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• 昨年度フォローアップWGにおける進捗評価

– 主なコメント・指摘事項および指摘を踏まえた今年度の改善・追加等 検討結果等－

全体への意見に対しガラスびん業界が関係する項目

①生産減少がCO2排出削減の要因になっているが、これと省エネ努力を切り分けてしめすことがで

きないか。

→業界の代表的な大きさである、溶解能力200ｔ/ｄの溶解炉では溶解量が1％低下すると、原単

位が0.63％悪化するといった固定エネルギーの影響を大きく受ける中、溶解炉のダウンサイ

ジング等で省エネを図っている。とは別に、本調査票の「Ⅲ．低炭素製品・サービス等による

他部門での貢献」に詳細は載せてあるが、「ガラスびんの軽量化」「リターナブルびん（Rマー

クびん：リユース：再使用」「エコロジーボトルの推進」「輸入びんのカレット化」の4項目の省エ

ネ努力分を数値で明記している。

②目標指標の増減要因を具体的に説明してほしい。

→日本ガラスびん協会としては目標指標の変更は行っていない。今後変更があるとしても、ガラス

びん業界の実績と見通しの大きな変化によるものである。そこまでの大きな変化が業界にあれば

、把握し説明可能と考える。

③固定エネルギーが大きな影響をもつ業界であるが、固定エネルギーの削減についてどのように考

えているか。

→ガラス溶解炉の統廃合・炉の修理。

１．昨年度審議会での評価・指摘事項

2020年12月16日
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１．昨年度審議会での評価・指摘事項

2020年12月16日

• 昨年度フォローアップWGにおける進捗評価

– 主なコメント・指摘事項および指摘を踏まえた今年度の改善・追加等 検討結果等－

全体への意見に対しガラスびん業界が関係する項目

④生産設備の更新時に改善情報を提供して使いやすい設備になっているか。
→日本ガラスびん協会の組織の中に省エネルギー委員会を設置し、取組み事例をコンプライア
ンスに抵触しない範囲で情報共有しており、個社でも共有した情報を用い現場担当者とのコミュ
ニケーションの中で、使いやすい設備の導入に向けた取組みを行っている。

⑤各業界で代替エネルギーや廃プラの活用といった取組を進めて、再生可能エネルギーの拡大につ
なげて欲しい。
→計画参加企業の太陽光発電の導入。（売電）
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２．ガラスびん製造業の概要

• ガラスびんを生産する製造業

 ガラスびん等の製造販売

• 業界の規模

 企業数：13社

 市場規模：売上金1,165億円

• 業界の現状

 缶，PETなどの他容器化の影響

により、ガラスびんの出荷量は
暫減傾向が続いています。

 エネルギー消費型産業のため、
各社の業績は原油価格や為替
の影響を受けやすい。

5
2020年12月16日
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３．ガラスびん製造業界の「低炭素社会実行計画」概要

• 目標指標： CO₂排出量
– 2020年 2015年9月改訂
 CO₂排出量を2012年比で10.2％削減し、77.5万t-CO₂とする。
 エネルギー使用量を2012年比で12.7％削減し、原油換算32.9万Klとする。

– 2030年 2015年9月策定
 CO₂排出量を2012年比で18.4％削減し、70.4万t-CO₂とする。
 エネルギー使用量を2012年比で20.7％削減し、原油換算29.9万Klとする。

2020年および2030年目標の再検討については、コロナ禍による影響もあり、今後の生産活動量
の予測が困難なため、今後の検討課題とする。

• 目標策定の背景

 ガラスびん製造業では、使用エネルギーの大部分をガラス溶解工程とガラスびん成形工程で消費。

 ガラス溶解炉では全体の約６割強を占める。

 ガラス溶解炉のエネルギー源は、燃焼によりCO2を発生する重油、ガスなどの化石燃料が主である
。加えて、ガラス原料がガラス化する過程でCO2を発生する炭酸塩（ソーダ灰・石灰石）を使用してい
る。

2020年12月16日
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３．ガラスびん製造業界の「低炭素社会実行計画」概要

• 前提条件

 生産量が年約1％程度減少として、2020年および2030年の生産量を110
万トンおよび100万トンと推定した（下表参照）。

• 目標水準設定の理由とその妥当性 等

 ガラスびん製造業では、使用するエネルギーと原料から発生するCO2を
含めた排出総量を指標として選択した。

2020年12月16日
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経済産業省　2020年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査　データシート（本体）

１．はじめに
　本エクセルファイルは、低炭素社会実行計画のフォローアップ調査票の別紙1～別紙8を作成するためのツールです。それぞれのシートのピンク色のセルはデータ入力部分を、緑色のセルは参照や自動計算により結果が表示される部分を意味しています。
　各業界におかれては、入力（基礎）、入力（業務）、【別紙1】～【別紙3】、【別紙6】～【別紙7】のタブの、ピンク色のセルに記入してください。
　
２．提出資料一覧
　各シートにデータを入力の上、エクセル形式の電子媒体で提出してください。シートを削除すると自動計算がうまく反映されませんので、データを記載していないシートであっても削除せずに提出をお願いします。
　別紙1～別紙8の表タイトルは以下の通りです。別紙4については、基準年度比の目標を設定している業種は別紙4-1を、BAU比の目標を設定している業種は別紙4-2をご提出いただき、別紙4-1、4-2のいずれかを提出いただくようお願いします。また、別紙5-1と別紙5‐2は要因分析となっていますが、これらの方式以外での要因分析の実施し、調査票に結果を記載いただいた場合には、別紙5-1と別紙5‐2にその旨のコメントを記載の上で提出してください。
別紙1　低炭素社会実行計画参加企業リスト　
別紙2　各企業の目標水準及び実績値
別紙3　前年度からの変更点
別紙4-1　生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し (基準年目標)
別紙4-2　生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し（BAU目標）
別紙5-1　CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析（実排出係数）
別紙5-2　エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析
別紙6　実施した対策、投資額と削減効果
別紙7　クレジット等の活用実績
別紙8　業務部門（本社等オフィス）における対策と削減効果

３．別紙の出力方法
　入力シートの記入が終わり、別紙1～別紙8までの記載が確認できましたら、「公開用」ボタンをクリックしてください。
　【別紙1】～【別紙8】で構成されるエクセルファイルが出力されます。出力された資料を審議会で使用します。
　この際、基準年度目標とBAU目標が同時に出力されてしまうため、目標指標に基づき不要なシートは削除します。
　なお、審議会開催後に経済産業省のホームページにおいてエクセル形式でも掲載する予定です。

４．参考グラフ等のシートについて
　
　昨年度より実績のグラフを自動で作成するシートを追加しています　。
　このフォーマットでのご提出を求めるものではございませんが、調査票作成の際のご参考としてご活用ください。

５．発熱量に関する注意点
2020年1月31日に改訂された総合エネルギー統計の標準発熱量・炭素排出係数を用いています。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html

発熱量に関する注意点
　2013年度総合エネルギー統計速報（2014年11月14日公表）より、ガス体の標準状態が変更されたことに伴い、過年度実績との整合性、制度の継続性の観点から、天然ガス及び都市ガスの標準発熱量を以下のように変更しています。

(2013-2017)
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）43.82 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）40.67 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.99 [GJ/kN㎥]

