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 大切なお知らせ 

本ツールでは、エネルギー起源 CO2排出量の算定並びに省エネ法定期報告書（様式第 9）の特定

-第 12 表及び指定-第 10 表の出力機能を有していましたが、省エネ法定期報告書に関しては、

資源エネルギー庁において定期報告書作成支援ツールを提供していることから、本ツールのバー

ジョン 3.01 からはこれらの機能を削除することとしました。バージョン 3.01 からはエネルギ

ー起源 CO2排出量以外の判定・算定及び温対法報告書の出力機能を有するツールとなります。 

 

なお、省エネルギー法定期報告書で報告するエネルギー起源 CO2の調整後排出量を直接入力する

機能を追加していますので、ご活用ください。（機能の詳細は 3.12.2.c) を参照。） 

排出年度が 2015 年度以前に入力したエネルギー起源 CO2 の値については、ツール上で確認す

ることができます。 
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1. 概要と目的 
 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度報告書作成支援ツール（以下「本ツール」という。）は、地

球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）に基づく、温室効果ガス排出量算定・報告・

公表制度において、温室効果ガス排出量を算定・報告する義務がある事業者（特定排出者）に対して、

温対法の報告書作成を支援するためのツールです。 

 

1.1. 目的 

 本ツールの目的は、以下のとおりです。 

• ガスごとの報告対象の判定、排出量の算定を事業所（店舗等）ごとに行うとともに、これら事業所

の結果を反映・集計して事業者全体のガスごとの報告対象の判定を行い、その内容を反映し報告書

を作成します。 

• 国内認証排出削減量及び海外認証削減量を反映し、事業者全体の調整後温室効果ガス排出量を算定

し、報告書を作成します。 

• 温対法に基づく報告様式に対する必要事項を入力し、自動的に報告様式を作成します。 

• 報告値の算定にあたっては、温対法の省令に規定する排出係数（以下「デフォルトの排出係数」と

いう。）があらかじめセットされており、算定が容易にできます。また、排出係数及び排出量等の実

測値等の入力も可能としています。 

• 活動量や実測の排出量等のデータ、基本情報等を併せて保存することで、入力データの管理を支援

します。 

 

1.2. 概要 

 本ツールは、汎用性を考慮して Microsoft 社の Visual Basic をベースとしたアプリケーションソフト

として作成され、印刷プレビュー画面からの印刷及び XML ファイルとしての保存により、報告様式の

電子媒体での出力が可能です。 

 

1.2.1. 機能の概要 

 本ツールは、事業所モードと事業者モードの機能があり、各モードで使える機能及び各機能の概要は

以下のとおりです。 
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機能 機能の説明 対応画面 
事業所 
モード 

事業者 
モード 

基本情報の
入力機能 

報告様式間での共通事項（事業者の基本情報）
を入力します。 

・基本情報の入力画面 
 ○ 

事業所排出
量の読み込
み機能 

事業所で出力した事業所排出量ファイルを読み
込みます。 
事業所排出量ファイルから読み込んだ事業所排
出量及び各事業所の判定・算定機能で算定され
た排出量等は事業所全体の排出量集計／報告
判定で使用します。 

「読み込み事業所一覧」画
面 
 

 ○ 

事業所登録・
切り替え機能 

事業所の情報等を入力し、対象となる事業所とし
て登録します。（入力内容の編集も可能です。） 
複数の事業所を登録しておくことが可能です。 
事業所を切り替えることで事業所排出量の判定・
算定などの本ツール機能を全ての登録事業所に
対して行うことが可能です。 

「事業所一覧」画面 
・事業所情報の登録画面 
・事業所情報詳細画面 
・事業所情報の編集画面 

○ 

○ 
（事業所
モードへ
の切替に
より） 

判定・算定 
機能 

事業所ごとの活動量及び設定した排出係数等を
基に排出量をガス別・活動別に算定し、集計しま
す。 
ガス別に集計された排出量に基づき、各ガスが
報告対象となるかどうかを判定します。対象判定
時には、算定式、排出係数ともに政省令で定め
たデフォルトのものを利用します。 
報告値については、排出係数及び排出量に実
測値等の入力も可能です。 

「判定・算定機能」画面 
（判定・算定ガス選択画
面） 
・ガス別入力シート画面 
・炉種別入力画面 ○ 

○ 
（事業所
モードへ
の切替に
より） 

算定結果 
報告機能 

事業所としての権利利益の保護に係る請求、温
室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する
情報等の入力を行います。 
各ガスの算定結果（排出量）と上記入力内容を事
業所排出量ファイル(*)として出力します。 

「算定結果報告機能画面」 
・権利利益の保護請求 
入力画面 
・増減情報入力画面 
・事業所排出量の出力画
面 

○ 

○ 
（事業所
モードへ
の切替に
より） 

報告・判定 
機能 

各事業所の判定・算定機能で算定された排出量
等をもとに、各ガスの事業者合計排出量（全事業
所の排出量を含む）及び各ガスの報告判定結果
を確認することができます。 

「報告判定機能」画面 
 

 ○ 

報告書作成
機能 

報告・判定機能で報告対象となったガスの事業
者全体の排出量と各事業所の判定・算定機能で
算定された報告排出量等をもとに必要な温対法
の様式一式を生成します。  
報告書の出力については、印刷プレビュー画面
からの印刷の実行が可能です。 
電子報告用の XML ファイルを出力することも可
能です。 
 

「報告書作成機能画面 」 
・調整後温室効果ガス排
出量算定画面 
・権利利益の保護請求 
入力画面 
・増減情報入力画面 
・磁気ディスク提出票 
入力画面 
・印刷プレビュー画面 
・電子報告用 XML ファイ
ルの出力 

 ○ 

事業所別 
排出量 
一覧機能 

報告義務がある特定事業所だけでなく、全ての
事業所を対象に、事業所別排出量一覧を生成し
てEXCELに出力します。また、印刷プレビュー画
面から、直接印刷することも可能です。 

「事業所内訳帳票出力機
能画面」 
・印刷プレビュー画面 

○ ○ 

事業者のバッ
クアップ機能 

事業者全体のデータを出力し、バックアップファ
イルを作成します。また作成したバックアップファ
イルからデータを復旧することができます。 

‐ 
 ○ 

*事業者の集計担当が事業者モードで読み込むことで事業者全体の排出量を集計することが可能です。 
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1.2.2. ツールの使い方の概要 

a)  ツールの基本的な使い方 

本ツールでは次の作業ができます。 

① 報告対象のガスかどうかの判定 

② 報告する排出量の算定 

③ 温対法の報告書の作成 

 

b)  基本的な利用手順 

 本ツールの利用手順の概要を以下に示します。なお、いずれの段階においてもメインメニューに戻り

終了することで、判定・算定結果及び関係するデータは全て終了前の状態で保存されます。次回本ツー

ルを起動した際には、これらをそのまま使用して再開することが可能です。 

 

段階 手順 概要 事業所 事業者 

準備 解凍 ツールの圧縮ファイルを利用環境に解凍します。 
解凍したフォルダにインストーラ（inst_ghgtool.exe）があ
ることを確認します。 

○ ○ 

ツールのインストー
ル 

インストーラ（inst_ghgtool.exe）をダブルクリックして、指
示手順に従い利用環境にツールをインストールしま
す。 

○ 
（事業所 
モード） 

○ 
（事業者 
モード） 

ツールの起動 ツールの本体を起動します（通常はツールアイコンを
ダブルクリックで起動）。本ツールのメインメニューが表
示されます。 

○ ○ 

排出年度の入力 メインメニューで排出年度を西暦年で入力します。 ○ ○ 

基本情報の入力 メインメニューから基本情報の入力を選択し、基本情
報入力画面を表示し、基本情報（事業者の所在地や
連絡先、担当者名等）を入力します。 

 ○ 

事業所の
登録 

事業所登録・切り替
えの選択 

メインメニューに戻り事業所登録・切り替えを選択しま
す。 

○ 

○ 
（自ら事業
所分の入力
を行う場合） 

事業所登録 事業所一覧の新規ボタンを選択して、事業所の登録を
行います。 

○ ○ 

事業所に切り替え 事業所一覧の事業所を選択して処理するボタンを選
択します。事業所のメインメニューが表示されます。 ○ 

○ 
（事業所モ
ードに切替） 

排出量の
算定 
 

判定・算定機能の選
択 

メインメニューから判定・算定機能を選択します。 
○ 

（事業所モ
ードと同様） 

ガス別入力画面の表
示 

ガス別に入力画面を呼び出します。 
○  

算定対象区分の選
択 

ガス別の入力画面にて、算定対象区分を選択します。 
○  

活動量の入力 ガス別の入力画面にて該当活動が絞り込まれて表示さ
れるので、活動量を入力します。 
（CH4 及び N2O の２ガスの活動のうち、燃料の燃焼の
用に供する施設及び機械器具における燃料の使用
（炉種別）の活動量は各種炉活動量入力画面を呼び
出して入力します。） 

○  
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段階 手順 概要 事業所 事業者 

報告対象のガスかど
うかの判定 
 

ガス別にデフォルト排出量を算定し、当該事業所のガ
スが事業者全体の内訳として報告対象かどうか判定し
ます。ここで、デフォルト排出量とは、温対法の政省令
に基づく算定方法及び排出係数により算定した排出
量です。デフォルト排出量が 3,000tCO2 以上の場合、
事業所としても当該ガスは報告対象となります。なお
3,000tCO2未満の場合でも判定後に報告値として承認
すると事業者全体の排出量を求めるデータとして報告
することができます。 

○  

実測値の入力 判定後、デフォルト排出量以外の排出量を算定する場
合は、実測値入力欄に実測等による単位発熱量、排
出係数、排出量等の実測値を入力します。（CH4 及び 
N2O の２ガスの活動のうち、炉種別の実測値は各種炉
活動量入力画面（実測単位発熱量）、各種炉排出係
数入力画面（実測排出係数、実測排出量）を呼び出し
て入力します。） 

○  

実測排出量を含む
報告排出量の承認 

ガス別に排出量を算定し、報告値として承認します。 
○  

事業所の
報 告 情
報の作成 

算定結果報告機能
の選択 

メインメニューに戻り、算定結果報告機能を選択しま
す。 

○  

権利利益保護の請
求、増減の状況に関
する情報等の提供の
有無の選択 

事業所としての権利利益保護の請求の有無、及び増
減の状況に関する情報等の提供の有無を選択しま
す。 

○  

増減の状況に関す
る情報等の入力 
 

事業所として排出量の増減の状況に関する情報等を
提供する場合、様式第２の入力ボタンより、増減情報
入力画面を表示し、増減情報に関する情報等を入力
します。（情報等の提供有を選択した場合のみ、入力
可能） 

○  

権利利益の保護に
係る請求書の情報
入力 

事業所として権利利益の保護に係る請求を行う場合、
様式第１の２の入力ボタンより、権利利益の保護に係る
請求入力画面を表示し、権利利益の保護に係る請求
書の記述内容を入力します。（権利利益保護の請求有
を選択した場合のみ、入力可能） 

○  

事業所排出量ファイ
ルの出力 

ファイルへ出力ボタンより事業所排出量の出力画面を
表示し事業所排出量ファイルを任意のフォルダに出力
します。 

○ 
（自ら入力し
た場合不要） 

事業所別排出量一
覧の出力 

メインメニューに戻り、事業所別排出量一覧機能を選
択し、印刷プレビューより事業所別排出量一覧を保
存・印刷を行います。 

○  

事 業 所
排出量の
集計 
 

事業所排出量の読
み込みの選択 

メインメニューに戻り、事業所排出量の読み込みを選
択します。 

 

○ 
（別に作成さ
れた事業所
データを取
り込む場合） 

事業所排出量ファイ
ルの保存フォルダの
選択 

フォルダ参照画面から事業所排出量ファイルの保存さ
れているフォルダを選択します。選択後、読み込み事
業所一覧画面にフォルダに保存されている同じ特定排
出者コードの事業所排出量ファイルの一覧が表示され
ます。 

 

事業所排出量ファイ
ルの選択 

読み込み事業所一覧画面から読み込むファイルを選
択します。 

 

事業所排出量ファイ
ルの読み込み実行
選択 

読み込み事業所一覧画面の開始ボタンで選択した事
業所排出量ファイルを本ツールに読み込みます。  

報告 
・判定 

報告・判定機能の選
択 

メインメニューに戻り、報告・判定機能を選択します。 
 ○ 

排出量及び報告判
定の確認 

報告判定機能画面に表示されたガスごとの排出量（事
業者全体の合計値）及び報告判定結果（報告対象か
どうかの判定）を確認します。 

 ○ 
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段階 手順 概要 事業所 事業者 

報告書の
作成 

報告書作成機能の
選択 

メインメニューに戻り、報告書作成機能を選択します。 
 ○ 

権利利益保護の請
求、増減の状況に関
する情報等の提供の
有無の選択 

事業者としての権利利益保護の請求の有無、及び増
減の状況に関する情報等の提供の有無を選択しま
す。 

 ○ 

基本情報の入力 基本情報の入力ボタンより、基本情報入力画面を表示
し、基本情報（事業所の所在地や連絡先、担当者名
等）を入力します。 

 ○ 

調整後温室効果ガ
ス排出量の算定 

調整後温室効果ガス排出量算定ボタンより、調整後温
室効果ガス排出量の算定画面を表示し、国内認証排
出削減量に係る情報、海外認証排出削減量に係る情
報を入力し算定を行います。 

