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参考資料 

 
○温室効果ガス排出量算定方法 

温室効果ガスの排出量の算定にあたっては、各年度の活動量（燃料の使用量等）をもとに、

温対法に基づく地方公共団体の事務事業に係る「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」

（環境省地球環境局、2015（平成27）年４月）及び「地方公共団体実行計画（事務事業編）策

定・改訂の手引き」（環境省地球環境局 2014（平成26）年３月）に基づき、表－１の地球温

暖化係数を用いてCO2排出量に換算することで温室効果ガス排出量を算定します。 

 

温室効果ガス排出量＝∑（活動量×温室効果ガス排出係数×地球温暖化係数） 

 

なお、排出量の算定に用いる温室効果ガス排出係数は、基本的に温対法施行令第３条（2015

（平成 27）年３月 31日最終改正）に定める数値とし、地球温暖化係数は温対法施行令第４条

に定める数値とします。 

また、温室効果ガス排出係数が明確に定まっていない係数については、正確性の観点から最

も適切な係数を用います。例えば、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量

については、地域の電気供給事業者の係数を用います。同様に家畜の反すう、ふん尿処理等及

び下水又は下水汚泥の処理に伴うメタン、一酸化二窒素の排出量については、温室効果ガス排

出量の算定・報告・公表制度（以下「算定・報告・公表制度」という。）における排出係数及び

本市の実測等により求められた係数を用います。（表－２参照） 

ただし、下水又は下水汚泥の処理に伴う、一酸化二窒素の排出量については、2015（平成27）

年4月30日 国水下企第4号 環地温発第1504301号 「地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づく温室効果ガス算定排出量の報告の際の算定方法(下水道事業関連)について」に該当する

ものは、同通知の排出係数を準用します。 

これらの温室効果ガス排出係数は、温室効果ガス排出量の削減にも大きく貢献し、省 CO2の

観点からも、十分、留意する必要があります。 

さらに、地球温暖化係数や温室効果ガス排出係数が見直された場合は、正確性の観点から可

能な限り直近の数値を用いることとします。 

 

 

表－１ 地球温暖化係数 

温室効果ガス 地球温暖化係数 備  考 

二酸化炭素（CO2） 1  

メタン（CH4） 25  

一酸化二窒素（N2O） 298  

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 1,430 HFC-134aの係数 

六ふっ化硫黄（SF6） 22,800  
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表－２ 温室効果ガス排出係数 

 

１ 二酸化炭素（CO２）の排出に関するもの 
活動項目 単  位 排出係数 

燃料の使用に伴う排出 

  ガソリン kg-CO2/L 2.32 
  灯油 kg-CO2/L 2.49 
  軽油 kg-CO2/L 2.58 
  A重油 kg-CO2/L 2.71 
  B重油又は C重油 kg-CO2/L 3.00 
  LPG kg-CO2/kg 3.00 
  天然ガス kg-CO2/ m3 2.22※1 
  都市ガス kg-CO2/m3 2.23 
他人から供給された電気の使用に伴う排出※2 
 関西電力株式会社 kg-CO2/kWh 0.522 
 イーレックス株式会社 kg-CO2/kWh 0.5 
 出光グリーンパワー株式会社 kg-CO2/kWh 0.644 
 伊藤忠エネクス株式会社 kg-CO2/kWh 0.38 
 エネサーブ株式会社 kg-CO2/kWh 0.617 
 王子製紙株式会社 kg-CO2/kWh 0.442 
 オリックス株式会社 kg-CO2/kWh 0.539 
 株式会社エネット kg-CO2/kWh 0.423 
 株式会社F-Power kg-CO2/kWh 0.491 
 株式会社G-Power kg-CO2/kWh 0.139 
 株式会社日本セレモニー kg-CO2/kWh 0.641 
 サミットエナジー株式会社 kg-CO2/kWh 0.492 
 JX日鉱日石エネルギー株式会社 kg-CO2/kWh 0.42 
 JENホールディングス株式会社 kg-CO2/kWh 0.501 
 志賀高原リゾート開発株式会社 kg-CO2/kWh 0.165 
 昭和シェル石油株式会社 kg-CO2/kWh 0.377 
 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 kg-CO2/kWh 0.602 
 泉北天然ガス発電株式会社 kg-CO2/kWh 0.397 
 ダイヤモンドパワー株式会社 kg-CO2/kWh 0.492 
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活動項目 単  位 排出係数 