(2018-  )
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）38.38 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）42.45 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.20 [GJ/kN㎥]


6月に配布時のデータシートからの修正点

係数一覧シート
発熱量：2018年度以降 国内一般炭 0 → 24.25
　　　  2013年度-2017年度 天然ガス・都市ガス 小数点第3位以降を四捨五入して切り上げ
炭素排出係数：入力した係数に1年の期ずれが生じていたため、1999年度から2019年度の炭素排出係数を修正

入力（業務）シート
14行目 2018年度 → 2019年度
36行目 2019年度 → 2020年度
58行目 2017年度 → 2018年度

【参考 グラフ】要因分析シート
L5セル, M5セル (基準年→18) → (基準年 → 19)
L16セル, M16セル (17 → 18) → (18 → 19)
計算式のリンクを修正

公開用

公開用



入力（基礎）

		

				業界名： ギョウカイメイ		日本ガラスびん協会		コード：		19		←コードのシートから該当する番号を記入 ガイトウバンゴウキニュウ

		（０）【全業種対応】 基礎情報 ゼンギョウシュタイオウキソジョウホウ

				目標指標 (2020年度目標) モクヒョウシヒョウネンドモクヒョウ		CO₂排出量

				基準年度/BAU (2020年度目標) キジュンネンド		2012年度

				目標指標 (2030年度目標) モクヒョウシヒョウ		CO₂排出量

				基準年度/BAU (2030年度目標) キジュンネンド		2012年度

				団体加盟企業数 ダンタイカメイキギョウスウ		6

				計画参加企業数 ケイカクサンカキギョウスウ		6																																																各社集計値:98.665 カクシャシュウケイチ				集計部署、報告部署の差（委員会と協会によって） シュウケイブショホウコクブショサイインカイキョウカイ

																																																						びん協数値:99.24 キョウスウチ				びん協数値に合わせる（同じ数字を報告と合意したが、再度徹底の必要あり） キョウスウチアオナスウジホウコクゴウイサイドテッテイヒツヨウ

		（１）【全業種対応】 生産活動量 ゼンギョウシュタイオウセイサンカツドウリョウ																																																				差　　　　: 0.575 サ
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				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔｏｎ マン		242.5		195.0		176.11		167.80		162.13		154.39		150.39		140.19		139.70		135.20		134.40		131.39		126.62		121.31		122.20		123.02		118.29		118.02		115.87		115.44		114.91		110.32		106.76		99.24
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		（２）【全業種対応】 燃料使用量 ゼンギョウシュタイオウ

				燃料				エネルギー使用量
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				輸入原料炭 ゲンリョウ		（t）

				国産一般炭		（t）

				輸入一般炭		（t）

				輸入無煙炭		（t）

				コークス		（t）

				原油		（kl）

				ガソリン		（kl）

				ナフサ		（kl）

				ジェット燃料		（kl）

				灯油		（kl）		6,558.00		4,132.00		4,683.00		4,305.00		4,238.00		4,138.00		3,868.00		1,438.00		1,517.00		1,706.00		1,755.00		1,908.00		1,657.00		1,014.00		670.12		623.01		568.94		607.09		511.00		522.41		146.25		739.36		157.20		138.59

				軽油		（kl）

				A重油		（kl）																														2,912.60		1,313.20		1,101.00		28,640.00		27,722.80		23,154.75		23,082.64		26,768.97		25,686.67		14,027.05

				B重油		（kl）

				C重油		（kl）		339,539.00		299,871.00		288,330.00		259,901.00		244,118.00		237,133.00		228,438.00		213,796.00		196,201.00		182,974.00		145,539.00		113,500.00		80,699.00		66,718.00		48,870.76		50,869.50		54,589.89		29,900.21		34,381.75		45,967.82		39,315.67		26,464.01		23,101.33		19,575.95

				潤滑油		（kl）

				その他石油製品		（t）

				オイルコークス		（t）

				LPG		（t）		57,929.00		16,291.00		15,594.00		12,301.00		13,125.00		11,797.00		10,784.00		6,799.00		5,829.00		4,119.00		524.00		439.00		292.00

				天然ガス		（kNm3）

				LNG		（t）																														2,923.69		2,941.60		2,872.93		3,024.60		3,131.55		3,182.54		5,143.04		5,210.17		5,326.00		5,308.47

				都市ガス		（kNm3）		41,129.00		79,471.00		77,046.00		79,114.00		82,077.00		79,896.00		80,667.00		82,925.00		89,915.00		111,226.00		147,785.00		178,964.00		189,902.00		193,193.00		197,657.29		194,758.10		188,953.53		178,766.14		161,887.04		157,020.11		162,220.94		163,082.25		162,883.52		174,340.80

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65
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				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

		（３） 【全業種対応】 エネルギー消費量及び電力排出係数 ゼンギョウシュタイオウショウヒリョウオヨデンリョクハイシュツケイスウ

				エネルギー消費量 ショウヒリョウ		原油換算ベース

				電力排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ		調整後排出係数

				（業界指定を選択した場合） ギョウカイシテイセンタクバアイ		（kgCO2/kWh）

		（４－１）【基準年度目標設定業種用】 生産活動量の見通し、低炭素社会実行計画の基準年度の実績、2020年度、2030年度の目標水準 キジュンネンドモクヒョウセッテイギョウシュヨウセイサンカツドウリョウミトオテイタンソシャカイジッコウケイカクキジュンネンドジッセキネンドネンドモクヒョウスイジュン

				活動指標 カツドウシヒョウ		単位 タンイ		2020年目標
基準年度
A ネンモクヒョウキジュンネンド		2020年度
生産活動見通し・目標水準
B ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		A-B		2030年目標
基準年度
A’ ネンモクヒョウキジュンネンド		2030年度
生産活動見通し・目標水準
C ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		A’-C

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔ マン		118.3		110.0		-		118.3		100.0		-

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンザン		万kl マン		37.7		32.9		4.8		37.7		29.9		7.8

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ						0.0						0.0

				エネルギー消費量（電力換算） ショウヒリョウデンリョクカンザン		万kWh マン

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		万kWh マン						0.0						0.0

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン		86.3		77.5		8.8		86.3		70.4		15.9

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンザン		Kl/T		0.319		0.299		0.0		0.319		0.299		0.0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン								0.0						0.0

				エネルギー原単位（電力換算） ゲンタンイデンリョクカンザン

				エネルギー原単位（電力のみ） ゲンタンイデンリョク								0.0						0.0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ								0.0						0.0

				CO2原単位 （調整後排出係数）				0.730		0.705		0.0		0.730		0.704		0.0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)								0.0						0.0

				CO2原単位 (業界指定ケース)								0.0						0.0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%		46%		46%		0%		46%		46%		0.0

		（４－２）【基準年度目標設定業種用】 2020年度までの見通し キジュンネンドモクヒョウセッテイギョウシュヨウネンドミトオ

				活動指標 カツドウシヒョウ		単位 タンイ		2013年度
見通し ネンドミトオ		2014年度
見通し ネンドミトオ		2015年度
見通し ネンドミトオ		2016年度
見通し ネンドミトオ		2017年度
見通し ネンドミトオ		2018年度
見通し ネンドミトオ		2019年度
見通し ネンドミトオ		2020年度
見通し ネンドミトオ