 ○ 

増減の状況に関す
る情報等の入力 
 

事業者として排出量の増減の状況に関する情報等を
提供する場合、様式第２の入力ボタンより、増減情報
入力画面を表示し、増減情報に関する情報等を入力
します。（情報等の提供有を選択した場合のみ、入力
可能） 

 ○ 

権利利益の保護に
係る請求書の情報
入力 

事業者として権利利益の保護に係る請求を行う場合、
様式第１の２の入力ボタンより、権利利益の保護に係る
請求入力画面を表示し、権利利益の保護に係る請求
書の記述内容を入力します。権利利益保護の請求有
を選択した場合のみ、入力可能） 

 ○ 

磁気ディスク提出票
提出事項の入力 

様式第３により、磁気ディスク提出票を提出する場合、
様式第３の入力ボタンより、提出事項入力画面を表示
し、提出事項を入力します。（印刷したものに書き込む
ことも可能） 

 ○ 

提出様式の出力 各様式の印刷ボタンより印刷プレビューを行います。  ○ 

様式の印刷 印刷プレビュー画面の印刷ボタンより印刷します。  ○ 

電子報告用 XML フ
ァイルの出力 

電子報告システム用の XML ファイルを出力します。 
 ○ 

事業所別排出量一
覧の出力 

事業所別排出量一覧の印刷ボタンより、印刷プレビュ
ーを表示し、保存・印刷を行います。 

 ○ 

事業者の
バックア
ップ機能 
 

バックアップファイル
の作成 

メインメニューのバックアップファイルの作成ボタンよ
り、バックアップファイルを作成します。 

 ○ 

バックアップファイル
からのデータ復旧 

メインメニューのバックアップファイルからのデータ復旧
ボタンよりバックアップファイルを読み込みます。 

 ○ 
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1.3. 推奨動作環境 

 本ツールの推奨動作環境は、以下のとおりです。 

• OS：Windows10（推奨） 

• Microsoft .Net Framework 3.5 がインストールされていること。 

※Microsoft .Net Framework3.5 がインストールされていない場合は、本ツールを実行することが

できません。Microsoft .Net Framework 3.5 をインストール後に再度実行してください。 

• 1GHz 以上の CPU プロセッサ（推奨） 

• 解像度 XGA 以上のモニタ（必須） 

• 1GB 以上のメインメモリ（RAM）（推奨） 

 

※推奨環境以下でも動作可能であるよう作成していますが、起動及び入力時の処理の際、時間がかかる

場合があります。  
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1.4. ツールの特長と主な画面遷移 

 本ツールの特長と主な画面遷移は、以下のとおりです。 

○事業所モード 

 

ツールの特長と主な画面遷移 

事業所一覧画面 

切り替え 

以下の操作ができます。 

・事業所の登録／削除 

・事業所詳細情報の表示／編集 

・算定対象事業所の切り替え 

 

① 事業所登録 

・事業所の名称、住所、担当者、産業

分類コード、算出単位等の入力を

行います。 

 

詳細表示画面 

新規登録画面 

編集画面 

削除確認画面 

次ページに続きます。 

メインメニュー (事業所モードの場合) 
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判定・算定機能 

 

ツールの特長と主な画面遷移 

② 報告対象のガスかどうかの

判定 

③ 報告する排出量の算定 

算定結果報告機能 

④ 報告情報の作成 

メインメニュー (事業所モードの場合) 

・ガス別に排出量が判定・算定でき

ます。 

・報告義務の判定条件は項目を選択

することで判定されます。 

・入力したデータや判定結果は、ツ

ールとともに保存できます。 

・活動量を入力することでデフォル

トの排出係数等から判定されま

す。 

・共通の活動量があるガスは、自動

的に同じ活動量が設定されます。 

・報告対象と判定された場合のみ、

③の報告する排出量の算定に進め

ます。 

・実測値を用いた排出量を算定する

ことができます。 

・実測値を用いた際に報告が必要な

事項は併せて入力することで、必

要様式に記載されます。 

・報告排出量は、承認した値のみが

報告様式に記載されます。 

・該当項目の選択により、必要な様

式のみが入力可能になります。 

⑤ 事業所排出量の出力 

・事業者モードで読み込む情報を出

力します。 

事業所別排出量一覧機能 

⑥ 事業所別排出量一覧の作成 

・事業所別排出量一覧を出力します。 

算定結果の報告機能画面 

判定・算定ガス選択画面 

対象区分の選択 

排出活動の選択 

判定 

活動量の入力 

実測値の入力 

報告値の承認 

ガス別入力画面 

記載情報の入力 

該当項目の選択 

事業所排出量の出力 

事業所排出量の出力画面 

xxxxxxxx.mdb 

事業所別 

排出量一覧 

事業所排出 

量ファイル 

xxxxxxxx.xls 
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○事業者モード 

 

ツールの特長と主な画面遷移 メインメニュー (事業者モードの場合) 

事業所排出量の読み込み 

・読み込みフォルダを選択して OK

ボタンを押すと読み込み事業所

一覧画面が表示されます。 

 

読み込み事業所一覧画面 

読み込みフォルダ選択画面 

読み込み実行 

報告・判定機能 

・各事業所の集計排出量と判定状

況を表示します。 

 

報告書作成機能 

⑤ 報告書の作成 

・調整後温室効果ガス排出量の算

定が可能です。この結果は該当す

る様式に出力します。 

・該当項目の選択により、必要な様

式のみが出力可能になります。 

・様式の印刷プレビュー及び印刷

ができます。 

 

 

② 事業所排出量ファイルの選択 

・デフォルトは全てのチェックが

付いている状態（読み込み対象）

です。 

③ 排出量読み込み実行 

・開始ボタンを押して事業所の排

出量を読み込みます。 

④排出量・判定状況の確認 

報告・判定機能画面 

報告書作成機能画面 該当項目の選択 

記載情報の入力 

帳票の印刷 

印刷して 

提出 

基本情報の入力機能 

① 基本情報の入力 

・特定排出者の名称や事業所の住

所、担当者等の基本情報は一括し

て入力し、ツールとともに保存さ

れます。 

 

調整後温室効果

ガス排出量算定 

基本情報入力画面 

事業所選択画面 

xxxxxxxx.xls 

次ページに続きます。 

事業所別 

排出量一覧 

xxxxxxxx.xml 

電子報告用 XML

ファイル 
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ツールの特長と主な画面遷移 メインメニュー (事業者モードの場合) 

読み込み実行 

事業者のバックアップ機能 

① バックアップファイルの作成 

・事業者情報、事業所情報、全事業

所データ（過年度データ含む）、排

出係数を出力します。 xxxxxxxx.ghg 

② バックアップファイルから

のデータ復旧 

・バックアップファイルを読み込

み、データを復旧します。 

バックアップ 

ファイル 

読み込みフォルダ選択画面 
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2. 利用の開始と終了方法 
2.1. ツールのダウンロード 

 「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度ホームページ(※)」より、本ツールのファイルを入手し

ます。 

※ 算定・報告・公表制度ホームページ http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Windows での ZIP ファイル解凍上の注意 

・ Windows の標準機能では、ZIP ファイルのままファイルを開くことが可能ですが、解凍せずに実行

した場合、ツールが機能しませんので、必ずファイルを解凍してインストールを実行してください。

Windows 標準機能では、ZIP ファイルを右クリックして、「すべて展開」を選択すると、ファイル

を解凍できます。 

 

入手したファイル 

sakuseishien.zip 

inst_ghgtool.exe のアイコンをダブルクリックする

と、インストールが開始されます。（次ページ） 

インストーラ 

解凍してできるファイルやフォルダ 

フォルダの中にインストーラファ

イル以外が存在する場合は削除し

てください。 
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2.2. ツールのインストール 

2.2.1. インストールの流れ(画面遷移) 

 

開始画面 

モード選択画面 

インストール 

フォルダの選択画面 

インストールの確認画面 

インストール中画面 

完了画面 

・インストールが完了すると、デスクトップ
に「温室効果ガス排出量報告書作成支援ツ
ール へのショートカット」ができます。 
またスタートメニューに「温室効果ガス排
出量報告書作成支援ツール」が登録されま
す。 
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【Microsoft .Net Framework のバージョン確認】 

 ツールのインストールを行う前に Microsoft .Net Framework のバージョンの確認を行います。 

 Microsoft .Net Framework のバージョンが 3.5 でなければインストールが中断されますので、

Microsoft .Net Framework 3.5 をインストールの上、再度本ツールのインストールを行ってください。 

※Microsoft .Net Framework のインストールについては、4.1.1 をご参照ください。 

 

【インストール時のモード選択について】 

モード選択画面において、「事業者モード」を選択してインストールした場合は、事業者モード及び事

業所モードでの全機能が使用できます。 

「事業所モード」を選択してインストールした場合は、事業者モードでの機能（報告書作成等）が使

用できません。報告書作成等の機能を使用する場合は「事業者モード」を選択してインストールしてく

ださい。 

 

事業者モードをインストールした場合の機能 事業所モードをインストールした場合の機能 

事
業
者
モ
ー
ド 

・事業者情報の登録 

・事業所排出量の読込み 

・事業者の排出量・判定状況の確認 

・報告書の作成 

・事業者のバックアップ機能 

－ 

事
業
所
モ
ー
ド 

・事業所情報の登録 

・ガス別判定・算定機能 

・算定結果報告機能（事業所排出量の出力） 

・事業所情報の登録 

・ガス別判定・算定機能 

・算定結果報告機能（事業所排出量の出力） 
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2.3. 起動と終了 

2.3.1. ツールの起動 

 インストールが完了すると、スタートメニュー又はデスクトップ上のショートカットから本ツールを

起動することができるようになります。 

（いずれも「温室効果ガス排出量報告書作成支援ツール」という名前が付いています。） 

 

a)  ツールのバージョン情報確認 

 本ツール起動時には、本ツールのバージョンが最新であるかをチェックし、古い場合には警告ダイア

ログを表示し、最新のツールが掲載されている環境省ホームページを表示します。オフラインで本ツー

ルを起動した場合には、警告ダイアログを表示します。 

 必要に応じ、ツールのバージョンアップを行ってください。 

 

ツールの起動 

b) 各種算出用係数

のチェック・更新 

オンラインの場合 オフラインの場合 

バージョンアップ 

必要無 バージョンアップ 

必要有 

b) 各種算出用係数

のチェック・更新 
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b)  各種算出用係数のチェック・更新 

 ツールのバージョン情報確認後、本ツールに設定されている算出係数が最新であるかをチェックし、

古い場合には、最新のものに更新を行います。 

 

 

 

a) ツールのバージョン情報確認 

ＯＫを押すと、作成支援

ツールが起動します。 
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 オフラインで算出用係数の更新を行う場合には、メインメニューの「バージョン情報」より、「手動更

新」ボタンを選択し、算出用係数ファイルを指定して更新します。 

 算出用係数ファイルは「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度ホームページ (※)」より、ダウン

ロードします。 

※ 算定・報告・公表制度ホームページ https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/ 

 

算出用係数ファイルのダウンロード 

********.zip 

ダウンロードした 

zip ファイルを任意の

場所に展開します。 

「排出係数ファイル」を

クリックしてダウンロー

ドします。 

次ページに続きます。 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
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係数ファイルの保存場所を選択し

「開く」ボタンを選択します。 

OK を押すと、メインメニュ

ーに戻ります。 

係数ファイルの手動更新 
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2.3.2. ツールの終了 

 ツールの終了は、メインメニューに戻り、「終了」ボタンを押すことで行います。通常のファイルと同

様ですので、強制的に PC の電源を切る等の不正な終了を行った場合には、ファイルが破損する場合が

あります。ツールでは常に処理中のデータを自動的に保存しますので、終了後再度ツールを起動します

と前回の処理結果をそのまま利用することができます。 

 

  

 

適切な終了方法 

メインメニューへ戻

り、終了を押します。 

終了ボタンを押すと、

本ツールが終了しま

す。 
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3. 各画面の利用方法 
 メインメニュー、事業所登録・切り替え、判定・算定機能、報告書作成機能の画面ごとに、利用方法

の詳細及び入力・操作上の留意点を説明します。 

 

3.1. メインメニュー (事業所モード) 

① 「事業所登録・切り替え」ボタンより事業所の登録を行います。 

② 「排出年度」に報告を行う排出年度を入力します。 

③ 「判定・算定機能」ボタンより「判定・算定機能」画面を表示し、ガス別での活動量の入力や排出

量の判定、算定等を実施します。 

④  対象活動に関する算定が終わったら、「算定結果報告機能」より「算定結果報告機能」画面等を表示

し、該当項目の選択や各種情報の入力を行います。 

また、事業所の排出量等情報を別ファイルに出力し、事業者(集計担当者)への提供を可能にします。 

 

 

活動量の入力、排出量の判定、算定

等を行うガスを選択する「判定・算

定ガス選択画面」を表示します。 ① 

③ 

算定結果報告機能 

P.27参照 P.68参照 

事業者モードへ戻ります。 

事業者モードから事業所モードに

切り替えた場合にのみボタンが表

示されます。 

事業所登録・切り替

え 

P.20参照 

バージョン情報 

P.72参照 

該当項目の選択や各種情報の入

力を行い、事業所の排出量等情

報を別ファイルに出力します。 
④ 

「事業所一覧画面」を表示し、事業

所の登録、編集、削除を行います。 

 

判定・算定機能 

ツールを終了します。 

② 
報告を行う排出年度を

入力します。 

 