他人から供給された電気の使用に伴う排出※2 

 テス・エンジニアリング株式会社 kg-CO2/kWh 0.695 
 東京エコサービス株式会社 kg-CO2/kWh 0.08 
 日本テクノ株式会社 kg-CO2/kWh 0.482 
 日本ロジテック協同組合 kg-CO2/kWh 0.405 
 パナソニック株式会社 kg-CO2/kWh 0.667 
 プレミアムグリーンパワー株式会社 kg-CO2/kWh 0.021 
 丸紅株式会社 kg-CO2/kWh 0.389 
 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 kg-CO2/kWh 0.375 
 リエスパワー株式会社 kg-CO2/kWh 0.533 
 他人から供給された電気の使用に伴う排出(代替値) kg-CO2/kWh 0.551 
他人から供給された熱の使用に伴う排出 kg-CO2/MJ 0.057 
一般廃棄物の焼却に伴う排出   

  廃プラスチック類（合成繊維の廃棄物に限る） kg-CO2/t 2,288 
廃プラスチック類（合成繊維の廃棄物を除く） kg-CO2/t 2,765 
廃棄物を燃料とする固形燃料（RDF） kg-CO2/t 774 

※1 算定・報告・公表制度に示される係数 
※2 環境大臣・経産大臣の告示で公表される電気事業者ごとの係数（2013（平成 25）年度値） 

２ メタン（CH4）の排出に関するもの 
活動項目 単  位 排出係数 

ガス機関又はガソリン機関における燃料の使用に伴う排出 

  LPG kg-CH4/kg 0.0027 
  都市ガス kg-CH4/m3 0.0024 
航空機（ジェット機）の飛行に伴う排出 kg-CH4/kL 0.069 
自動車の走行に伴う排出 

  ガソリン・LPG／乗用車 kg-CH4/km 0.00001 
  ガソリン／バス kg-CH4/km 0.000035 
  ガソリン／軽乗用車 kg-CH4/km 0.00001 
  ガソリン／普通貨物車 kg-CH4/km 0.000035 
  ガソリン／小型貨物車 kg-CH4/km 0.000015 
  ガソリン／軽貨物車 kg-CH4/km 0.000011 
  ガソリン／特殊用途車 kg-CH4/km 0.000035 
  ディーゼル／乗用車 kg-CH4/km 0.000002 
  ディーゼル／バス kg-CH4/km 0.000017 
  ディーゼル／普通貨物車 kg-CH4/km 0.000015 
  ディーゼル／小型貨物車 kg-CH4/km 0.0000076 
  ディーゼル／特殊用途車 kg-CH4/km 0.000013 
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活動項目 単  位 排出係数 

鉄道車両（ディーゼル機関車）の運行に伴う排出 kg-CH4/kL 0.15 
船舶の航行に伴う排出 

  軽油 kg-CH4/kL 0.25 
  A重油 kg-CH4/kL 0.26 
  B重油又は C重油 kg-CH4/kL 0.28 
家畜の反すう等に伴う排出（算定・報告・公表制度の係数を採用） 

  馬の飼育数 kg-CH4/頭・年 18 
  めん羊の飼育数 kg-CH4/頭・年 4.1 
  山羊の飼育数 kg-CH4/頭・年 4.1 
  豚の飼育数 kg-CH4/頭・年 1.1 
家畜のふん尿処理等に伴う排出（算定・報告・公表制度の係数を採用） 

  馬の飼育数 kg-CH4/頭・年 2.1 
  めん羊の飼育数 kg-CH4/頭・年 0.28 
  山羊の飼育数 kg-CH4/頭・年 0.18 
  豚からの排泄量 kg-CH4/ｔ・年 0.97 
埋立処分に伴う排出 

  食物くず kg-CH4/t 145 
  紙くず kg-CH4/t 136 
  繊維くず kg-CH4/t 150 
  木くず kg-CH4/t 151 
下水処理に伴う排出 

 下水処理（終末処理場） kg-CH4/m3 0.00088 
下水汚泥の焼却に伴う排出 
 下水汚泥処理（焼却） kg-CH4/t 0.0097 
 下水汚泥処理（溶融） kg-CH4/t 0.00485※3 
一般廃棄物の焼却に伴う排出 