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔ		126		116.9		115.8		114.7		113.5		112.3		111.1		110

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl		37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				エネルギー消費量（電力換算） ショウヒリョウデンリョクカンザン		万kWh

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2		82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		Kl/T		0.294		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				エネルギー原単位（電力換算） ゲンタンイデンリョクカンザン		0

				エネルギー原単位（電力のみ） ゲンタンイデンリョク		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		t-CO2/t		0.652		0.691		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		（５－１）【BAU目標設定業種のみ対応】 生産活動量の見通し、低炭素社会実行計画における2020年度、2030年度のBAU比削減目標 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウセイサンカツドウリョウミトオテイタンソシャカイジッコウケイカクネンドネンドヒサクゲンモクヒョウ

						単位 タンイ		2020年度
生産活動見通し・目標水準 ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		2030年度
生産活動見通し・目標水準 ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl マン

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ

				CO2原単位 （調整後排出係数）

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)

				CO2原単位 (業界指定ケース)

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%

		（５－２）【BAU目標設定業種のみ対応】 BAU水準 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウスイジュン

						単位 タンイ		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		0

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

		（５－３）【BAU目標設定業種のみ対応】2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウソウテイ

						単位 タンイ		2013年度
見通し ネンドミトオ		2014年度
見通し ネンドミトオ		2015年度
見通し ネンドミトオ		2016年度
見通し ネンドミトオ		2017年度
見通し ネンドミトオ		2018年度
見通し ネンドミトオ		2019年度
見通し ネンドミトオ		2020年度
見通し ネンドミトオ

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		0

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%



事務局：
必ず電力排出係数を選択してください。

事務局：
業界指定の電力排出係数を用いる場合には、このセルに係数を入力してください。

必ず単位を記入してください。

必ず単位を記入してください。

エネルギー消費が電力だけの場合には、「電力のみ」を選択してください。他の燃料を電力換算している場合には、電力換算ベースを選択してください。

事務局：
業界名、目標指標、基準年度またはBAUを選択してください。
複数の目標指標がある場合には、行を追加してください。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
記入済み以外の燃料種を使用している場合には、燃料種を追加することができます。
実績値を購入電力量以下の行に追加し、実績値を入力した上で、「係数一覧」シートに発熱量及び炭素排出係数を入力することで、別紙4－1あるいは別紙4－2に自動的に反映されます。

事務局：
CO₂排出量、CO₂原単位を目標指標としている場合以外は、調整後排出係数を選択してください。

事務局：入力された生産活動量は、別紙4のエネルギー源単位、CO2原単位の計算にも使われます。
このため、別紙4の原単位を確認しつつ、調査票の目標指標とされている指標の単位と同一になるように適宜桁調整を行ってください。

ピンク色のセルは入力が必要なセルです。

単位を必ず入力してください。

桁数を適切に調整してください。

単位に合わせて実績値を入力してください。

記入済み以外の燃料種を追加する場合には、こちらに燃料種・単位を記入し実績値を記入してください。また、係数一覧シートに、対応する発熱量・炭素排出係数を入力することで、別紙4と別紙5にも反映されます。

緑のセルは自動的に計算されます。

単位に注意してください。
○：0.556 kgCO₂/kWh 
×：5.56 tCO₂/万kWh

[目標指標がエネルギー消費量・原単位の場合]
目標の単位と一致する欄にデータを入力してください。

単位を入力してください。

CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

例えば、BAU比300万t-CO₂の場合には、「300」と記入してください。

BAU比1％削減の場合には、（５－２）にBAU水準を記入し、そこから1％削減の水準を記入してください。

生産活動量を除き、目標指標のBAU水準のみを記入してください。
CO₂排出量、CO₂原単位の場合には、（３）で選択した電力排出係数と同一の行にBAU水準を入力してください。



コード

		

				コード								部門 ブモン		所管 ショカン		団体名 ダンタイメイ

				団体ID ダンタイ				指標ID シヒョウ

				1		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		電気事業連合会 デンキジギョウレンゴウカイ

				2		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		石油連盟 セキユレンメイ

				3		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		特定規模電気事業 トクテイキボデンキジギョウ

				4		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		日本ガス協会 ニホンキョウカイ

				5		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本鉄鋼連盟 ニホンテッコウレンメイ

				6		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本化学工業協会 ニホンカガクコウギョウキョウカイ

				7		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本製紙連合会 ニホンセイシレンゴウカイ

				8		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		電機・電子温暖化対策連絡会 デンキデンシオンダンカタイサクレンラクカイ

				9		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		セメント協会 キョウカイ

				10		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本自動車部品工業会 ニホンジドウシャブヒンコウギョウカイ

				11		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本自動車工業会・日本自動車車体工業会 ニホンジドウシャコウギョウカイニホンジドウシャシャタイコウギョウカイ

				12		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本鉱業協会 ニホンコウギョウキョウカイ

				13		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石灰製造工業会 セッカイセイゾウコウギョウカイ

				14		-		1				産業		経産		日本ゴム工業会

				15		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本アルミニウム協会 ニホンキョウカイ

				16		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本印刷産業連合会 ニホンインサツサンギョウレンゴウカイ

				17		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本染色協会 ニホンセンショクキョウカイ

				18		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		板硝子協会 イタガラスキョウカイ

				19		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本ガラスびん協会 ニホンキョウカイ

				20		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本電線工業会（光ファイバーケーブル） ニホンデンセンコウギョウカイ

				20		-		2				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本電線工業会（メタル電線） ニホンデンセンコウギョウカイデンセン

				21		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本ベアリング工業会 ニホンコウギョウカイ

				22		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本産業機械工業会 ニホンサンギョウキカイコウギョウカイ

				23		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本伸銅協会 ニホンシンドウキョウカイ

				24		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本建設機械工業会 ニホンケンセツキカイコウギョウカイ

				25		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石灰石鉱業協会 セッカイセキコウギョウキョウカイ

				26		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本工作機械工業会 ニホンコウサクキカイコウギョウカイ

				27		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本レストルーム工業会

				28		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石油鉱業連盟 セキユコウギョウレンメイ

				29		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		プレハブ建築協会 ケンチクキョウカイ

				30		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本産業車両協会 ニホンサンギョウシャリョウキョウカイ

				31		-		1				産業 サンギョウ		財務 ザイム		ビール酒造組合 シュゾウクミアイ

				32		-		1				産業 サンギョウ		財務 ザイム		日本たばこ産業株式会社 ニホンサンギョウカブシキカイシャ

				33		-		1				産業 サンギョウ		厚労 コウロウ		日本製薬団体連合会・日本製薬鉱業協会 ニホンセイヤクダンタイレンゴウカイニホンセイヤクコウギョウキョウカイ

				34		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本スターチ・糖化工業会 ニホントウカコウギョウカイ

				35		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本乳業協会 ニホンニュウギョウキョウカイ

				36		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全国清涼飲料工業会 ゼンコクセイリョウインリョウコウギョウカイ

				37		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本パン工業会 ニホンコウギョウカイ

				38		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本缶詰びん詰レトルト食品協会

				39		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ビート糖業協会 ニホントウギョウキョウカイ

				40		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本植物油協会 ニホンショクブツユキョウカイ

				41		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全日本菓子協会 ゼンニホンカシキョウカイ

				42		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		精糖工業会 セイトウコウギョウカイ

				43		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本冷凍食品協会 ニホンレイトウショクヒンキョウカイ