事業所別排出量一覧機能 

P.73参照 

メインメニュー画面 
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3.2. 事業所登録・切り替え 

3.2.1. 事業所一覧画面 

 メインメニューにて、「事業所登録・切り替え」を選択すると、「事業所一覧画面」が表示されます。 

 「事業所一覧画面」では、事業所の登録／削除、事業所情報詳細の表示／編集、算定対象事業所の 

切り替え等を行うことができます。 

No.、事業所名、都道府県、事業コード、最終入力年度の見出しをクリックして表示の並び替えがで

きます。 

 

判定により自動で特定事業

所にチェックが付きます。 

事業所情報詳細を表

示します。 

事業所一覧画面 

事業所を登録します。 事業所情報詳細の内容

を編集します。 

事業所を削除します。 

算定対象の事業所を

切り替えて、メインメ

ニューへ戻ります。 

詳細情報表示画面 

事業所一覧画面に戻ります。 

事業者モードへ戻ります。 

事業者モードから事業所モ

ードに切り替えた場合にの

みボタンが表示されます。 

メインメニューへ戻り

ます。 

最終入力年度が

表示されます。 
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3.2.2. 事業者に戻る画面 

 事業所一覧画面の「事業者に戻る」を選択すると、「事業者に戻る」確認画面が表示されます。 

 「事業者に戻る」確認画面において、「事業者に戻る」ボタンを押すと、事業者モードのメインメニュ

ーが表示され、事業者の作業が行えるようになります。 

 

 

 

 

事業者に戻るの確認画面 

メインメニュー画面に戻ります。 

メインメニュー画面（事業者モード） 
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3.2.3. 新規登録画面 

 事業所一覧画面の「新規」を選択すると、「新規登録画面」が表示され、新たに事業所を登録するこ

とができます。 

 

  

新規登録画面 

事業所情報を

入力します。 

担当者情報を

入力します。 

産業分類コードを決定して新規

登録画面に戻ります。 

 

新規登録画面に戻ります。 

産業分類コードを入力します。 

所管大臣名を選択します。 

産業分類からのコード検索画面 

事業所一覧画面に

戻ります。 

事業所情報登録確認画面 

事業所を登録します。 

エネルギー管理指定工場等指定番号を

7 桁で入力します。 

新規登録画面に戻ります。 

算出単位を選択します。一括算出

では複数の事業所（特定事業所以

外）を仮想的に１つの事業所とし

て排出量の算定を行います。 

管理指定工場等の該当を

選択します。 
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a)  一括算出の適用 

複数の事業所を集約して管理している事業者で、管理単位ごとに集計した値を使って本ツールを利

用する場合に一括算出を指定して、排出量の算定を行うことができます。 

 

b)  一括算出の制約 

一括算出する対象に特定事業所に該当する可能性がある事業所を含めないこと。（特定事業所の判定

が緩和されるため。） 

 

c)  算出単位の変更 

算出単位を変更した場合には、単一算出と一括算出では判定基準が異なるため判定が解除されます

ので、再度判定や承認を行ってください。 
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3.2.4. 詳細情報編集画面 

事業所一覧画面の「編集」を選択すると、「詳細情報編集画面」が表示され、新規登録時に設定され

た事業所情報の内容を編集できます。 

 

詳細情報編集画面 

 

事業所一覧画面に戻ります。 

事業所一覧画面 

編集対象の事業所を選択します。 

事業所情報を更新して、事業所

一覧の画面に戻ります。 

詳細情報編集画面に戻ります。 
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3.2.5. 事業所削除画面 

事業所一覧画面の「削除」を選択すると、「事業所削除画面」が表示され、登録されている事業所の

削除ができます。 

 

 

 

 

 

  

事業所削除確認画面 

 

事業所を削除して、事業所一覧画面に戻ります。 

 

事業所一覧画面 

削除対象の事業所を選択します。 
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3.2.6. 算定・判定対象事業所の切り替え 

事業所一覧画面で事業所選択後、「選択して処理する」を選択することで算定・判定の対象事業所を

切り替えることができます。 

 

  

事業所一覧画面 

対象の事業所を選択します。 

選択した事業所の名前等が表示されます。 

メインメニュー画面 
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3.3. 判定・算定機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. 判定・算定ガス選択画面 

メインメニューにて、「判定・算定機能」を選択すると、「判定・算定ガス選択画面」が表示されます。 

「判定・算定ガス選択画面」では報告対象の温室効果ガスである物質の区分を選択の上、「選択した報

告対象ガスごとの入力画面へ」を選択することで、報告対象ガスごとの入力画面を表示します。 

3.3.2 以降記載の報告対象ガスごとの入力画面で入力・判定・算定を行い、「判定・算定ガス選択画面」

に戻ると、算定排出量及び入力・判定・算定の状況が更新され、全ての温室効果ガスに関する入力・判

定・算定状況を確認することができます。 

報告対象ガスごとの入力画面で報告排出量の承認を行い、「判定・算定ガス選択画面」で入力・判定・

算定の状況が「承認済み」となった報告対象ガスの算定排出量のみが 3.12 に示す「報告書作成機能」で

作成する報告書様式に反映されます。 

なお、一旦「承認済み」となった報告対象ガスの入力情報を編集する場合には、選択した報告対象ガ

スごとの入力画面で、承認の解除を行ってから入力データの編集を行ってください。また、一旦「判定

済み」となった報告対象ガスの活動等の追加・削除や活動量を編集する場合は、判定の解除を行ってか

ら入力データの編集を行ってください。 

選択したガスのガス別入力

画面を表示します。 

判定・算定ガス選択画面 

ガス別の入力状況等が

確認できます。 

メインメニューへ戻ります。 

大切なお知らせ 

本ツールでは、エネルギー起源 CO2排出量の算定並びに省エネ法定期報告書（様式第 9）の特定

-第 12 表及び指定-第 10 表の出力機能を有していましたが、省エネ法定期報告書に関しては、

資源エネルギー庁において定期報告書作成支援ツールを提供していることから、本ツールのバー

ジョン 3.01 からはこれらの機能を削除することとしました。バージョン 3.01 からはエネルギ

ー起源 CO2排出量以外の判定・算定及び温対法報告書の出力機能を有するツールとなります。 

 

なお、省エネルギー法定期報告書で報告するエネルギー起源 CO2の調整後排出量を直接入力する

機能を追加していますので、ご活用ください。（機能の詳細は 3.12.2.c) を参照。） 

排出年度が 2015 年度以前に入力したエネルギー起源 CO2 の値については、ツール上で確認す

ることができます。 
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ガス別入力画面の表示手順 

① 

② 

活動量等を入力する報告対

象ガスを選択します。 

「選択したガスの入力画面

へ」ボタンを押します。 

該当するガスの対象活動を選

択します。 

選択したガスごとの入力画

面が表示されます。 
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3.3.2. ガス別入力画面の概要 

① 対象となる排出活動を「活動選択画面（排出活動の選択）」にて選択します。 

② ガス別入力画面にて、選択した排出活動に表示が絞り込まれます。「算定対象区分の選択」欄につい

て、該当する算定対象区分を選択（チェックボックスにチェックをいれる）します。 

③ 該当する全ての算定対象区分を選択後、「活動量の入力」ボタンを押します。 

④ 選択した算定対象区分の全ての「活動量 入力欄」に活動量を入力します。 

⑤ 全ての活動量を入力すると、「判定」ボタンが有効になります。排出量の計算結果を確認の上、「判

定」ボタンを押します。 

⑥ 判定後は、「実測排出係数、実測排出量等の入力」ボタン（⑥）より実測値の入力欄を表示して、実

測値を入力することができます。 

⑦ 判定時の排出量のまま「報告排出量の承認」を行うか、実測値を入力した上で実測を含めた「報告

排出量の承認」を行います。（「報告排出量の承認」を行っていないガスの排出量については、算定

されていても、報告書様式には反映されません。） 

 「報告排出量の承認」を行うと、「判定・算定ガス選択画面」に戻ります。 

 

※ ただし、炉種別入力画面（3.3.6 参照）や共通の活動量の入力支援（3.3.7 参照）により、複数のガスで共通の活動量

が入力された場合、そのガスについて初めて作業を行う場合でも、④の画面から表示されます。その場合、「区分選択

に戻る」により、②の画面へ戻り、改めて②～⑦の作業を行って下さい。（非エネルギー起源 CO2、メタン、一酸化二

窒素の３ガスのみ） 

 

  

① 

② 

③ 

⑦ 

ガス別入力画面の概要 

⑥ 

⑦ 

④ 

⑤ 
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3.3.3. 非エネルギー起源 CO2の入力画面 

 活動量とデフォルトの排出係数により、排出量が 3,000tCO2以上かどうか、まず判定する必要があり

ます。 

 そのため、非エネルギー起源 CO2の入力画面では、対象となる排出活動について活動量の入力を行っ

た後、「判定」ボタンを押すことによりデフォルトの排出係数による排出量の判定を実施します。 

 

＜入力の流れ＞ 

a) 排出活動の選択 

 非エネルギー起源 CO2に関する排出活動が表示されますので、排出活動を選択します。 

b) 算定対象区分の選択 

 算定対象とする排出活動の区分（燃料の種類等）を選択します。 

c) 活動量の入力 

 選択した全ての算定対象区分について、活動量を入力します。 

d) 報告対象の判定 

 c)で入力した活動量及びデフォルトの排出係数により、報告対象の判定を行います。 

e) 実測排出係数、実測排出量等の入力 

 排出係数に実測値を用いる場合、実測値を入力します。あるいは、排出量自体に実測値を用いる場合、

実測値を入力します。（実測排出量が入力された場合、入力された活動量、実測排出係数は、報告排出

量の計算に用いず、実測排出量がそのまま採用されます。） 

f) 報告排出量の承認 

 報告排出量を確認し、報告書に用いる数値として承認します。 

 

※ 共通の活動量の入力支援（3.3.7 参照）により、メタン、一酸化二窒素と共通の活動量が入力された場合、

非エネルギー起源 CO2について初めて作業を行う場合でも、c)の画面から表示されます。その場合、「区

分選択に戻る」により、b)の画面へ戻り、改めて b)～f)の作業を行って下さい。 
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a)  排出活動の選択 

 活動の一覧から対象となる排出活動を選択します。 

 

 

 

※ 「活動選択画面（排出活動の選択）」にて選択しなかった排出活動は、排出量の算定が行われません。

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」 

（https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual）を参照の上、該当する全ての排出活動を選択してく

ださい。 

※ 既に活動量等の入力データがある場合には、次の「算定対象区分の選択」で算定対象区分から外さ

ないと活動の選択を解除することができません。 

※ 前年度に入力がある場合、前年度の内容が自動で選択されます。適時修正を行ってください。 

 

  

排出活動の選択 

該当する排出活動を選

択します。 

① 

② 

全ての排出活動を選択状態にします。 

全ての排出活動を選択解除状態にしま

す。 
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b)  算定対象区分の選択 

 a)にて選択した排出活動に表示が絞られた状態でガス別入力画面が表示されるので、算定対象とする

排出活動の区分を選択します。（セルの複数選択を利用することができます。） 

 算定対象とする排出活動の区分の選択は、「算定対象区分の選択」欄でチェックボックスにチェック

を入れることにより行います。 

 算定対象とする排出活動の区分について全て選択した上で、「活動量の入力」を押します。 

 

※ a)排出活動の選択で選択した排出活動が b)算定対象区分の排出活動の区分と 1 対 1 で対応する場合

には、画面表示時に対象となる排出活動の区分が選択された状態になります。 

※ 既に活動量等の入力データがある状態で、算定対象区分の選択を外した場合、既入力データがある

旨を表示した上で、該当活動に関するデータが削除されます。（選択を外す場合には、チェックボッ

クスを再度クリックしてください。キーボードでチェックを変更する場合には、Space ボタンをご

使用ください。） 

※ 切り取り、コピー、貼り付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

※ 前年度に入力がある場合、前年度の内容が自動で選択されます。適時修正を行ってください。 

  

算定対象区分の選択 

① 

② 

算定対象区分の選択方法 

 

 

該当する行の「算定対象区分の選択」欄の

チェックボックスにマウスポインタを合

わせ、マウスをクリックし、チェックをい

れてください。 
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c)  活動量の入力 

 b)にて選択した排出活動の区分に表示が絞られた状態で活動量入力欄が表示されますので、選択した

全ての区分に対する活動量を入力します。 

 活動量の入力にあたっては、入力内容に示された内容及び活動量入力欄の単位に従って数値を入力し

て下さい。なお、活動量入力欄には、マイナスの値を入力することはできません。また、複数のセルを

同時選択して、同時に入力することはできません。 

 活動量を入力すると、排出係数のデフォルト値を用いた排出量が計算され、シート上に表示されます。 

 選択した区分の全ての活動量を入力すると、「判定」ボタンが押せるようになります。 

 なお、メタン、一酸化二窒素と共通の活動量に関する入力支援については、3.3.7 に示します。 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

  

活動量の入力 

活動量の入力欄に、入力内容、単位

に従って活動量を数値入力します。 

表示された全ての活動量を入力す

ることにより、「判定」ボタンが押

せるようになります。 

前年度に入力した内容の表

示・非表示を切り替えます。 
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d)  報告対象の判定 

 入力した活動量及び排出係数のデフォルト値を用いた排出量の計算結果に基づき、報告対象であるか

の判定が行われ、判定結果が表示されます。 

 活動量とデフォルトの排出係数により、排出量が 3,000tCO2 以上の場合のみ、報告対象となります。 

 判定結果画面は、事業所登録時の算出単位により以下の様な表示となります。 

 