 連続燃焼式焼却施設 kg-CH4/t 0.00095 
※3 大阪市の実測から求めた係数 
 

３ 一酸化二窒素（N2O）の排出に係るもの 
活動項目 単  位 排出係数 

ガス機関又はガソリン機関における燃料の使用に伴う排出 

  LPG kg- N2O/kg 0.000031 
  都市ガス kg-N2O/m3 0.000028 
自動車の走行に伴う排出 

  ガソリン・LPG／乗用車 kg-N2O/km 0.000029 
  ガソリン／バス kg-N2O/km 0.000041 
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活動項目 単  位 排出係数 

自動車の走行に伴う排出 

  ガソリン／軽乗用車 kg-N2O/km 0.000022 
  ガソリン／普通貨物車 kg-N2O/km 0.000039 
  ガソリン／小型貨物車 kg-N2O/km 0.000026 
  ガソリン／軽貨物車 kg-N2O/km 0.000022 
  ガソリン／特殊用途車 kg-N2O/km 0.000035 
  ディーゼル／乗用車 kg-N2O/km 0.000007 
  ディーゼル／バス kg-N2O/km 0.000025 
  ディーゼル／普通貨物車 kg-N2O/km 0.000014 
  ディーゼル／小型貨物車 kg-N2O/km 0.000009 
  ディーゼル／特殊用途車 kg-N2O/km 0.000025 
鉄道車両（ディーゼル機関車）の運行に伴う排出 kg-N2O/kL 1.1 
船舶の航行に伴う排出 

  軽油 kg-N2O/kL 0.073 
  A重油 kg-N2O/kL 0.074 
  B重油又は C重油 kg-N2O/kL 0.079 
家畜のふん尿処理等に伴う排出（算定・報告・公表制度の係数を採用） 

  馬の飼育数 kg-N2O/頭・年 0.31 
  めん羊の飼育数 kg-N2O/頭・年 0.094 
  山羊の飼育数 kg-N2O/頭・年 0.31 
  豚からの排泄量 kg-N2O/ｔ・年 31 
一般廃棄物の焼却に伴う排出 

 連続燃焼式焼却施設 kg-N2O/t 0.0567 
下水処理に伴う排出 

 水処理（標準法） kg-N2O/m3 0.000143※1 
 水処理（嫌気好気活性汚泥法） kg-N2O/m3 0.0000298※1 
 水処理(嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法) kg-N2O/m3 0.0000123※1 
 水処理(循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法) kg-N2O/m3 0.0000011※1 
下水汚泥の焼却に伴う排出 

 汚泥処理（流動焼却）（通常燃焼） kg-N2O/t 1.51※1 
 汚泥処理（多段焼却） kg-N2O/t 0.882※1 
 汚泥処理（溶融） kg-N2O/t 0.417※3 
 汚泥処理（脱離液処理） kg-N2O/t 1.683※3 
 汚泥処理N2O排出抑制t/年*3 kg-N2O/t 0.852※3 
 汚泥処理（炭化） kg-N2O/t 0.033※4 
 汚泥処理N2O排出抑制t/年 

新触媒 

100% kg-N2O/t 0.223※3 
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 汚泥処理N2O排出抑制t/年 直接燃焼 

kg-N2O/t 0.021※3 
 

※1 算定・報告・公表制度に示される係数 

※3 大阪市の実測から求めた係数 

※4 民間事業者からの技術提案に基づく係数 
４ ハイドロフルオロカーボン類（HFCｓ）の排出に係るもの 

活動項目 単  位 排出係数 
自動車用エアコンディショナー使用時の排出 Kg-HFC/台・年 0.010 

 
５ パーフルオロカーボン類（PFCｓ）の排出に係るもの 
パーフルオロカーボン類（PFCs）については、半導体の製造プロセスなどから発生するガス
であり、本市の事業に該当する活動項目がないことから排出量算定の対象外とします。 

 
６ 六ふっ化硫黄（SF6）の排出に係るもの 

活動項目 単  位 排出係数 
SF6が封入された電気機械器具の使用時の排出（漏出量） Kg-SF6/kg-SF6・年 0.001 

 
７ 三ふっ化窒素（NF3）の排出に係るもの 

活動項目 単  位 排出係数 
三ふっ化窒素（NF3）の製造 tNF3/tNF3 ・年 0.017 

半導体素子等の加工工程

でのドライエッチング等

における NF3の使用 

半導体  
（リモートプラズマ） tNF3/tNF3 ・年 0.02 

半導体 
（リモートプラズマ以外） tNF3/tNF3 ・年 0.20 

液晶デバイス  
（リモートプラズマ） tNF3/tNF3 ・年 0.03 

液晶デバイス  
（リモートプラズマ以外） tNF3/tNF3 ・年 0.30 

 