				44		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ハム・ソーセージ工業協同組合 ニホンコウギョウキョウドウクミアイ

				45		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		製粉協会 セイフンキョウカイ

				46		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全日本コーヒー協会 ゼンニホンキョウカイ

				47		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本醤油協会 ニホンショウユキョウカイ

				48		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本即席食品工業協会 ニホンソクセキショクヒンコウギョウキョウカイ

				49		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 ニホンキョウカイ

				50		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 ゼンコクルイキョウカイ

				51		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本精米工業会 ニホンセイマイコウギョウカイ

				52		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本造船工業会・
日本中小型造船工業会 ニホンゾウセンコウギョウカイニホンチュウショウガタゾウセンコウギョウカイ

				53		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本舶用工業会 ニホンハクヨウコウギョウカイ

				54		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本鉄道車輌工業会 ニホンテツドウシャリョウコウギョウカイ

				55		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本建設業連合会 ニホンケンセツギョウレンゴウカイ

				56		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		住宅生産団体連合会 ジュウタクセイサンダンタイレンゴウカイ

				57		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本マリン事業協会

				58		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本チェーンストア協会 ニホンキョウカイ

				59		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本フランチャイズチェーン協会 ニホンキョウカイ

				60		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本ショッピングセンター協会 ニホンキョウカイ

				61		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本百貨店協会 ニホンヒャッカテンキョウカイ

				62		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		大手家電流通協会 オオテカデンリュウツウキョウカイ

				63		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		情報サービス産業協会（オフィス部門） ジョウホウサンギョウキョウカイ

				63		-		2				業務 ギョウム		経産 ケイサン		情報サービス産業協会（データセンター部門） ジョウホウサンギョウキョウカイブモン

				64		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本チェーンドラッグストア協会 ニホンキョウカイ

				65		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本DIY協会 ニホンキョウカイ

				66		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本貿易会 ニホンボウエキカイ

				67		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本LPガス協会 ニホンキョウカイ

				68		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		リース事業協会 ジギョウキョウカイ

				69		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国銀行協会 ゼンコクギンコウキョウカイ

				70		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		生命保険協会 セイメイホケンキョウカイ

				71		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		日本損害保険協会 ニホンソンガイホケンキョウカイ

				72		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国信用金庫協会 ゼンコクシンヨウキンコキョウカイ

				73		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国信用組合中央協会 ゼンコクシンヨウクミアイチュウオウキョウカイ

				74		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		日本証券業協会 ニホンショウケンギョウキョウカイ

				75		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		電気通信事業者協会 デンキツウシンジギョウシャキョウカイ

				76		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		テレコムサービス協会 キョウカイ

				77		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本民間放送連盟 ニホンミンカンホウソウレンメイ

				78		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ

				79		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本ケーブルテレビ連盟 ニホンレンメイ

				80		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		衛星放送協会 エイセイホウソウキョウカイ

				81		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本インターネットプロバイダー協会 ニホンキョウカイ

				82		-		1				業務 ギョウム		文科 モンカ		全私学連合 ゼンシガクレンゴウ

				83		-		1				業務 ギョウム		厚労 コウロウ		日本生活協同組合連合会 ニホンセイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				84		-		1				業務 ギョウム		厚労 コウロウ		日本医師会・４病院団体協議会 ニホンイシカイビョウインダンタイキョウギカイ

				85		-		1				業務 ギョウム		農水 ノウスイ		日本加工食品卸協会 ニホンカコウショクヒンオロシキョウカイ

				86		-		1				業務 ギョウム		農水 ノウスイ		日本フードサービス協会 ニホンキョウカイ

				87		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本倉庫協会 ニホンソウコキョウカイ

				88		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本冷蔵倉庫協会 ニホンレイゾウソウコキョウカイ

				89		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本ホテル協会 ニホンキョウカイ

				90		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本旅館協会 ニホンリョカンキョウカイ

				91		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本自動車整備振興会連合会 ニホンジドウシャセイビシンコウカイレンゴウカイ

				92		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		不動産協会 フドウサンキョウカイ

				93		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		全国産業廃棄物連合会 ゼンコクサンギョウハイキブツレンゴウカイ

				94		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		日本新聞協会 ニホンシンブンキョウカイ

				95		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		全国ペット協会 ゼンコクキョウカイ

				96		-		1				業務 ギョウム		警察 ケイサツ		全日本遊技事業協同組合連合会 ゼンニホンユウギジギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ

				97		-		1				業務 ギョウム		警察 ケイサツ		全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 ゼンニホンシセツエイギョウシャキョウカイレンゴウカイ

				98		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本船主協会 ニホンセンシュキョウカイ

				99		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全日本トラック協会 ゼンニホンキョウカイ

				100		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		定期航空協会 テイキコウクウキョウカイ

				101		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本内航海運組合総連合会 ニホンナイコウカイウンクミアイソウレンゴウカイ

				102		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本旅客船協会 ニホンリョキャクセンキョウカイ

				103		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全国ハイヤー・タクシー連合会 ゼンコクレンゴウカイ

				104		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本バス協会 ニホンキョウカイ

				105		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本民営鉄道協会 ニホンミンエイテツドウキョウカイ

				106		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR東日本 ヒガシニホン

				107		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR西日本 ニシニホン

				108		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR東海 トウカイ

				109		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本港運協会 ニホンコウウンキョウカイ

				110		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR貨物 カモツ

				111		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR九州 キュウシュウ

				112		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR北海道 ホッカイドウ

				113		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全国通運連盟 ゼンコクツウウンレンメイ

				114		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR四国 シコク

				115		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本ビルヂング協会連合会 ニホンキョウカイレンゴウカイ

				116		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		炭素協会 タンソキョウカイ

				117		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		電気事業低炭素社会協議会

				118		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		電線工業会(合算) デンセンコウギョウカイガッサン





係数一覧

		(1) 発熱量等の係数

				燃料				平均発熱量（GJ／単位） ヘイキンハツネツリョウタンイ

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度BAU ネンド

				輸入原料炭		（t）		31.81		31.81		31.81		31.81		28.90		28.90		28.90		28.90		28.90		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		28.79		28.79		28.79		28.79		28.79		28.74		28.74

				国産一般炭		（t）		24.28		24.28		24.28		24.28		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		25.28		25.28		25.28		25.28		25.28		24.25		24.25

				輸入一般炭		（t）		25.95		25.95		25.95		25.95		26.60		26.60		26.60		26.60		26.60		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.97		25.97		25.97		25.97		25.97		26.08		26.08

				輸入無煙炭		（t）		27.21		27.21		27.21		27.21		27.20		27.20		27.20		27.20		27.20		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80

				コークス		（t）		30.14		30.14		30.14		30.14		30.10		30.10		30.10		30.10		30.10		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.18		29.18		29.18		29.18		29.18		29.01		29.01

				原油		（kl）		38.72		38.72		38.72		38.72		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.28		38.28		38.28		38.28		38.28		38.26		38.26

				ガソリン		（kl）		35.16		35.16		35.16		35.16		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		33.37		33.37		33.37		33.37		33.37		33.36		33.36