  

 

判定結果が 3,000tCO2以上の場合の判定結果画面 

算出単位：単一 

算出単位：一括 
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報告対象の判定 

④ 

実測値の入力や報告排出量

の承認を実施します。 

判定結果の表示 
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e)  実測排出係数、実測排出量等の入力 

 報告する排出量について、排出係数あるいは排出量そのものに実測値を用いる場合には、「実測排出

係数、実測排出量等の入力」ボタンを押して、実測値の入力欄を表示します。 

 各項目について、実測を用いるもののみ実測値欄に実測値を入力します。なお、実測値欄には、マイ

ナスの値を入力することはできません。また、活動量の入力欄と同様、複数のセルを同時選択して、同

時に入力することはできません。 

なお、何らかの実測値を入力した場合、温対法の政省令に定める係数とは異なる算定方法又は係数を

用いて算定されることになるため、当該算定方法又は係数の内容についての説明が必要になります。そ

のため、実測値を入力した項目について、「当該算定方法又は係数の内容」欄にその説明を入力します。

（入力された算定方法等の説明は、報告書作成機能により作成される報告書様式第１の第４表及び様式

第１別紙第３表に記載されます。） 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

  

実測排出係数、実測排出量の入力 

「実測排出係数、実測排出量等の入力」ボタンを押します。 

実測値の入力欄が表示されます。 

何らかの実測値を入力した場合、「当

該算定方法又は係数の内容」欄にそ

の説明を入力する必要があります。 

前年度に入力した内容の表

示・非表示を切り替えます。 
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f)  報告排出量の承認 

 「排出量の合計（確定算定値）」欄に表示された算定排出量の合計値を確認し、報告排出量として承認

するため、「報告排出量の承認」を押します。ここで承認された報告排出量のみが報告書作成機能により

作成される報告書様式に記載されます。 

 「報告排出量の承認」を押すと、報告排出量を計算した上でその値を表示し、承認の可否を確認する

ダイアログが表示されます。報告に用いる排出係数等を確認の上、OK を押して下さい。なお、画面の

スクロールが必要な場合にはキャンセルを押すことで、報告に用いる値を確認することができます。キ

ャンセル後、改めて承認を行う場合には、再度、「報告排出量の承認」を押して下さい。 

 

  

 

報告排出量の承認 

報告排出量の算定値は、「報告排出量の承認」

ボタンと同じ緑色で表示されています。 

「報告排出量の承認」ボタン 
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3.3.4. メタン、一酸化二窒素の入力画面 

 活動量とデフォルトの排出係数により、ガスごとに排出量が 3,000tCO2以上かどうか、まず判定する

必要があります。 

 そのため、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）の入力画面では、対象となる排出活動について活動

量の入力を行った後、「判定」ボタンにより、デフォルトの排出係数による排出量の判定を実施します。 

 

＜入力の流れ＞ 

a) 排出活動の選択 

 選択したガス（CH4、N2O）に関する排出活動が表示されますので、排出活動を選択します。 

b) 算定対象区分の選択 

 算定対象とする排出活動の区分（原料の種類等）を選択します。 

c) 活動量の入力 

 選択した全ての算定対象区分について、活動量を入力します。 

d) 報告対象の判定 

 c)で入力した活動量及びデフォルトの排出係数により、報告対象の判定を行います。 

e) 実測排出係数、実測排出量等の入力 

 排出係数に実測値を用いる場合、実測値を入力します。あるいは、排出量自体に実測値を用いる場合、

実測値を入力します。（実測排出量が入力された場合、入力された活動量、実測単位発熱量、実測排出

係数は、報告排出量の計算に用いず、実測排出量がそのまま採用されます。） 

f) 報告排出量の承認 

 報告排出量を確認し、報告書に用いる数値として承認します。 

 

※ 共通の活動量の入力支援（3.3.7 参照）により、非エネルギー起源 CO2、メタン、一酸化二窒素で共通の

活動量が入力された場合、メタン、あるいは一酸化二窒素について初めて作業を行う場合でも、c)の画面

から表示されます。その場合、それぞれのガスごとに「区分選択に戻る」により、b)の画面へ戻り、改め

て b)～f)の作業を行って下さい。 

※ 炉種別入力画面（3.3.6 参照）により、メタン、一酸化二窒素で共通の活動量（燃料使用量）が入力され

た場合についても、同様です。 
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a)  排出活動の選択 

 活動の一覧から対象となる排出活動を選択します。 

 

 

 

※ 「活動選択画面（排出活動の選択）」にて選択しなかった排出活動は、排出量の算定が行われません。

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」 

（https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual）を参照の上、該当する全ての排出活動を選択してく

ださい。 

※ 既に活動量等の入力データがある場合には、次の「算定対象区分の選択」で算定対象区分から外さ

ないと活動の選択を解除することができません。 

※ 前年度に入力がある場合、前年度の内容が自動で選択されます。適時修正を行ってください。 

  

排出活動の選択 

該当する排出活動を選択します。 

① 

② 

全ての排出活動を選択状態にします。 

全ての排出活動を選択解除状態にしま

す。 
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b)  算定対象区分の選択 

 a)にて選択した排出活動に表示が絞られた状態でガス別入力画面が表示されるので、算定対象とする

排出活動の区分を選択します。（セルの複数選択を利用することができます。） 

 算定対象とする排出活動の区分の選択は、「算定対象区分の選択」欄でチェックボックスにチェック

を入れることにより行います。 

 算定対象とする排出活動の区分について全て選択した上で、「活動量の入力」を押します。 

 

 

※ a)排出活動の選択で選択した排出活動が b)算定対象区分の排出活動の区分と 1 対 1 で対応する場合

には、画面表示時に対象となる排出活動の区分が選択された状態になります。 

※ 既に活動量等の入力データがある状態で、算定対象区分の選択を外した場合、既入力データがある

旨を表示した上で、該当活動に関するデータが削除されます。（選択を外す場合には、チェックボッ

クスを再度クリックしてください。キーボードでチェックを変更する場合には、Space ボタンをご

使用ください。） 

※ 切り取り、コピー、貼り付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

※ 前年度に入力がある場合、前年度の内容が自動で選択されます。適時修正を行ってください。 

  

算定対象区分の選択 

① 

② 

算定対象区分の選択方法 

 

 

該当する行の「算定対象区分の選択」欄の

チェックボックスにマウスポインタを合

わせ、マウスをクリックし、チェックをい

れてください。 
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c)  活動量の入力 

 c)にて選択した排出活動の区分に表示が絞られた状態で活動量入力欄が表示されますので、選択した

全ての区分に対する活動量を入力します。 

 活動量の入力にあたっては、入力内容に示された内容及び活動量入力欄の単位に従って数値を入力し

て下さい。なお、活動量入力欄には、マイナスの値を入力することはできません。また、複数のセルを

同時選択して、同時に入力することはできません。 

 活動量を入力すると、単位発熱量及び排出係数のデフォルト値を用いた排出量が計算され、シート上

に表示されます。 

 選択した区分の全ての活動量を入力すると、「判定」ボタンが押せるようになります。 

 なお、炉種（施設等の種類）別の活動量の入力については、3.3.6 に示します。 

 また、非エネルギー起源 CO2とメタン、一酸化二窒素の間で共通の活動量に関する入力支援について

は、3.3.7 に示します。 

 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

  

活動量の入力 

活動量の入力欄に、入力内容、単位

に従って活動量を入力します。 

表示された全ての活動量を入力す

ることにより、「判定」ボタンが押

せるようになります。 

 

前年度に入力した内容の表示・

非表示を切り替えます。 
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d)  報告対象の判定 

 入力した活動量及び排出係数のデフォルト値を用いた排出量の計算結果に基づき、報告対象であるか

の判定が行われ、判定結果が表示されます。 

 活動量とデフォルトの排出係数により、排出量が 3,000tCO2 以上の場合のみ、報告対象となります。 

 判定結果画面は、事業所登録時の算出単位により以下の様な表示となります。 

 

  

 

判定結果が 3,000tCO2以上の場合の判定結果画面 

算出単位：単一 

算出単位：一括 
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報告対象の判定：メタン、一酸化二窒素 （メタンの例） 

④ 

判定結果の表示 

実測値の入力や報告排出量

の承認を実施します。 
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e)  実測排出係数、実測排出量等の入力 

 報告する排出量について、単位発熱量、排出係数、あるいは排出量そのものに実測値を用いる場合に

は、「実測排出係数、実測排出量等の入力」ボタンを押して、実測値の入力欄を表示します。 

 各項目について、実測を用いるもののみ実測値欄に実測値を入力します。なお、実測値欄には、マイ

ナスの値を入力することはできません。また、活動量の入力欄と同様、複数のセルを同時選択して、同

時に入力することはできません。 

なお、何らかの実測値を入力した場合、温対法の政省令に定める係数とは異なる算定方法又は係数を

用いて算定されることになるため、当該算定方法又は係数の内容についての説明が必要になります。そ

のため、実測値を入力した項目について、「当該算定方法又は係数の内容」欄にその説明を入力します。

（入力された算定方法等の説明は、報告書作成機能により作成される報告書様式第１の第４表及び様式

第１別紙第３表に記載されます。） 

 なお、炉種（施設等の種類）別の実測値の入力については、3.3.6 に示します。 

 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

 

  

実測排出係数、実測排出量の入力 

「実測排出係数、実測排出量等の入力」ボタンを押します。 

実測値の入力欄が表示されます。 

何らかの実測値を入力した場合、

「当該算定方法又は係数の内容」欄

にその説明を入力する必要があり

ます。 

前年度に入力した内

容の表示・非表示を

切り替えます。 
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ガス別入力シート画面：実測値入力画面の使い方 

実測値入力前のデフォルト値を

参考として参照したい場合は 

このボタンをクリックします。 

スクロールバーをスライドさせ、

画面を右にスクロールさせます。 

「実測排出係数、実測排出量等の入力」ボタン

を押すことで実測値入力欄が表示されます。 
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f)  報告排出量の承認 

 「排出量の合計（確定算定値）」欄に表示された算定排出量の合計値を確認し、報告排出量として承認

するため、「報告排出量の承認」を押します。ここで承認された報告排出量のみが報告書作成機能により

作成される報告書様式に記載されます。 

 「報告排出量の承認」を押すと、報告排出量を計算した上でその値を表示し、承認の可否を確認する

ダイアログが表示されます。報告に用いる単位発熱量、排出係数等を確認の上、OK を押して下さい。

なお、画面のスクロールが必要な場合にはキャンセルを押すことで、報告に用いる値を確認することが

できます。キャンセル後、改めて承認を行う場合には、再度、「報告排出量の承認」を押して下さい。 

 

 

 

 

  

 

報告排出量の承認 

「報告排出量の承認」ボタン 報告排出量の算定値は、「報告排出量の承認」

ボタンと同じ緑色で表示されています。 
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3.3.5. ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の

入力画面 

 活動量とデフォルトの排出係数により、ガスごとに排出量が 3,000tCO2以上かどうか、まず判定する

必要があります。 

 そのため、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）、

三ふっ化窒素（NF3）の入力画面では、対象となる排出活動について活動量の入力を行った後、「判定」

ボタンにより、デフォルトの排出係数による排出量の判定を実施します。 

 

＜入力の流れ＞ 

a) 排出活動の選択 

 選択したガス（HFC、PFC、SF6、NF3）に関する排出活動が表示されますので、排出活動を選択しま

す。 

b) 算定対象区分の選択 

 算定対象とする排出活動の区分（ガスの種類等）を選択します。 

（回収・適正処理量や PFC の副生ガス等の関連項目がある活動については、連動して選択されます。） 

c) 活動量の入力 

 選択した全ての算定対象区分について、活動量を入力します。 

（回収時の排出量の算定については、入力値に基づく算出結果が誤差等により負の値となる場合、「0」

として扱います。） 

（回収・適正処理量や PFC の副生ガス等の関連項目がある活動については、その量を活動量欄に入力

します。）⇒P.51「PFC における活動量入力時の注意点」参照 

d) 報告対象の判定 

 c)で入力した活動量及びデフォルトの排出係数により、報告対象の判定を行います。 

e) 実測排出係数、実測排出量等の入力 

 排出係数に実測値を用いる場合、実測値を入力します。あるいは、排出量自体に実測値を用いる場合、

実測値を入力します。（実測排出量が入力された場合、入力された活動量、実測排出係数は、報告排

出量の計算に用いず、実測排出量がそのまま採用されます。） 

（回収及び再封入に伴う排出量を算定する対象活動については、回収時と再封入時のそれぞれの段階に

おける排出量または排出係数を実測値として入力します。） 

f) 報告排出量の承認 

 報告排出量を確認し、報告書に用いる数値として承認します。 
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a)  排出活動の選択 

 活動の一覧から対象となる排出活動を選択します。 

 

 

 

※ 「活動選択画面（排出活動の選択）」にて選択しなかった排出活動は、排出量の算定が行われません。

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」 

（https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual）を参照の上、該当する全ての排出活動を選択してく

ださい。 

※ 既に活動量等の入力データがある場合には、次の「算定対象区分の選択」で算定対象区分から外さ

ないと活動の選択を解除することができません。 

※ 前年度に入力がある場合、前年度の内容が自動で選択されます。適時修正を行ってください。 

 

  

