
調整前後の冷温水ポンプの消費電力量を測定し、
効果算出。

・計測期間中の猛暑日でも冷房能力が不足しないこと
を確認。

実行方法の例－１：介護老人保健施設 国立あおやぎ苑様［診断機関：テクノ矢崎㈱］

フォロー
内容

【実施フォロー】

周波数 45Hz 43Hz 削減量

消費電力量
(kWh)

128.699 113.223 15.476

CO2排出量 47.104 41.440 5.664

削減率：12.02％

【実施フォロー結果】
・インバータ周波数は43Hzを標準に
する。
・診断機関の協力で、さらに周波数を
下げても冷暖房能力に不足が生じな
いかを検証

→問題がなければさらに調整

（年間試算値）インバータ周波数調整効果

具体的な設定
値がわかる。

効果の検証結果
が数値でわかる。

サービスへの影
響の懸念を払拭。
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診断機関による試行のフォローにより実施に至った例

■冷温水出口温度の調整
・冷房負荷が低減する中間期において、冷水出口温度を7℃から9℃に
上げることでガス消費量を削減する。

実行方法の例－２：介護老人保健施設 国立あおやぎ苑様［診断機関：テクノ矢崎㈱］

実施
状況

■未実施：冷水出口温度の変更は実施していない。

提案
内容

未実施
理由

■サービスへの影響の懸念
・冷暖房能力が不足し、入居者サービスに悪影響がある可能性がある。
■情報不足
・具体的に、いつ、どのように出口温度を変更すればよいのかわから
ない。問題発生時に、どのようにすべきかわからない。

【平成３０年度診断】

【令和元年度調査】
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診断機関による試行のフォローにより実施に至った例

■診断機関による冷温水温度設定変更の試行
・診断機関が冷温水設定温度を7℃から8℃に変更。
変更前後で外気エンタルピが近似している日同士
のガス消費量から効果算出。

・計測期間中の猛暑日でも冷房能力が不足しない
ことを確認。

■情報（マニュアル）提供
・操作マニュアルを準備。
戻す方法も把握。

実行方法の例－２：介護老人保健施設 国立あおやぎ苑様［診断機関：テクノ矢崎㈱］

フォロー
内容

【実施フォロー】

削減率：17.8％

【実施フォロー結果】
・出口温度は常時8℃を標準。
・冷房能力の不足を感じたら
戻す方法がわかったので安心。

（年間試算値）温度設定調整効果

具体的な設定
方法がわかる。

周波数 7℃ 8℃ 削減量

ガス消費量
(千m3/年)

63.849 52.487 11.362

CO2排出量 142.639 117.256 25.383

サービスへの影
響の懸念を払拭。

効果の検証結果
が数値でわかる。
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診断機関による試行のフォローにより実施に至った例

■外気量の調整
・CO2濃度がビル管法基準より低いので、外気ダンパを調整し外気量
を削減するとともに、停止中のレタンファン運転を再開することで
レタン空気と外気の混合運転にして電力使用量削減を図る。

実行方法の例－３：家具量販店A店舗様［診断機関：ジョーンズラングラサール㈱］

実施
状況

■未実施：ダンパ調整は実施していない。

提案
内容

未実施
理由

■効果に確信が持てない
・削減効果は机上で計算したものであり、実際にどうなるか不明。
■情報不足
・ダンパの開閉方法がわからない。

【平成３０年度診断】

【令和元年度調査】
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診断機関による試行のフォローにより実施に至った

■ダンパ開度を100%と72%にして計測、効果算出
・診断時は目標CO2濃度になるダンパ開度を計算で
求め、その際の効果を算出。フォロー時は、ダン
パ開度を現状の100%および72%にして風量、電力
消費量を実測し、効果を求めた。
・コイル前後の温湿度を測定、影響無いことを確認。
■ダンパ開度設定変更方法を提供
・業者へ操作端末の借用許可を取得。
・自動制御端末への操作端末接続方法を写真で具体
的に説明。

実行方法の例－３：家具量販店A店舗様［診断機関：ジョーンズラングラサール㈱］

フォロー
内容

【実施フォロー】

CO2削減量：5.3t-CO2/年

【実施フォロー結果】
・実測に基づき効果を算出したこと
で実際に効果があることを了解。
・店舗は曜日により来客数が異なり
CO2濃度が変化。
→本情報および結果を元に、事業
所は最適なダンパ開度を調査。

（年間試算値）ダンパ開度調整効果

周波数 100% 72% 削減量

消費電力量
(千kWh/年)

165.971 147.832 18.138

CO2排出量 48.132 42.871 5.261

サービスへの影
響の懸念を払拭。

効果の算出根拠
が明確。

具体的な設定
値がわかる。
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対策範囲を限定することで実施に至った例

■蒸気配管未保温箇所への保温施工
・一部の蒸気配管やバルブに未保温箇所がある。保温施工により放熱
損失を低減し、燃料使用量の削減を図る。

実行方法の例－４：山崎醸造株式会社様［診断機関：三浦工業㈱］

実施
状況

■未実施：保温施工は実施していない。

提案
内容

未実施
理由

■異常の検出遅れ
・全てのバルブ、フランジに保温施工すると、蒸気が漏れたときに
発見しずらい悪影響がある。また費用も大。
■適切な部材が見つからない
・事業所としては作業環境改善の面からも実施したいと考えていた。
作業者が触れそうな箇所のみ限定し、着脱容易な部材で施工したい
が適切な部材が見つからない。

【平成３０年度診断】

【令和元年度調査】

21



対策範囲を限定することで実施に至った例

■対策範囲を工場全体からボイラ室に限定
・診断時は工場全体の未保温蒸気配管を対象に提
案したが、製造設備内では実施が難しい箇所や
数量が多くなるので、ボイラ室内に限定。
■事業所が望む対策を提案
・作業者が触れそうな箇所へ、着脱可能なジャ
ケットタイプの断熱材を提案。

実行方法の例－４：山崎醸造株式会社様［診断機関：三浦工業㈱］

フォロー
内容

【実施フォロー】

CO2削減量：3.8t-CO2/年

【実施フォロー結果】
・提案の保温材使用を即時決定。

（年間試算値）保温対策効果

対策範囲を
限定

異常時にも
対応可能

実施前放熱量
(GJ/年)

実施後放熱量
(GJ/年)

削減量
燃料削減量

(L/年)

56 7 49 1,411
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