				ナフサ		（kl）		33.49		33.49		33.49		33.49		34.10		34.10		34.10		34.10		34.10		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31

				ジェット燃料		（kl）		36.42		36.42		36.42		36.42		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.34		36.34		36.34		36.34		36.34		36.30		36.30

				灯油		（kl）		37.26		37.26		37.26		37.26		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49

				軽油		（kl）		38.51		38.51		38.51		38.51		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04

				A重油		（kl）		38.93		38.93		38.93		38.93		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90

				B重油		（kl）		40.19		40.19		40.19		40.19		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40

				C重油		（kl）		41.02		41.02		41.02		41.02		41.70		41.70		41.70		41.70		41.70		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78

				潤滑油		（kl）		40.19		40.19		40.19		40.19		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20

				その他石油製品		（t）		42.28		42.28		42.28		42.28		42.30		42.30		42.30		42.30		42.30		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		41.87		41.87		41.87		41.87		41.87		40.00		40.00

				オイルコークス		（t）		35.58		35.58		35.58		35.58		35.60		35.60		35.60		35.60		35.60		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29

				LPG		（t）		50.23		50.23		50.23		50.23		50.20		50.20		50.20		50.20		50.20		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.06		50.06		50.06		50.06		50.06		50.08		50.08

				天然ガス		（kNm3）		41.02		41.02		41.02		41.02		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.82		43.82		43.82		43.82		43.82		42.45		42.45

				LNG		（t）		54.42		54.42		54.42		54.42		54.50		54.50		54.50		54.50		54.50		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.48		54.48		54.48		54.48		54.48		54.70		54.70

				都市ガス		（kNm3）		41.86		41.86		41.86		41.86		41.10		41.10		41.10		41.10		41.10		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.98		44.98		44.98		44.98		44.98		44.20		44.20

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

		(2) 炭素排出係数 タンソハイシュツケイスウ

				燃料				炭素排出係数（万t-C/PJ） タンソハイシュツケイスウマン

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度BAU ネンド

				輸入原料炭		（万t-C/PJ）		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46

				国産一般炭		（万t-C/PJ）		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.42		2.42

				輸入一般炭		（万t-C/PJ）		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.43		2.43

				輸入無煙炭		（万t-C/PJ）		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59

				コークス		（万t-C/PJ）		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		2.99		2.99

				原油		（万t-C/PJ）		1.91		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90

				ガソリン		（万t-C/PJ）		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87

				ナフサ		（万t-C/PJ）		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86

				ジェット燃料		（万t-C/PJ）		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86

				灯油		（万t-C/PJ）		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87

				軽油		（万t-C/PJ）		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88

				A重油		（万t-C/PJ）		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93

				B重油		（万t-C/PJ）		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

				C重油		（万t-C/PJ）		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02

				潤滑油		（万t-C/PJ）		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99

				その他石油製品		（万t-C/PJ）		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04

				オイルコークス		（万t-C/PJ）		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45

				LPG		（万t-C/PJ）		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64

				天然ガス		（万t-C/PJ）		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.39		1.39

				LNG		（万t-C/PJ）		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.39		1.39

				都市ガス		（万t-C/PJ）		1.44		1.43		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.41		1.41		1.41		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

		(3) 電力排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ

				電力 デンリョク				受電端ケース ジュデンタン

				種類 シュルイ		単位 タンイ		1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度BAU ネンド

				基礎排出係数 キソハイシュツケイスウ		（tCO2/万kWh） マン		4.17		3.66		3.54		3.73		3.76		3.76		4.04		4.33		4.18		4.23		4.10		4.54		4.45		4.13		4.13		5.09		5.69		5.67		5.53		5.34		5.18		4.97		4.61		4.61

				調整後排出係数 チョウセイゴハイシュツケイスウ		（tCO2/万kWh） マン		4.17		3.66		3.54		3.73		3.76		3.76		4.04		4.33		4.18		4.23		4.10		4.54		3.74		3.53		3.52		4.75		4.81		5.67		5.52		5.31		5.16		4.96		4.63		4.63

				固定ケース コテイ		（tCO2/万kWh） マン		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87

				業界指定ケース ギョウカイシテイ		（tCO2/万kWh） マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		(4) 原油換算率 ゲンユカンサンリツ																																																				2018年の係数を仮入力 ネンケイスウカリニュウリョク

				種類 シュルイ		単位 タンイ

				原油換算率 ゲンユカンサンリツ		kl/GJ		0.0258



事務局：
2020年1月31日に改訂された総合エネルギー統計の標準発熱量・炭素排出係数を用いています。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html

発熱量に関する注意点
　2013年度総合エネルギー統計速報（2014年11月14日公表）より、ガス体の標準状態が変更されたことに伴い、過年度実績との整合性、制度の継続性の観点から、天然ガス及び都市ガスの標準発熱量を以下のように変更しています。

(2013-2017)
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）43.82 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）40.67 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.99 [GJ/kN㎥]

(2018-  )
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）38.38 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）42.45 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.20 [GJ/kN㎥]

2019年度の基礎排出係数と調整後排出係数は追って通知します

記入済み以外の燃料種を追加する場合には、「係数一覧」シートに燃料種・単位を記入し、発熱量・炭素排出係数を入力してください。
（こちらは発熱量の入力欄のみを示していますが、同シート下方に炭素排出係数を入力する行があります。）

事務局：
○炭素排出係数
2020年4月に公表された「日本国温室効果ガスインベントリ報告書（NIR）」で掲載されている「エネルギー源別炭素排出係数」を使用しています。（Page3-15）
http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/2020/NIR-JPN-2020-v3.0_J_GIOweb.pdf



発熱量

				【自動計算されます】 ジドウケイサン

				燃料				発熱量（PJ） ハツネツリョウ

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				国産一般炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入一般炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入無煙炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				コークス		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				原油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ガソリン		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ナフサ		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ジェット燃料		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				灯油		（kl）		0.24		0.15		0.17		0.16		0.16		0.15		0.14		0.05		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.04		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.03		0.01		0.01		0.00

				軽油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				A重油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.11		0.05		0.04		1.11		1.08		0.90		0.90		1.04		1.00		0.55		0.00

				B重油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				C重油		（kl）		13.93		12.30		11.83		10.66		10.18		9.89		9.53		8.92		8.18		7.67		6.10		4.76		3.38		2.80		2.05		2.13		2.29		1.25		1.44		1.92		1.64		1.11		0.97		0.82		0.00

				潤滑油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				その他石油製品		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				オイルコークス		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LPG		（t）		2.91		0.82		0.78		0.62		0.66		0.59		0.54		0.34		0.29		0.21		0.03		0.02		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				天然ガス		（kNm3）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LNG		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.28		0.28		0.29		0.29		0.00

				都市ガス		（kNm3）		1.72		3.33		3.23		3.31		3.37		3.28		3.32		3.41		3.70		4.98		6.62		8.02		8.51		8.66		8.86		8.73		8.47		8.04		7.28		7.06		7.30		7.34		7.20		7.71		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				小計 ショウケイ				26.01		21.99		21.08		19.60		18.84		18.30		17.59		16.70		16.26		16.61		16.49		16.41		15.95		15.20		15.03		14.87		14.63		14.43		13.64		13.72		13.72		13.45		12.95		12.69		0.00