排出活動の選択 

該当する排出活動を選択します。 

① 

② 

全ての排出活動を選択状態にします。 

全ての排出活動を選択解除状態にしま

す。 
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b)  算定対象区分の選択 

 a)にて選択した排出活動に表示が絞られた状態でガス別入力画面が表示されるので、算定対象とする

排出活動の区分を選択します。（セルの複数選択を利用することができます。） 

 算定対象とする排出活動の区分の選択は、「算定対象区分の選択」欄でチェックボックスにチェック

を入れることにより行います。（回収・適正処理量や PFC の副生ガス等の関連項目がある活動について

は、連動して選択されます。） 

 算定対象とする排出活動の区分について全て選択した上で、「活動量の入力」を押します。 

 

※ a)排出活動の選択で選択した排出活動が b)算定対象区分の排出活動の区分と 1 対 1 で対応する場合

には、画面表示時に対象となる排出活動の区分が選択された状態になります。 

※ 既に活動量等の入力データがある状態で、算定対象区分の選択を外した場合、既入力データがある

旨を表示した上で、該当活動に関するデータが削除されます。（選択を外す場合には、チェックボッ

クスを再度クリックしてください。キーボードでチェックを変更する場合には、Space ボタンをご

使用ください。） 

※ 切り取り、コピー、貼り付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

※ 前年度に入力がある場合、前年度の内容が自動で選択されます。適時修正を行ってください。 

  

算定対象区分の選択 

① 

② 

算定対象区分の選択方法 

 

 

該当する行の「算定対象区分の選択」欄の

チェックボックスにマウスポインタを合

わせ、マウスをクリックし、チェックを入

れてください。 
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c)  活動量の入力 

 b)にて選択した排出活動の区分に表示が絞られた状態で活動量入力欄が表示されますので、選択した

全ての区分に対する活動量を入力します。 

 活動量の入力にあたっては、入力内容に示された内容及び活動量入力欄の単位に従って数値を入力し

て下さい。なお、活動量入力欄には、マイナスの値を入力することはできません。また、複数のセルを

同時選択して、同時に入力することはできません。（回収・適正処理量や PFC の副生ガス等の関連項目

がある活動については、その量を活動量欄に入力します。減算すべき量は、排出量として減算されて計

算されます。） 

 活動量を入力すると、排出係数のデフォルト値を用いた排出量が計算され、シート上に表示されます。 

 選択した区分の全ての活動量を入力すると、「判定」ボタンが押せるようになります。 

 

 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

活動量の入力 

活動量の入力欄に、入力内容、単位に

従って活動量を入力します。 

 

表示された全ての活動量を入力す

ることにより、「判定」ボタンが押

せるようになります。 

前年度に入力した内容の表

示・非表示を切り替えます。 
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＜PFC（パーフルオロカーボン）における活動量入力時の注意点＞ 

 下表に示す算定対象区分は、算定対象区分の選択時に連動して選択されます。活動量の入力時には、

それぞれ活動量は連動する活動量と共通の値や適正な値を入力いただく必要があります。（判定を行う

際のデフォルトの排出係数が省令により異なるため、それぞれ別途入力下さい。） 

 下表に示す算定対象区分に該当する報告を行う場合、活動量の入力時には下表を参考の上、共通の値

や適正な値を入力下さい。 

 

対象となる排出活動 活動量の入力内容 
活動量の入力値 

区分 入力内容 

アルミニウムの製造 
PFC-14（CF4） アルミニウム製造量 

アルミニウム製造

量として同じ値を

入力します。 
PFC-116（C2F6） アルミニウム製造量 

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

PFC の使用 
PFC-116（C2F6） 

使用量 

PFC-116（C2F6）

の使用量を入力し

ます。(①) 

回収・適正処理量 

PFC-116（C2F6）

の回収・適正処理

量を入力します。 

PFC-218（C3F8) 

使用量 

PFC-218（C3F8)の

使用量を入力しま

す。(②) 

回収・適正処理量 

PFC-218 （ C3F8) 

の回収・適正処理

量を入力します。 

PFC-116 使用時， 

PFC-14 の副生 

PFC-116 使用量 
上記①と同じ値を

入力します。 

PFC-14 回収・適正処理量 

副生された PFC-

14 の回収・適正

処理量を入力しま

す。 

PFC-218 使用時， 

PFC-14 の副生 

PFC-218 使用量 
上記②と同じ値を

入力します。 

PFC-14 回収・適正処理量 

副生された PFC-

14 の回収・適正

処理量を入力しま

す。 

※ 下線の項目については、同じ値を入力する点にご注意下さい。 
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d)  報告対象の判定 

 入力した活動量及び排出係数のデフォルト値を用いた排出量の計算結果に基づき、報告対象であるか

の判定が行われ、判定結果が表示されます。 

 活動量とデフォルトの排出係数により、排出量が 3,000tCO2 以上の場合のみ、報告対象となります。 

 判定結果画面は、事業所登録時の算出単位により以下の様な表示となります。 

 

  

判定結果が 3,000tCO2以上の場合の判定結果画面 

算出単位：単一 

算出単位：一括 
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報告対象の判定：HFC の例 

実測値の入力や報告排出量

の承認を実施します。 

判定結果の表示 
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e)  実測排出係数、実測排出量等の入力 

報告する排出量について、排出係数、あるいは排出量そのものに実測値を用いる場合には、「実測排出

係数、実測排出量等の入力」ボタンを押して、実測値の入力欄を表示します。 

各項目について、実測を用いるもののみ実測値欄に実測値を入力します。なお、実測値欄には、マイ

ナスの値を入力することはできません。また、活動量の入力欄と同様、複数のセルを同時選択して、同

時に入力することはできません。 

回収・適正処理量等の関連項目がある活動についての実測排出量については、回収・適正処理量を差

し引かずに実測量を入力します。回収・適正処理量等の値は活動量欄に入力した値から計算して減算さ

れます。 

なお、何らかの実測値を入力した場合、温対法の政省令に定める係数とは異なる算定方法又は係数を

用いて算定されることになるため、当該算定方法又は係数の内容についての説明が必要になります。そ

のため、実測値を入力した項目について、「当該算定方法又は係数の内容」欄にその説明を入力します。

（入力された算定方法等の説明は、報告書作成機能により作成される報告書様式第１の第４表及び様式

第１別紙第３表に記載されます。） 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

 

  

実測排出係数、実測排出量の入力 

「実測排出係数、実測排出量等の入力」ボタンを押します。 

実測値の入力欄が表示されます。 

何らかの実測値を入力した場

合、「当該算定方法又は係数の内

容」欄にその説明を入力する必

要があります。 

前年度に入力した内

容の表示・非表示を

切り替えます。 
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f)  報告排出量の承認 

 「排出量の合計（確定算定値）」欄に表示された算定排出量の合計値を確認し、報告排出量として承認

するため、「報告排出量の承認」を押します。ここで承認された報告排出量のみが報告書作成機能により

作成される報告書様式に記載されます。 

 「報告排出量の承認」を押すと、報告排出量を計算した上でその値を表示し、承認の可否を確認する

ダイアログが表示されます。報告に用いる排出係数等を確認の上、OK を押して下さい。なお、画面の

スクロールが必要な場合にはキャンセルを押すことで、報告に用いる値を確認することができます。キ

ャンセル後、改めて承認を行う場合には、再度、「報告排出量の承認」を押して下さい。 

 

 

 

  

 

報告排出量の承認 

「報告排出量の承認」ボタン 

報告排出量の算定値は、「報告排出量の承認」

ボタンと同じ緑色で表示されています。 
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3.3.6. 炉種別入力画面 

 メタン及び一酸化二窒素の排出活動のうち、「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃

料の使用」においては、施設等の種類（炉の種類）及び使用した燃料ごとに活動量を共通で入力するた

めの炉種別入力画面から活動量を入力します。 

 活動量入力欄あるいは実測値入力欄に表示される「各種炉入力画面の表示」ボタンを押すことで、炉

種選択画面及び炉種別入力画面を呼び出し、燃料使用量、単位発熱量等を入力します。 

 

 炉種別入力画面で入力した活動量（燃料使用量）は、施設等の種類（炉の種類）、燃料の種類により、

メタンと一酸化二窒素で共通のものがあるため、メタン（あるいは一酸化二窒素）から炉種別入力画面

にて入力を行い、ガス選択画面まで戻って一酸化二窒素（あるいはメタン）のガス別入力画面に入った

場合、一酸化二窒素（あるいはメタン）に関する入力が初回の場合でも、活動量の入力段階から表示さ

れます。その場合、一酸化二窒素（あるいはメタン）では一旦「区分選択に戻る」で算定対象区分の選

択に戻り、区分選択から行って下さい。 

 また、既にメタン（あるいは一酸化二窒素）から炉種別入力画面で入力済みの共通の活動量（燃料使

用量）を変更した場合は、一酸化二窒素（あるいはメタン）に関する判定等の状態は解除されないため、

新しく変更した活動量で判定しなおすため、一酸化二窒素（あるいはメタン）の「判定の解除」を行い、

改めて実行して下さい。 
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炉種別入力画面 

各種炉の入力への遷移について

確認画面が表示されます。 

遷移元のガスに応じた炉種が

選択可能になっています。 

「ガス別入力シートに戻る」に

より、元のガス別入力シートに

戻ります。 

活動量（燃料使用量）を入力します。 

保有する炉を選択後、「各種

炉入力シートへ」を押すと各

種炉入力シートが表示され

ます。 

活動量入力欄の「各種炉入力画面の表示」ボタ

ンを選択することで、その排出活動に関する炉

種別入力画面に移ることができます。 
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a)  炉種（施設等の種類）の選択 

 呼び出したガスに応じた炉種（施設等の種類）が表示されますので、保有する炉種（施設等の種類）

を全て選択します。 

 

  

炉種選択画面 
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b)  炉種別の活動量の入力 

 保有する炉種を全て選択し、「各種炉別入力シートへ」を押すと、選択した炉種に表示が絞られた状態

で「各種炉活動量入力シート」が表示されます。活動量として、該当する燃料種の燃料使用量欄にのみ、

燃料使用量を入力します。（該当箇所のみを入力します。全ての燃料使用量欄を入力する必要はありま

せん。） 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

  

炉種別活動量の入力 

活動量（燃料使用量）を入力します。 

該当する活動量（燃料使用量）を入力し終えたら、

「元のガス別入力画面へ戻る」より、ガス別入力画

面へ戻ります。 

前年度に入力し

た内容の表示・

非表示を切り替

えます。 
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c)  炉種別の実測単位発熱量の入力 

 元のガス別入力画面にて、判定後に「実測排出係数、実測排出量等の入力」を押し、実測単位発熱量

欄を表示させると、実測単位発熱量を入力するための「各種炉入力画面の表示」ボタンが表示されます。

「各種炉入力画面の表示」ボタンを押すと、実測単位発熱量を入力するための「各種炉活動量入力シー

ト」が表示され、実測単位発熱量を入力することができます。 

 実測単位発熱量を入力する際の「各種炉活動量入力シート」は、b)の活動量（燃料使用量）の入力時

に活動量を入力済みの項目に表示が絞られた状態で表示されますので、実測単位発熱量の入力欄に実測

値を用いる項目のみ、実測値を入力します。 

なお、何らかの実測値を入力した場合、温対法の政省令に定める係数とは異なる算定方法又は係数を

用いて算定されることになるため、当該算定方法又は係数の内容についての説明が必要になります。そ

のため、実測値を入力した項目について、「当該算定方法又は係数の内容」欄にその説明を入力します。

（入力された算定方法等の説明は、報告書作成機能により作成される報告書様式第１の第４表及び様式

第１別紙第３表に記載されます。） 

 

 

 

  

  

判定 実測排出係数、実測排出量等の入力 

ガス別入力画面で、「判定」、「実測排出係数、

実測排出量等の入力」を行うことで、炉種別

の実測単位発熱量の入力のための「各種炉

入力画面の表示」ボタンが表示されます。 
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※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

 

  

炉種別の実測単位発熱量の入力 

既に燃料使用量を入力済みの炉種、燃料種

に表示が絞られた状態で表示されます。 

実測値を用いる項目について、「実測単

位発熱量」欄に入力し、その算定方法等

を「当該算定方法又は係数の内容」欄に

入力します。 

入力を終えたら、「ガス別入力画面へ戻る」より、 

ガス別入力画面へ戻ります。 前年度に入力した

内容の表示・非表示

を切り替えます。 
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d)  炉種別の実測排出係数の入力 

 元のガス別入力画面にて、判定後に「実測排出係数、実測排出量等の入力」を押し、実測排出係数欄

を表示させると、実測排出係数を入力するための「各種炉入力画面の表示」ボタンが表示されます。「各

種炉入力画面の表示」ボタンを押すと、実測排出係数を入力するための「各種炉排出係数入力シート」

が表示され、実測排出係数を入力することができます。 

 実測排出係数を入力する際の「各種炉排出係数入力シート」は、b)の活動量（燃料使用量）の入力時

に活動量を入力済みの項目に表示が絞られた状態で表示されますので、実測排出係数の入力欄に実測値

を用いる項目のみ、実測値を入力します。 

なお、何らかの実測値を入力した場合、温対法の政省令に定める係数とは異なる算定方法又は係数を

用いて算定されることになるため、当該算定方法又は係数の内容についての説明が必要になります。そ

のため、実測値を入力した項目について、「当該算定方法又は係数の内容」欄にその説明を入力します。

（入力された算定方法等の説明は、報告書作成機能により作成される報告書様式第１の第４表及び様式

第１別紙第３表に記載されます。） 

 

 

 

 

  