								1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				原油換算エネルギー量（ｋｌ） ゲンユカンサンリョウ				670999.609956		567384.44874		543875.183268		505554.87		486071.4066		472170.517788		453832.220154		430757.676426		419613.250584		428612.748276		425443.334118		423329.775672		411609.7686		392177.72976		387708.670043928		383662.2904038		377466.750770736		372225.928221478		351799.295277523		354087.68816099		354004.495836943		347103.916191829		334227.061192416		327404.98658478		0

				　原油換算（電力以外：ｋｌ） ゲンユカンサンデンリョクイガイ				485134.801326		428270.189034		413063.607888		380579.272422		370681.36842		359039.13906		348934.44006		328113.95358		315414.74982		333371.88264		330494.89884		331931.4996		308685.21456		296383.80552		288981.69366168		286158.5554266		283109.22010074		273251.940724044		257634.120118908		259972.860819396		261166.962839628		252665.788791306		244091.347590288		241612.59475578		0

				　原油換算（電力：ｋｌ） ゲンユカンサンデンリョク				185864.80863		139114.259706		130811.57538		124975.597578		115390.03818		113131.378728		104897.780094		102643.722846		104198.500764		95240.865636		94948.435278		91398.276072		102924.55404		95793.92424		98726.976382248		97503.7349772		94357.530669996		98973.9874974336		94165.1751586152		94114.8273415944		92837.5329973152		94438.1274005232		90135.713602128		85792.391829		0

								換算係数 カンサンケイスウ		PJ→kWh		94.84





CO2量

				【自動計算されます】 ジドウケイサン

				燃料		CO2排出量（万t-CO2） ハイシュツリョウマン

				燃料種 ネンリョウシュ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				国産一般炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入一般炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入無煙炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				コークス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				原油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ガソリン		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ナフサ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ジェット燃料		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				灯油		1.66		1.04		1.18		1.09		1.06		1.03		0.96		0.36		0.38		0.42		0.44		0.47		0.41		0.25		0.17		0.16		0.14		0.15		0.13		0.13		0.04		0.18		0.04		0.03		0.00

				軽油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				A重油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.79		0.36		0.30		7.88		7.63		6.37		6.35		7.37		7.07		3.86		0.00

				B重油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				C重油		99.58		87.95		84.57		76.23		72.79		70.70		68.11		63.74		58.50		54.82		43.60		34.00		24.18		19.99		14.64		15.24		16.35		9.25		10.64		14.22		12.17		8.19		7.15		6.06		0.00

				潤滑油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				その他石油製品		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				オイルコークス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LPG		17.60		4.95		4.74		3.74		3.99		3.58		3.28		2.06		1.77		1.27		0.16		0.13		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				天然ガス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LNG		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.82		0.82		0.81		0.85		0.88		0.89		1.44		1.46		1.48		1.48		0.00

				都市ガス		9.09		17.44		16.79		17.24		17.56		17.10		17.26		17.62		19.11		25.76		33.99		41.16		43.67		44.43		45.46		44.79		43.45		41.28		37.38		36.26		37.46		37.66		36.96		39.56		0.00

				購入電力量（基礎排出係数）		28.91		18.99		17.27		17.39		16.97		16.64		16.58		17.38		17.04		16.22		15.67		16.70		18.43		15.92		16.41		19.98		21.61		22.93		21.28		20.54		19.65		19.18		17.19		16.36		0.00

				購入電力量（調整後排出係数）		28.91		18.99		17.27		17.39		16.97		16.64		16.58		17.38		17.04		16.22		15.67		16.70		15.49		13.61		13.99		18.64		18.27		22.93		21.24		20.42		19.58		19.14		17.26		16.43		0.00

				購入電力量（固定ケース）		33.77		25.27		23.77		22.70		21.98		21.55		19.98		19.55		19.85		18.67		18.61		17.92		20.17		18.78		19.35		19.11		18.50		19.70		18.74		18.73		18.48		18.80		18.16		17.28		0.00

				購入電力量（業界指定ケース）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				小計（基礎排出） ショウケイキソハイシュツ		156.85		130.38		124.55		115.69		112.36		109.05		106.19		101.17		96.79		98.48		93.85		92.47		86.79		80.59		78.28		81.34		82.66		82.35		77.94		78.41		77.11		74.04		69.89		67.35		0.00

				小計（調整後） ショウケイチョウセイゴ		156.85		130.38		124.55		115.69		112.36		109.05		106.19		101.17		96.79		98.48		93.85		92.47		83.84		78.28		75.86		80.01		79.32		82.35		77.90		78.30		77.03		74.00		69.96		67.42		0.00

				小計（固定） ショウケイコテイ		161.70		136.66		131.05		121.00		117.37		113.96		109.59		103.34		99.60		100.94		96.80		93.68		88.53		83.45		81.22		80.48		79.55		79.11		75.40		76.61		75.93		73.65		70.86		68.27		0.00

				小計（業界指定） ショウケイギョウカイシテイ		127.94		111.39		107.28		98.30		95.39		92.41		89.61		83.79		79.75		82.27		78.19		75.77		68.35		64.67		61.87		61.36		61.05		59.41		56.65		57.88		57.45		54.86		52.70		50.99		0.00





入力（業務）

		

		業務部門の対策入力シート ギョウムブモンタイサクニュウリョク

				１．企業（業界）の基本情報【記載】 キギョウギョウカイキホンジョウホウキサイ

								全床面積 ゼンユカメンセキ				エネルギー使用量（推定）　※自動計算   単位：MJ シヨウリョウスイテイジドウケイサンタンイ

												全体 ゼンタイ				照明分 ショウメイブン				空調分 クウチョウブン												昇降機稼働 ショウコウキカドウ

																								うち冷房分 レイボウブン				うち暖房分 ダンボウブン

				企業（業界）の基本情報 キギョウギョウカイキホンジョウホウ				19,041		ｍ２		33,474,078				7,026,129				4,855,455				2,841,821				2,013,634				647,394				注1：エネルギー使用量の内訳は全体の一部なので、合計しても全体にはならない。 チュウシヨウリョウウチワケゼンタイイチブゴウケイゼンタイ

								エネルギー原単位
（MJ/m2・年） ゲンタンイネン				1,758				369				255				149				106				34				注2：エネルギー使用量の原単位は一般的なオフィスビルの原単位である。
出所：省エネルギーセンター(2009)「オフィスビルの省エネルギー」 チュウシヨウリョウゲンタンイイッパンテキゲンタンイシュッショ

				２．（１）2019年度対策導入量【記載】　※2019年度に導入された対策の導入量を記載すること。 ネンドタイサクドウニュウリョウキサイネンドドウニュウタイサクドウニュウリョウキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						0		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		500		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						4		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		0		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						0		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														110,000		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						0		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						0		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンニチアキニュウ

				２．（２）2020年度以降の対策導入量【記載】　※2020年度以降で導入予定分を記載すること。 ネンドイコウタイサクドウニュウリョウキサイネンドイコウドウニュウヨテイブンキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						0		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		10		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						5		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		0		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						0		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						0		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						0		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンツイタチアキニュウ

				２．（３）2018年度までの対策導入量【記載】　※2018年度までの累積導入量を記載すること。 ネンドタイサクドウニュウリョウキサイネンドルイセキドウニュウリョウキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		14,313		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						986		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		1,800		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		14,128		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						154		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		12,346		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		15,934		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		15,484		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		7,536		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		675		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						147		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						42		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						7		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンニチアキニュウ

				３．電力の排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ

				電力の排出係数（調整後排出係数2019年度） デンリョクハイシュツケイスウチョウセイゴハイシュツケイスウネンド				0.46		(kg-CO2/kWh)

								2018年の係数を仮入力 ネンケイスウカリニュウリョク



ピンク色のセルに該当する値を入力してください。
緑色のセルは自動計算部分です。（入力不要）

ここで計算されるエネルギー消費量は、平均的な業務ビルのエネルギー原単位と入力していただいた床面積を乗じた推計値です。



業務における取組説明

		

				業務部門向け対策の概要 ギョウムブモンムタイサクガイヨウ

				対策項目 タイサクコウモク				対策の概要 タイサクガイヨウ		計算式 ケイサンシキ		省エネ効果等の参考情報 ショウコウカトウサンコウジョウホウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		昼休みなど、人がいない時間帯などは執務室の消灯をするという取組を組織的に実施。 ヒルヤスヒトジカンタイシツムシツショウトウトリクミソシキテキジッシ		床面積×床面積当たり照明電力量化×省エネ率（２．４％） ユカメンセキユカメンセキアショウメイデンリョクリョウカショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		退社時や、外出などで執務室を長時間あける時は、パソコンの電源をＯＦＦにする取組を組織的に実施。 タイシャトキガイシュツシツムシツチョウジカントキデンゲントリクミソシキテキジッシ		台数×省エネ効果（5.5kWh／台・年） ダイスウショウコウカダイネン		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		照明器具の安定器がインバータタイプのものに交換する。 ショウメイキグアンテイキコウカン		床面積×省エネ効果（9.9kWh／m2･年） ユカメンセキショウコウカネン		省エネセンターパンフレット ショウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		Ｈｆ型蛍光灯、コンパクト蛍光灯等の高効率型の照明器具に交換する。 ガタケイコウトウケイコウトウトウコウコウリツガタショウメイキグコウカン		床面積×ＣＯ２削減効果（3.1kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		トイレなど、人がいない時間帯が多い箇所に、人感センサーを導入し、自動的に消灯・点灯が行われるようにする。 ヒトジカンタイオオカショジンカンドウニュウジドウテキショウトウテントウオコナ		灯数×省エネ効果（8.0kWh／灯・年） トウスウショウコウカトウネン		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						照明の間引き ショウメイマビ		不要な照明を間引きし、蛍光灯自体の数を減らす。 フヨウショウメイマビケイコウトウジタイカズヘ		割合×面積×床面積当たり照明電力量（369MJ/m2･年） ワリアイメンセキユカメンセキアショウメイデンリョクリョウネン

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		夏の冷房期間中、冷房温度を２８度に設定し、冷房に使われる電力消費量を抑える。 ナツレイボウキカンチュウレイボウオンドドセッテイレイボウツカデンリョクショウヒリョウオサ		床面積×床面積当たり冷房使用量×省エネ率（１７％） ユカメンセキユカメンセキアレイボウシヨウリョウショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		冬の暖房期間中、暖房温度を２０度に設定し、暖房に使われるエネルギー消費を抑える。 フユダンボウキカンチュウダンボウオンドドセッテイダンボウツカショウヒオサ		床面積×床面積当たり暖房使用量×省エネ率（１７％） ユカメンセキユカメンセキアダンボウシヨウリョウショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		在館者がおらず、外気取り入れが不要な冷暖房のウォーミングアップの時間帯で。外気取り入れを止めることで、動力負荷を軽減し、電力等の消費を抑える。 ザイカンシャガイキトイフヨウレイダンボウジカンタイガイキトイトドウリョクフカケイゲンデンリョクトウショウヒオサ		床面積×ＣＯ２削減効果（0.22kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		室内のＣＯ２濃度を管理することで、外気取り入れを必要最小限に抑え、動力負荷を軽減し、電力等の消費を抑える。 シツナイノウドカンリガイキトイヒツヨウサイショウゲンオサドウリョクフカケイゲンデンリョクトウショウヒオサ		床面積×ＣＯ２削減効果（0.53kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		水蓄熱方式等の空調システムから、氷蓄熱方式の空調システムに切り替え、蓄熱の効率化を図ることでエネルギー消費を抑える。 ミズチクネツホウシキトウクウチョウコオリチクネツホウシキクウチョウキカチクネツコウリツカハカショウヒオサ		蓄熱槽×蓄熱槽当たりのＣＯ２削減効果（299t-CO2） チクネツソウチクネツソウアサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		業務用のＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器等の導入により、給湯に消費するエネルギーを抑える。 ギョウムヨウレイバイキュウトウキトウドウニュウキュウトウショウヒオサ		台数×省エネ効果（4.1kl／台） ダイスウショウコウカダイ		地球温暖化対策計画 チキュウオンダンカタイサクケイカク

						太陽光・風力発電設備の導入 タイヨウコウフウリョクハツデンセツビドウニュウ		太陽光パネルや風力発電設備を設置し、化石燃料による電力消費を抑える。 タイヨウコウフウリョクハツデンセツビセッチカセキネンリョウデンリョクショウヒオサ		発電電力量×ＣＯ２排出係数（0.381kg-CO2/kWｈ） ハツデンデンリョクリョウハイシュツケイスウ		－

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		窓ガラスに日射遮熱フィルムを貼ることで、日射による冷房負荷の低減を図り、冷房使用を抑制する。 マドニッシャシャネツハニッシャレイボウフカテイゲンハカレイボウシヨウヨクセイ		貼り付け面積×面積当たりＣＯ２削減量（0.74kg-CO2/m2） ハツメンセキメンセキアサクゲンリョウ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						エレベータ使用台数の抑制 シヨウダイスウヨクセイ		エレベーターの使用台数を減らすことで、電力消費を抑える。 シヨウダイスウヘデンリョクショウヒオサ		床面積×床面積当たり昇降機稼働電力量（34MJ/m2･年）×削減割合 ユカメンセキユカメンセキアショウコウキカドウデンリョクリョウネンサクゲンワリアイ		省エネセンターパンフレット ショウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		夜間等、人の利用が無い時間帯の自動販売機の運転を止めることで、電力消費を抑制する。 ヤカントウヒトリヨウナジカンタイジドウハンバイキウンテントデンリョクショウヒヨクセイ		台数×時間×170w/時 ダイスウジカンジ		日本自動販売機工業会 ニホンジドウハンバイキコウギョウカイ





係数一覧（業務）

		

				１．2019年度の対策の効果【自動計算】 ネンドタイサクコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17

				２．2020年度以降の対策による効果【自動計算】 ネンドイコウタイサクコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17

				３．2018年度までの対策の累積効果【自動計算】 ネンドタイサクルイセキコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.4

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.4

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17





【別紙1】参加者リスト

		