ガス別入力画面で、「判定」、「実測排出係数、

実測排出量等の入力」を行うことで、炉種別

の実測排出量の入力のための「各種炉入力

画面の表示」ボタンが表示されます。 

判定 実測排出係数、実測排出量等の入力 
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※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

 

  

炉種別の実測排出係数の入力 

入力を終えたら、「元のガス別入力画面へ戻る」より、

ガス別入力画面へ戻ります。 

既に燃料使用量を入力済みの炉種、燃料種

に表示が絞られた状態で表示されます。 

実測値を用いる項目

について、「実測排出

係数」欄に入力し、そ

の算定方法等を「当

実測値を用いる項目について、「実測排出係

数」欄に入力し、その算定方法等を「当該算

定方法又は係数の内容」欄に入力します。 

前年度に入力した内

容の表示・非表示を

切り替えます。 
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e)  炉種別の実測排出量の入力 

 元のガス別入力画面にて、判定後に「実測排出係数、実測排出量等の入力」を押し、実測排出量欄を

表示させると、実測排出量を入力するための「各種炉入力画面の表示」ボタンが表示されます。「各種炉

入力画面の表示」ボタンを押すと、実測排出量を入力するための「各種炉排出係数入力シート」が表示

され、実測排出量を入力することができます。 

 実測排出量を入力する際の「各種炉排出係数入力シート」は、b)の活動量（燃料使用量）の入力時に

活動量を入力済みの項目に表示が絞られた状態で表示されますので、実測排出量の入力欄に実測値を用

いる項目のみ、実測値を入力します。 

なお、何らかの実測値を入力した場合、温対法の政省令に定める係数とは異なる算定方法又は係数を

用いて算定されることになるため、当該算定方法又は係数の内容についての説明が必要になります。そ

のため、実測値を入力した項目について、「当該算定方法又は係数の内容」欄にその説明を入力します。

（入力された算定方法等の説明は、報告書作成機能により作成される報告書様式第１の第４表及び様式

第１別紙第３表に記載されます。） 

 

 

※ セルの複数選択やオートフィル機能は利用することができません。また、切り取り、コピー、貼り

付け（カット＆ペースト）による編集には対応しておりません。 

 

  

炉種別の実測排出量の入力 

入力を終えたら、「元のガス別入力画面へ戻る」より、

ガス別入力画面へ戻ります。 

既に燃料使用量を入力済みの炉種、燃料種

に表示が絞られた状態で表示されます。 

実測値を用いる項目

について、「実測排出

量」欄に入力し、その

算定方法等を「当該

算定方法又は係数の

実測値を用いる項目について、「実測排出

量」欄に入力し、その算定方法等を「当該

算定方法又は係数の内容」欄に入力しま

す。 

前年度に入力した

内容の表示・非表

示を切り替えま
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3.3.7. 共通の活動量の入力支援機能 

 非エネルギー起源 CO2、メタン、一酸化二窒素に係る排出活動の活動量の中には、共通の項目があり

ます。活動量が共通である排出活動の活動量入力欄に活動量を入力すると、入力支援機能が働き、関連

するガスの既入力値が新しく入力された活動量に変更されます。但し、関連するガスにて判定又は承認

を済ませていた場合でも、活動量の変更前に実施した判定又は承認は解除されません。 

 判定・算定ガス選択画面に戻り、変更されたガスのガス別入力画面から再度、判定及び承認を行って

ください。 

 

 

  

共通の活動量の入力 

活動量が他のガスと共通である

排出活動は、その旨を備考に示

してあります。 

活動量が他のガスと共通である排出

活動の活動量が入力されると、入力

支援機能が働きます。 

他のガスで共通の活動量が入力値に

変更されます。 

画面の指示に従い、共通の活動量が変更されたガスにつ

いて、判定、算定の処理を再度実施してください。 
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3.3.8. 活動量算定補助機能 

 次表に示す排出活動については、活動量を把握するための活動量算定補助機能を利用して活動量を入

力することができます。 

 

活動 

分野 
活動の種類 

温室効果ガス 

CO2 

(非ｴﾈ) 
CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

エネル

ギーの

使用 

燃料の燃焼の用に供する施設

及び機械器具における燃料の

使用 

 ○ ○    

 

燃料の 

漏出 
原油又は天然ガスの生産 ○ ○ ○    

 

工業プ

ロセス 

アンモニアの製造 ○       

噴霧器の使用 ○       

麻酔剤の使用   ○     

農業 

家畜の排せつ物の管理  ○ ○     

耕地における肥料の使用   ○     

耕地における農作物の残さの

肥料としての使用 
  ○    

 

農業廃棄物の焼却  ○ ○     

廃棄物 

工場廃水の処理  ○ ○     

下水、し尿等の処理   ○     

廃棄物の焼却もしくは製品の

製造の用途への使用・廃棄物

燃料の使用 

○*      

 

HFC 等 

4 ガス 

家庭用電気冷蔵庫等 HFC 封

入製品の製造における HFC

の封入 

   ○   

 

業務用冷凍空気調和機器の使

用開始における HFC の封入 
   ○   

 

業務用冷凍空気調和機器の整

備における HFC の回収及び

封入 

   ○   

 

家庭用電気冷蔵庫等 HFC 封

入製品の廃棄における HFC

の回収 

   ○   

 

噴霧器の使用    ○    

変圧器等電気機械器具の使用      ○  

変圧器等電気機械器具の点検

における SF6の回収 
     ○ 

 

*「廃棄物の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用」のうち、温対法様式第１の第１表③又は別紙

第１表③に記載する「燃料に代えて燃焼の用に供される場合又は廃棄物の製品の製造の用途への使用」については、算

定補助機能は対応しておりません。 
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活動量入力欄に活動量算定補助機能を呼び出すことができるコメントが表示された場合、該当入力欄

において右クリックすることで、排出活動別の活動量算定補助機能を呼び出し、関連する値を入力して

活動量を算出することができます。対象の事業所で以前に活動量算定補助機能を読み込んだことがある

場合には、前回読み込まれた情報を読み込むかどうか選択できます。 

「元のガスシートにデータを反映して戻る」ボタンを押すと、元のガスシートの該当する活動量入力

欄に算出した活動量が入力されます。 

 

※ コメントは表示されるが右クリックでの呼び出しがうまくいかない場合は、一旦別の箇所を選択す

るか、「活動量の入力」ボタンを押してから、再度、該当箇所を右クリックしてみて下さい。 

  

コメントが表示された活動量入力欄で右クリッ

クすることで、その排出活動に関する活動量算

定補助機能を呼び出すことができます。 

活動量算定補助機能の起動 

活動量算定補助機能の起動に

ついて確認画面が表示されま

す。 

排出活動に応じた活動量

算定補助機能画面が表示

されます。 

「元のガスシートにデータを

反映して戻る」ボタンにより元

のガスシートに活動量を反映

することができます。 

また、「元のガスシートに戻る」

ボタンにより、元のガスシート

に戻ります。 

関連する入力値（燃料使用

量等）を入力します。 

以前に読み込んだことがある

場合には、前回の情報を読み込

むかどうか選択する画面が表

示されます。 
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3.4. 算定結果報告機能 

3.4.1. 算定結果報告機能の概要 

算定結果報告機能では、権利利益保護の請求の有無、増減の状況に関する情報等の提供の有無を選択

すると、選択に応じた様式の項目が機能するようになります。 

 増減の状況に関する情報等を提供する場合には、様式第２の入力ボタンを押して、増減の状況に関す

る情報等を入力します。権利利益保護の請求書（様式第１の２）に関する情報を入力する場合、様式第

１の２の入力ボタンを押して、入力画面を表示します。 

 上記の様式第２及び様式第１の２の入力内容と判定・算定機能において算出された事業所の排出量等

の情報を事業者（又は集計担当者）に提供するために事業所排出量ファイルが出力可能です。 

事業所排出量ファイルを出力する場合は、事業所排出量の出力項目のファイルへ出力ボタンを押して、

事業所排出量を任意のフォルダに出力します。 

 

 

 

  

算定結果報告機能画面 

記載情報の入力 

該当項目の選択 

事業所排出量等情報を出力 

増減情報入力画面 権利利益の保護に係る請求入力画面 事業所排出量出力画面 
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3.4.2. 増減の状況に関する情報等の入力 

「増減の状況に関する情報等の提供を行う」を選択すると、様式第２のフィールドが有効になり、増

減情報の「入力」ボタンが有効になります。 

様式第２の項目の「入力」ボタンを押すことで増減情報入力画面が表示されます。増減情報入力画面

では、温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報等、及び基本情報入力画面で入力した担当者

（問い合わせ先）と増減情報に関する担当が異なる場合の担当者（問い合わせ先）を入力します。 

入力した基本情報は、温対法提出様式（様式第２）に反映されます。 

増減情報の入力欄は、４～５行分が用意されていますが、入力行が増えると自動的に行スクロールし

入力を続けることができます。入力行が入力欄を超えた場合には入力カーソルを上下に移動することで

表示行を上下に移動して替えることができます。提出様式においては記入行が全て追加された状態で作

成されます。 

 

 

  

増減情報入力画面 

算定結果報告機能画面 

増減の状況に関する情報等を入力

し、「入力完了」を押します。 

増減の状況に関する情報等は、

緑色のセルに直接入力します。 

増減情報に関する担当者が、左

に表示された基本情報入力画面

で入力した担当者と異なる場

合、担当者情報を入力します。 

増減情報の提供を伴う場合、入

力ボタンを押して、入力画面を

表示します。 
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3.4.3. 権利利益の保護に係る請求書の記載事項の入力 

権利利益の保護の請求で「行う」を選択すると、様式第１の２のフィールドが有効になり、様式第１

の２の「入力」ボタンが有効になります。 

様式第１の２の項目の「入力」ボタンを押すことで権利利益の保護に係る請求入力画面が表示されま

す。権利利益の保護に係る請求入力画面では、権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）として提

出する温室効果ガスごとの権利利益が害されるおそれがあると思料する理由やその根拠となる事実を

テキストで入力します。 

入力した情報は、権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）に反映されます。但し、印刷・出力

に関しては、判定・算定機能において報告値が承認済みのガスのみ、行われます。 

理由及び根拠となる事実の入力欄は、10 行程度の幅が用意されていますが、出力時には自動調整され

ないため、縦幅を超える文字数を入力された場合は、印刷ボタンから印刷するのではなく、別ファイル

に出力を行い、A4 サイズの用紙サイズに合わせて、セルの高さや体裁等を調整の上、印刷して下さい。 

 

  

権利利益の保護に係る請求入力画面 
デフォルトで当日日付が入って

います。適宜変更して下さい。 

入力ボタンを押して、入力

画面を表示します。 

温室効果ガスの選択を行

います。 

ガスごとに、判定・算定機能

において承認済みである場

合は報告値が、未承認であ

る場合は（未承認）と表示さ

れます。 

温室効果ガスごとに、権利利益が

害されるおそれがあると思料する

理由やその根拠となる事実を入力

します。 

適宜スクロールして入力を済ませ

て下さい。 

報告値が未承認のガスでも、入力

は可能です。（但し、未承認のガス

は印刷・出力は行われません。） 

算定結果報告機能画

面 
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3.4.4. 事業所排出量の出力 

 事業所排出量の出力の項目の「ファイルへ出力」ボタンを押すことで「排出量出力確認画面」が表示

されます。 

 「排出量出力確認画面」で「はい」ボタンを押すとＭＤＢファイルの出力を開始します。 

 出力フォルダを変更したい場合、「参照」ボタンを押すとフォルダ選択画面が表示されますので、選択

し直して下さい。 

  

算定結果報告機能画面 

ファイルへ出力ボタンを

押して、排出量出力確認

画面を表示します。 

排出量出力確認画面 

出力フォルダの選択 

排出量出力の実行 

デフォルトのフォルダは、c:/ReportGHG/

です。 

ファイル名には、特定排出者コード＋事業

所名＋年月日時分秒が含まれます。 
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3.5. バージョン情報 

メインメニューにて、「バージョン情報」を選択すると、「バージョン情報画面」が表示されます。 

算定用係数情報画面では、本ツールが算定時に使用する係数の確認ができます。 

 

 

 

バージョン情報画面 

メインメニューに戻ります。 
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3.6. 事業所別排出量一覧機能 

事業所モードのメインメニューにて、「事業所別排出量一覧機能」を選択することで、報告義務があ

る特定事業所分だけでなく、全ての事業所を対象に、事業者別排出量一覧を Excel ファイルとして任意

のフォルダに出力することができます。また、印刷プレビュー画面から直接印刷することができます。 

 

メインメニューに戻ります。 

印刷プレビュー画面 

印刷を開始します。 
ページを切り替えます。 

メインメニュー画面（事業所モード） 

印刷確認画面 

印刷確認画面 

Excel ファイルを 

出力します。 
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3.7. メインメニュー （事業者モード） 

① 「基本情報の入力」ボタンより事業者の基本情報の入力を行います。 

② 「排出年度」に報告を行う排出年度を入力します。 

③ 「事業所排出量の読み込み」ボタンより事業所排出量ファイルを読み込みます。 

④ 「事業所登録・切り替え」ボタンより事業所の登録を行います。 

  １事業者１事業所で排出量の算定を行う場合には、事業所を登録して事業所モードに切り替えて 

判定・算定機能を使います。 

⑤ 「報告判定機能」ボタンより事業者全体の各ガス排出量と報告対象判定の結果を確認します。 

⑥  「報告書作成機能」より「報告書作成機能」画面を表示し、事業者用の該当項目の選択や調整後温

室効果ガス排出量の算定、｢印刷｣より報告書を作成します。 

⑦ 「バックアップファイルの作成」ボタンより事業者全体のデータを出力し、バックアップファイル

を作成します。「バックアップファイルからのデータ復旧」ボタンより作成したバックアップファ

イルを読み込み、データを復旧します。 
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なお、①基本情報の入力で報告様式に共通で記入が必要となる特定排出者の名称、事業者の名称、所

在地、担当者等の基本情報の入力がされていないと③～⑥のボタンは使用できません。 

① 

④ 

メインメニュー画面 

報告書作成機能 

P.80参照 P.81参照 

報告・判定機能 事業所登録・切り替

え 

P.78参照 

事業所排出量の読み込み 

P.77参照 

⑤ 

③ 

「事業所一覧画面」を表示

し、事業所の登録、編集、削

除を行います。 

⑥ 

P.76参照 

基本情報入力 

バージョン情報 

P.72参照 

基本情報の入力を

行います。 

該当項目の選択や各

種情報の入力、調整後

温室効果ガス排出量

の算定を行い報告様

式にて報告書を作成

します。 

② 

報告を行う排出年度を入力

します。 

⑦ 

事業者のバック

アップ 

ツールを終了します。

P.97参照 

事業所から提供されたファ

イルから事業所の排出量等

の情報を読み込みます。 

事業者全体の排出量の報告

判定を行います。 
事業者のバックアップファ

イルを作成します。 

バックアップファイルから

データを復旧します。 
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3.8. 基本情報の入力 

 基本情報の項目の「入力」ボタンを押すことで基本情報入力画面が表示されます。 

基本情報入力画面では、報告様式に共通で記入が必要となる特定排出者の名称、事業者の名称、所在

地、担当者等の基本情報の入力を行います。 

 

基本情報等を入力します。 ① 

② 

都道府県と産業分類

名は、プルダウンメニ

ューから選択します。

都道府県コード、産業

分類コードは自動的

に検索されます。 

報告書作成機能画面 
メインメニュー画面の「基本情報の入

力」ボタンを押して、基本情報の入力

を行います。 

産業分類コードを決定して基本

情報入力画面に戻ります。 
基本情報入力画面に戻り

ます。 

産業分類からのコード検索画面 

基本情報を登録します。 

報告先大臣名、地方支分部局

長を選択します。 

※該当する報告先が無い場

合はブランクを選択し、印刷

した報告書の宛て先を手書

きで記載してください。 

所管大臣名を選択します。 

基本情報入力画面 報告日を任意で設定したい

場合には、報告日を 

yyyy/mm/dd 形式で入力し

てください。 

入力完了を押します。 
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3.9. 事業所排出量の読み込み 

 メインメニューより「事業所排出量読み込み」を選択すると、「フォルダ選択画面」を表示します。 

 事業所排出量データファイルが存在するフォルダを選択して OK ボタンを押すと、「読み込む事業所

一覧画面」が表示されますので読み込み事業所を選択して「開始」ボタンを押します。 

  

 

 

  

フォルダ選択画面 

メインメニューに戻ります。 

読み込み事業所一覧画面 

全事業所が選択状態となります。 全事業所が選択解除となります。 

メインメニューに戻ります。 

メインメニューに戻ります。 
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3.10. 事業所登録・切り替え 

3.10.1. 事業所一覧画面 

事業所モードとの相違点は、「選択して処理する」ボタンの動作が異なるだけですので、「選択して処

理する」ボタンの説明のみとします。 

 

 

 

  

事業所一覧画面 

印刷確認画面 

事業所モードに切り替えて、 

メインメニューへ戻ります。 
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3.10.2. 事業所モードに変更 

事業所一覧画面で事業所選択後、「選択して処理する」を選択することで事業所モードに切り替える

ことができます。 

No.、事業所名、都道府県、事業コードの見出しをクリックして表示の並び替えができます。 

事業所モードで入力を行う場合は、3.1 メインメニュー (事業所モード)をご参考ください。 

 

 

  

事業所一覧画面 

対象の事業所を選択します。 

選択した事業所の名前等が表示されます。 

メインメニュー画面 
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3.11. 報告判定機能 

3.11.1. 報告判定機能画面 

メインメニューより「報告判定機能」を選択すると、「報告判定(全事業所集計)画面」を表示します。 

 画面に表示される集計排出量、報告判定状況を確認の上、報告書作成機能に進んで下さい。 

 

  

報告判定機能画面 

メインメニューに戻ります。 
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3.12. 報告書作成機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1. 報告書作成機能の概要 

 事業者として本ツールを使用するにあたっては最初に、基本情報の入力ボタンを押して特定排出者の

名称や事業者の住所等の報告書に記載する基本情報を入力してください。なお、基本情報の入力がされ

ていないとメインメニューの報告書作成機能以外のボタンは使用できません。 

 調整後温室効果ガス排出量を算定する場合は、調整後温室効果ガス排出量算定ボタンより調整後温室

効果ガス排出量の算定画面を表示し、国内認証排出削減量に係る情報、海外認証排出削減量に係る情報

を入力し算定を行います。省エネルギー法定期報告書でエネルギー起源 CO2排出量と国内認証排出削減

量に係る情報、海外認証排出削減量に係る情報を報告している場合は、調整後温室効果ガス排出量の算

定画面右側の直接入力ボタンから調整後排出量を直接入力することができます。 

  

大切なお知らせ 

本ツールでは、エネルギー起源 CO2排出量の算定並びに省エネ法定期報告書（様式第 9）の特定

-第 12 表及び指定-第 10 表の出力機能を有していましたが、省エネ法定期報告書に関しては、

資源エネルギー庁において定期報告書作成支援ツールを提供していることから、本ツールのバー

ジョン 3.01 からはこれらの機能を削除することとしました。バージョン 3.01 からはエネルギ

ー起源 CO2排出量以外の判定・算定及び温対法報告書の出力機能を有するツールとなります。 

 

なお、省エネルギー法定期報告書で報告するエネルギー起源 CO2の調整後排出量を直接入力する

機能を追加していますので、ご活用ください。（機能の詳細は 3.12.2.c) を参照。） 

排出年度が 2015 年度以前に入力したエネルギー起源 CO2 の値については、ツール上で確認す

ることができます。 
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 事業者としての権利利益保護の請求の有無、増減の状況に関する情報等の提供の有無を選択すると、

選択に応じた様式の項目が機能するようになります。 

また、事業者としての増減の状況に関する情報等を提供する場合には、様式第２の入力ボタンを押し、

増減の状況に関する情報等を入力します。権利利益保護の請求書（様式第１の２）や磁気ディスク提出

票（様式第３）に関する情報を入力する場合、それぞれの入力ボタンを押し、入力画面を表示します。 

各様式の「印刷」を押すことで、判定・算定機能にて算定した報告排出量及び各入力画面で入力した

記載情報をもとに報告書様式を生成し印刷プレビューすることができます。 

電子報告システム用に XML ファイルを出力する場合は、電子報告用 XML ファイルの出力の「ファ

イルへ出力」を押して出力先のフォルダを指定して XML ファイルを出力します。 

  

 事業所別排出量一覧の「印刷」を押すことで、報告義務がある特定事業所分だけでなく、全ての事業

所を対象に、事業者別排出量一覧を Excel ファイルとして任意のフォルダに出力することができます。 

 

報告書作成機能画面 
該当項目の選択 

印刷 

印刷して提出 

磁気ディスク提出票入力画面 

増減状況入力画面 

権利利益の保護請求入力画面 xxxxxxxxx.xls 

事業所別 

排出量一覧 

xxxxxxxxx.xml 

電 子 報 告 用

XMLファイル 

調整後温室効果ガス排出量の調整画面 
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3.12.2. 調整後温室効果ガス排出量の調整 

 「調整後温室効果ガス排出量の調整」の項目にある「入力」ボタンを押すことで、調整後温室効果ガ

ス排出量調整画面が表示されます。 

 調整後温室効果ガス排出量調整画面では、国内認証排出削減量に係る情報、海外認証排出削減量に係

る情報を入力して事業者全体の調整後温室効果ガス排出量を調整します。調整した値は画面上で確認す

ることができます。 

 また、省エネルギー法定期報告書で、エネルギー起源 CO2排出量、国内認証排出削減量に係る情報と

海外認証排出削減量に係る情報を報告している場合は、調整後温室効果ガス排出量の算定画面右側の直

接入力ボタンから調整後排出量を直接入力することができます。国内認証排出削減量に係る情報または

海外認証排出削減量に係る情報のいずれかで調整後排出量を直接入力している場合は、直接入力した値

が優先され合計排出量に反映されます。 

なお、調整後温室効果ガス排出量は温対法報告書の様式第１第２表に出力されます。 

 

調整後温室効果ガス排出量調整画面 

報告書作成機能画面の「調整後温室効

果ガス排出量の調整」の項目にある「入

力」ボタンを押します。 

報告書作成機能画面 

 

調整後温室効果ガス排出量が

表示されます。 

調整後温室効果ガス排出量の

計算過程が表示されます。 

報告書作成機能画面

に戻ります。 

国内認証排出削減量

に係る情報の入力画

面が表示されます。 

海外認証排出削減量に係る情報

の入力画面が表示されます。 

調整後温室効果ガス

排出量を直接入力し

ます。（P.87 参照） 
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a)  国内認証排出削減量に係る情報 

国内認証排出削減量に係る情報の入力画面では、無効化又は移転を選択し、クレジット特定番号等、

無効化日又は移転日、無効化量又は移転量を入力し、無効化量又は移転量の合計が、様式第１第２表の

特定排出者の調整後温室効果ガス排出量に反映されます。 

 

  

国内認証排出削減量に係る情報入力画面 

値を記録して、調整後温室

効果ガス排出量の調整画

面に戻ります。 

 

識別番号を入力します。 

無効化日又は移転日を入

力します。カレンダーを

使って入力できます。 

入力行の削除は、項番を選択し

て Delete キーを押します。 

① 

② 

③ 

＊は新規行です。 

削減量の種別を選択します。 

無効化量又は移転量が自動

計算されます。移転量の場

合は負の値で表示します。 

無効化又は移転を選択します。 
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b)  海外認証排出削減量に係る情報 

 海外認証排出削減量に係る情報の入力画面では、識別番号、無効化日、無効化量を入力し、無効化

量の合計が、様式第１第２表の特定排出者の調整後温室効果ガス排出量に反映されます。 

  

 

海外認証排出削減量に係る情報入力画面 

値を記録して、調整後温室

効果ガス排出量の調整画

面に戻ります。 

 

識別番号を入力します。 

無効化日を入力します。 

カレンダーを使って入力

できます。 

① 

② 

③ 

削減量の種別を選択します。 

無効化した量が自動計算されます。 

入力行の削除は、項番を選択し

て Delete キーを押します。 

＊は新規行です。 
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※入力済みの識別番号の入力形式が異なる場合 

本ツールのバージョン 2.91 からは国内認証排出削減量に係る情報の識別番号の入力欄をハイフンで

区切って入力するようにしています。そのため以前に入力済みの識別番号でハイフンの位置等が入力

欄の形式と異なる場合、識別番号の再入力が求められます。入力済みのデータが必要な場合は、csv

ファイルを出力して保存してください。（再入力しなかった場合には、形式の異なる識別番号のまま

報告書等が出力されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前入力されたデータを

出力します。 

識別番号を再入力します。 

CSV 
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c)  調整後排出量の直接入力 

調整後温室効果ガス排出量調整画面から、エネルギー起源 CO2 と国内認証排出削減量に係る情報、

海外認証排出削減量に係る情報の調整後排出量を直接入力することができます。直接入力した調整後

排出量は合計排出量に反映されます。ただし、直接入力した場合は第５表１～４にクレジットに関す

る情報は出力されません。 

国内認証排出削減量と海外認証排出削減量については、本ツール内にクレジットごとに入力した値

と調整後排出量を直接入力した値の両方がある場合、算定・報告には直接入力した値を使用します。

また国内認証排出削減量と海外認証排出削減量のどちらか一方でも調整後排出量の直接入力があった

場合には両方とも調整後排出量の直接入力があったものとして取り扱います。 

調整後温室効果ガス排出量調整画面 

調整後排出量を入力

します。 

「直接入力」ボタン

をクリックします。 

直接入力した調整後排出量

が表示されます。 

直接入力した調整後排出量

が合計排出量の計算に反映

されます。 
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3.12.3. 増減の状況に関する情報等の入力 

 事業者としての排出量の増減の状況に関する情報等を提供する場合は、「増減の状況に関する情報等

の提供を行う」を選択してください。 

様式第２の増減情報の「入力」ボタンを押すことで増減情報入力画面が表示されます。増減情報入力

画面では、事業者全体の温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報等、及び基本情報入力画面

で入力した担当者（問い合わせ先）と増減情報に関する担当が異なる場合の担当者（問い合わせ先）を

入力します。 

入力した基本情報は、温対法提出様式（様式第２）に反映されます。 

増減情報の入力欄は、４行分が用意されていますが、入力行が増えると自動的に行スクロールし入力

を続けることができます。入力行が入力欄を超えた場合には入力カーソルを上下に移動することで表示

行を上下に移動して替えることができます。提出様式においては記入行が全て追加された状態で作成さ

れます。 

  

増減情報入力画面 

報告書作成機能画面 

増減の状況に関する情報等を入

力し、「入力完了」を押します。 

増減の状況に関する情報等は、

緑色のセルに直接入力します。 

増減情報に関する担当者が、左

に表示された基本情報入力画面

で入力した担当者と異なる場

合、担当者情報を入力します。 

増減情報の提供を行う場

合、入力ボタンを押して、

入力画面を表示します。 
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3.12.4. 権利利益の保護に係る請求書の記載事項の入力 

 権利利益の保護の請求で「行う」を選択すると、様式第１の２のフィールドが有効になり、様式第１

の２の「入力」ボタンが有効になります。 

様式第１の２の項目の「入力」ボタンを押すことで権利利益の保護に係る請求入力画面が表示されま

す。権利利益の保護に係る請求入力画面では、権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）として提

出する温室効果ガスごとの権利利益が害されるおそれがあると思料する理由やその根拠となる事実を

テキストで入力します。 

入力した情報は、権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）に反映されます。但し、印刷・出力

に関しては、判定・算定機能において報告値が承認済みのガスのみ、行われます。 

理由及び根拠となる事実の入力欄は、１５行分の幅が用意されていますが、入力行が増えると自動的

に行スクロールし入力を続けることができます。入力行が入力欄を超えた場合には入力カーソルを上下

に移動することで表示行を上下に移動して替えることができます。提出様式においては記入行が全て追

加された状態で作成されます。 

 

報告書作成機能画面 

 

デフォルトで入力当日の日

付が入っています。適宜変更

して下さい。 
温室効果ガスの選択を行います。 

ガスごとに、判定・算定機能

において承認済みである場

合は報告値が、未承認であ

る場合は（未承認）と表示さ

れます。 

温室効果ガスごとに、権利利益が害さ

れるおそれがあると思料する理由やそ

の根拠となる事実を入力します。 

適宜スクロールして入力を済ませて下

さい。 

報告値が未承認のガスでも、入力は可

能です。（但し、未承認のガスは印刷・

出力は行われません。） 

権利利益の保護に係る請求入力画面 

入力ボタンを押して、入

力画面を表示します。 

権利利権の保護に係る請求を入

力し、「入力完了」を押します。 
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3.12.5. 磁気ディスク提出票の提出事項の入力 

 磁気ディスクによる提出を行う場合、報告書作成機能画面より、様式第３の磁気ディスク提出票の提

出事項（提出する磁気ディスクの一覧等）を入力することができます。 

様式第３の項目の「入力」ボタンを押すことで提出事項入力画面が表示されます。提出事項入力画面

では、磁気ディスクに記録された事項、及び磁気ディスクと併せて提出される書類を入力します。 

入力した基本情報は、磁気ディスク提出票（様式第３）に反映されます。 

入力欄は、５行程度の幅が用意されていますが、入力行が増えると自動的に行スクロールし入力を続

けることができます。入力行が入力欄を超えた場合には入力カーソルを上下に移動することで表示行を

上下に移動して替えることができます。提出様式においては記入行が全て追加された状態で作成されま

す。 

 

 

報告書作成機能画面 

 

入力ボタンを押して、入

力画面を表示します。 

磁気ディスク提出票 提出事項入力画面 

磁気ディスク提出に係る文言を

入力し、「入力完了」を押します。 

下に表示されている入

力例に倣い、提出事項

を入力し、「入力完了」

を押します。 

デフォルトで入力当日の日付が入っ

ています。適宜変更して下さい。 
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3.12.6. 印刷機能 

 判定・算定機能において算定・承認した報告排出量や基本情報入力画面で入力した基本情報等に従い、

提出が必要な報告様式を作成し印刷することができます。 

 様式として印刷する場合には、様式ごとに用意された「印刷」ボタンを押すことで、印刷プレビュー

画面から印刷を行って下さい。 

 

  

報告書作成機能画面 

 

印刷プレビューより

直接印刷したい場合

は、印刷ボタンを押

します。 
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a)  印刷プレビューから印刷までの操作の流れ 

 

【様式第１(第４条関係)の場合の例】 

 

  

メインメニューに戻ります。 

印刷プレビュー画面 

報告書作成機能画面 

印刷または、印刷内容を確認し

たい場合にボタンを押します。 

印刷確認画面 

印刷確認画面 

印刷イメージを確認し、印刷の実行

や印刷設定を行うことができます。 

印刷を実行し、報告様式をご提出く

ださい。 

※必要に応じ宛て先や報告日付を

修正してください。 

■宛て先 

 
■報告日付 

 

報告書作成機能 

画面に戻ります。 

印刷を開始します。 

ページを切り替えます。 



93 

b)  本ツールで作成可能な報告書様式（事業者全体及び特定事業所別） 

報告書作成機能では、下記表の内容で温対法に基づく報告書様式を作成印刷可能です。 

  

 温対法報告書該当箇所 

事業者全体 特定事業所 

基礎排出量 非エネルギー起源 CO2 様式第１第１表② 様式第１別紙第１表② 

廃棄物の原燃料使用に伴う

非エネルギー起源 CO2 

様式第１第１表③ 様式第１別紙第１表③ 

メタン 様式第１第１表④ 様式第１別紙第１表④ 

N2O 様式第１第１表⑤ 様式第１別紙第１表⑤ 

HFC 様式第１第１表⑥ 様式第１別紙第１表⑥ 

PFC 様式第１第１表⑦ 様式第１別紙第１表⑦ 

SF6 様式第１第１表⑧ 様式第１別紙第１表⑧ 

NF3 様式第１第１表⑨ 様式第１別紙第１表⑨ 

調整後温室効果ガス排出量 様式第１第２表  

政省令と異なる算定方法・係数 様式第１第４表 様式第１別紙第３表 

クレジット詳細 様式第１第５表  

事業所一覧 様式第１第６表  
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3.12.7. 事業所別排出量一覧機能 

事業所別排出量一覧の「印刷」ボタンを押すことで、報告義務がある特定事業所分だけでなく、全て

の事業所を対象に、事業者別排出量一覧を Excel ファイルとして任意のフォルダに出力することができ

ます。また、印刷プレビュー画面から直接印刷することができます。 

 

 

報告書作成機能画面 

 

メインメニューに戻ります。 

報告書作成機能 

画面に戻ります。 

印刷確認画面 

印刷プレビュー画面 

印刷を開始します。 

ページを切り替えます。 

Excel ファイルを 

出力します。 
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3.12.8. 電子報告用 XML ファイルの出力 

電子報告システム用の XML ファイルを出力することができます。報告書は複数の宛先（事業所管省

庁）に提出することを考慮し、XML ファイルを出力する前に宛先（事業所管省庁）を 100 文字以内で

入力してから出力します。また XML ファイルはフォルダを指定して、様式第１、様式第１別紙、様式

第２を別ファイルで出力します。 

 

  

報告書作成機能画面 

 

XML ファイル出力確認画面 

出力するフォルダを選択

します。 

XML ファイルを出力

します。 

報告書作成画面に

戻ります。 

宛先（事業所管省庁）を入

力します。 

いくつかの項目については指

定の文字数を超えていた場合

に切り捨てて出力します。 

（対象の項目は以下の※を参

照してください。） 
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※XML ファイル出力時に切り捨てされる項目について 

下表に示す項目についてはそれぞれ指定の XML 出力時の最大文字数で切り捨てされて XML ファ

イルに出力されます。 

 

○事業者の基本情報 

項目名 
XML 出力時の

最大文字数 

報告者 住所（ふりがな） 50 

住所 50 

法人名（ふりがな） 20 

法人名 20 

氏名あるいは代表者氏名（ふりがな） 20 

氏名あるいは代表者氏名 20 

事業者 特定排出者の名称（ふりがな） 50 

特定排出者の名称 50 

前回報告における名称 50 

所在地 市区町村以降（ふりがな） 50 

所在地 市区町村以降 50 

担当者情報 氏名（ふりがな） 15 

氏名 15 

 

○事業所情報の編集 

項目名 
XML 出力時の

最大文字数 

事業所 事業所の名称（ふりがな） 50 

事業所の名称 50 

前回の報告における名称 50 

所在地 市区町村以降（ふりがな） 50 

所在地 市区町村以降 50 

担当者 

（問い合わせ先） 

氏名（ふりがな） 15 

氏名 15 
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3.13. 事業者のバックアップ 

3.13.1. バックアップファイルの作成 

メインメニューの事業者のバックアップより「バックアップファイルの作成」を選択します。バック

アップ先を選択し「保存」ボタンを押すと、バックアップファイルが作成できます。 

 

 

 

 

 

バックアップ先を

選択します。 



98 

3.13.2. バックアップファイルからのデータ復旧 

メインメニューの事業者のバックアップより「バックアップファイルからのデータ復旧」を選択しま

す。バックアップファイルを選択し「開く」ボタンを押すと、データが復旧されます。 

データ復旧後は一度ツールを終了し、ツールを再起動してください。 

※バックアップファイルからデータ復旧を行うと、ツールに登録されていたデータは全て削除されま

すので、ご注意ください。 

 

バックアップファ

イルを選択します。 

ツールを一度終了し、

再起動します。 



99 

4. よくある質問と回答（FAQ） 
4.1. インストールについて 

4.1.1. Microsoft.Net Framework のインストール又はバージョンアップの方法がわからない。 

Microsoft.Net Framework のインストール又はバージョンアップを行う場合には、以下の Microsoft

ダウンロードページにアクセスし、インストールを行ってください。 

※インストールやバージョンアップを行う場合には、システム要件を確認の上、実施してください。以

下に記載のバージョンをインストールしてください。 

 

【Microsoft .Net Framework 3.5 Service Pack 1】 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-

81DA479AB0D7&displaylang=ja 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=ja
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4.2. 印刷について 

4.2.1. 事業所モードでインストールしているので、印刷できない。 

事業所モードでインストールした場合には、報告書の印刷を行うことができません。印刷を行いたい

場合には、事業者モードで再度インストールを行ってください。 

事業者モードでの再インストールの方法を以下に記載します。 

 

①事業所モードの「算定結果の報告機能」からファイル出力を行ってください。（全事業所分） 

②プログラムの追加と削除からツールをアンインストールしてください。 

③事業所モードでインストールした際に自動で作成されていた mdb ファイルと ini ファイルを削除

します。削除方法については下記「mdb ファイルと ini ファイルの削除方法について」をご確認く

ださい。 

④算定・報告・公表制度ホームページ（http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/tool）から最新版のツールを

ダウンロードし、事業者モードでインストールしてください。 

⑤ツールを起動し、基本情報を入力してください。 

⑥事業者モードの「事業所排出量の読込み」から①で出力したファイルの読込みを行ってください。

（全事業所分） 

 

mdbファイルと iniファイルの削除方法について 

本ツールをインストール時に「Report_GHGemissions.mdb」ファイルと「sakuseishien.ini」フ

ァイルが、隠しファイルとして自動で作成されています。OS の種類によって、表示方法や保存

場所が異なりますので、お使いの環境をご確認の上、以下の手順でファイルを削除してください。 

 

●OS：Windows10 

（1） エクスプローラの「表示」タブの「表示/非表示」で「隠しファイル」にチェックを入れま

す。 

 
 

（2） C ドライブ→「ユーザー」→「（アカウント名のついたフォルダ）」→「AppData」→「Local」

→「sakuseishien」の順で開くと、中に「Report_GHGemissions.mdb」ファイルと

「sakuseishien.ini」ファイルがありますので、このファイルを削除します。 

 

※なお「sakuseishien」フォルダの中に保存されているファイルや tmp フォルダ等の中身を書き

換えたりしないようご注意ください。ファイルが変更されますとツールが正常に動作しなくな

る場合があります。 
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4.2.2. 印刷プレビューを表示すると、エラーが発生する 

印刷プレビューを表示するための動作環境が不足している可能性があります。以下の a)又は b)のどち

らかの方法で印刷プレビューが表示されるかご確認ください。 

 

a)  Microsoft .Net Frameworkのバージョンアップ 

Microsoft ダウンロードページにアクセスし、インストールを実施して、「Microsoft .Net 

Framework」のバージョンアップを行ってください。バージョンアップの方法については P.99 を御

参照下さい。 

※インストールやバージョンアップを行う場合には、システム要件を確認の上インストールやバージ

ョンアップを行ってください。 

 

b)  「Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ」のインストール  

 以下の Microsoft ダウンロードページにアクセスし、インストールを行ってください。 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a5c84275-3b97-4ab7-a40d-

3802b2af5fc2&displayLang=ja 

 

4.2.3. 単一事業所で排出量が 3,000t-CO2を超えているが、特定事業所として印刷されない。 

報告単位が「一括」と設定されている場合には、排出量が 3,000t-CO2 を超えていても特定事業所と

して印刷されません。「事業所情報の編集」画面の算出単位を「単一算出」に変更し、判定・算定機能か

ら再度判定及び修正を行ってください。 

 

 

4.3. 画面の表示について 

4.3.1. ツールの画面が正常に表示されない。 

画面の解像度が XGA 以上に設定されていない可能性があります。画面の解像度を XGA 以上に設定

し、再度ツールを起動してください。 

 

4.4. 排出係数の更新について 

4.4.1. ツールのバージョンアップを行ったが、『係数がありません』と表示され入力ができない。 

正常にバージョンアップが完了した場合でも、ご利用の PC 環境によっては自動的に排出係数を更新

することができない場合があります。この場合、手動で更新いただく必要がございます。手動更新の方

法については P.16 をご参照ください。 

 

 

 

 

報告を行う排出年度を入力した際に

「係数がありません」と表示される。 

 