		低炭素社会実行計画参加企業リスト テイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウ

						日本ガラスびん協会								←業界名：入力シートから引用されます ギョウカイメイニュウリョクインヨウ

		企業名		事業所名		業種分類						CO2算定排出量※

								エネ起源 キゲン		原料起源 ゲンリョウキゲン

		石塚硝子㈱ イシヅカガラス		本社・岩倉工場 ホンシャイワクラコウジョウ		12		4.01		0.78		4.79

				姫路工場 ヒメジコウジョウ		12		5.79		0.8		6.59

												0

		第一硝子㈱ ダイイチガラス		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		4.06		0.28		4.34

												0

												0

		東洋ガラス㈱ トウヨウ		千葉工場 チバコウジョウ		12		7.3		0.25		7.55

				滋賀工場 シガコウジョウ		12		11.96		1.4		13.36

				本社・生産技術部 ホンシャセイサンギジュツブ		12		0.01		―		0.01

		日本耐酸壜工業㈱ ニホンタイサンビンコウギョウ		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		6.16		0.56		6.72

				九州工場 キュウシュウコウジョウ		12		3.26		0.23		3.49

												0

		日本山村硝子㈱ ニホンヤマムラガラスカブ		東京工場 トウキョウコウジョウ		12		8.86		0.58		9.44

				埼玉工場 サイタマコウジョウ		12		6.39		0.44		6.83

				播磨工場 ハリマコウジョウ		12		8.55		0.97		9.52

		磯矢硝子工業㈱ イソヤガラスコウギョウ		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		1.1		0.07		1.17

		合計 ゴウケイ

								67.45		6.36		73.81

		○注意点 チュウイテン

		・計画参加企業名及び業種分類について記載。
※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。
　  ①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者）
　 ②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等）
※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。
※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。 ケイカクサンカキギョウメイオヨギョウシュブンルイキサイイカジギョウシャジギョウショ

		○業界分類 ギョウカイブンルイ

		(1)パルプ　　　　(2)紙　　　　　　 (3)板紙　　　　　　(4)石油化学製品　　　
(5)アンモニア及びアンモニア誘導品  (6)ソーダ工業品　　(7)化学繊維
(8)石油製品（グリースを除く）  　　(9)セメント        (10)板硝子　　　　　(11)石灰
(12)ガラス製品　 (13)鉄鋼　　　　　(14)銅　　　　　　 (15)鉛　　　　　　　(16)亜鉛
(17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金　　　　　　 (19)土木建設機械
(20)金属工作機械及び金属加工機械　 (21)電子部品　　　 (22)電子管・半導体素子・集積回路
(23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置　　　　　(24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）
(25)その他
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事業所名・業種分類・CO₂排出量は温対法の対象になっている事業者・事業所の場合は記載。



【別紙2】各企業の目標水準値

		

		各企業の目標水準及び実績値

														日本ガラスびん協会								←業界名：入力シートから引用されます ギョウカイメイニュウリョクインヨウ

		※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

		企業名				目標指標				基準年度				目標水準				基準年度比削減率

																		2019年度 ネンド

		石塚硝子㈱ イシツカガラス				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2012年度 ネンド				▲1%				-4.1%

		日本山村硝子㈱ ニホンヤマムラガラス				CO2排出原単位　　　　　　　kg-CO2/溶解ﾄﾝ				2016年度 ネンド				▲1.1%				2.4%

		第一硝子株式会社 ダイイチ				CO2排出原単位　　　　　　　万㌧-CO2/溶解量万㌧ マントンリョウマントン				2012年度 ネンド				▲2%				-25.6%

		磯矢硝子工業㈱ イソヤガラスコウギョウ				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2012年度 ネンド				▲1%				-4.9%

		日本耐酸壜工業㈱ ニホンタイサンビンコウギョウ				CO2排出量万ﾄﾝ/年				2012年度 ネンド				▲1%				-1.7%

		東洋ガラス㈱ トウヨウ				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2013年度 ネンド				▲15.3%				-16.8%

		0
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【別紙3】変更点

		

		前年度からの変更点 ゼンネンドヘンコウテン

		項目 コウモク		年度 ネンド		変更前 ヘンコウマエ		変更後 ヘンコウゴ		理由 リユウ				2013年度 ネンド

		１．目標指標 モクヒョウシヒョウ												2014年度 ネンド

														2015年度 ネンド

														2016年度 ネンド

		２．目標水準 モクヒョウスイジュン												2017年度 ネンド

														2018年度 ネンド

														2019年度 ネンド

		３．前提条件 ゼンテイジョウケン												2020年度 ネンド

														2021年度 ネンド

														2022年度 ネンド

		４．想定しているBAT ソウテイ												2023年度 ネンド

														2024年度 ネンド

														2025年度 ネンド

		５．データの取扱 トリアツカイ												2026年度 ネンド

														2027年度 ネンド

														2028年度 ネンド

		６．業界間バウンダリー ギョウカイカン												2029年度 ネンド

														2030年度 ネンド

		※※上記６項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。前年度からの変更点のみならず、過去の変更情報がある場合、変更情報を累積して記載し、遡って確認できるようにすること。また、行は必要に応じて追加すること。 ギョウヒツヨウオウツイカ





【別紙4-1】実績（基準年度）

		

		生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

		○実績

		指標		単位等				基準年度
(2020年目標) キジュンネンドネンモクヒョウ		基準年度
(2030年目標) キジュンネンドネンモクヒョウ		実績 ジッセキ																																																		見通し・目標水準 ミトオモクヒョウスイジュン

								2012年度		2012年度		1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度		2030年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）		118.3		118.3		242.5		195.0		176.11		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2				110.0		100.0

				見通し比 (2020年目標) ミトオネンモクヒョウ		(%)																																								7.3%		5.3%		4.9%		4.5%		0.3%		-2.9%		-9.8%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%

				見通し比 (2030年目標) ミトオモクヒョウ		(%)																																								18.0%		15.9%		15.4%		14.9%		10.3%		6.8%		-0.8%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		（万kl）		37.7		37.7		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7				32.9		29.9

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		（万kWh）		0.0		0.0		69336.5		51896.3		48799.0		46621.9		45131.0		44247.6		41027.3		40145.7		40753.8		38333.4		38215.7		36786.8		41426.0		38556.0		39736.5		39244.2		37977.9		40449.2		38483.9		38463.3		37941.3		38595.5		37285.3		35488.7				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								9.9%		52.5%		47.7%		47.9%		62.3%		89.1%		103.3%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								6.1%		32.3%		29.4%		29.5%		38.3%		54.8%		63.6%

				想定比		(%)																																								79.6%		90.0%		73.9%		67.6%		78.7%		104.3%		110.2%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.3%		-6.7%		-6.1%		-6.1%		-7.9%		-11.3%		-13.2%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.3%		-6.7%		-6.1%		-6.1%		-7.9%		-11.3%		-13.2%

		CO₂排出量 ハイシュツリョウ		調整後排出係数		（万t-CO₂）		86.3		86.3		184.9		149.0		140.6		129.7		125.6		121.2		118.0		111.5		106.8		108.0		103.4		101.0		91.6		85.7		83.6		87.8		86.3		89.5		84.8		85.2		83.8		80.9		77.6		73.8				77.5		70.4

				(うち、原料起源) ゲンリョウキゲン		（万t-CO₂）		7.0		7.0		28.1		18.6		16.0		14.0		13.2		12.2		11.8		10.3		10.0		9.5		9.5		8.5		7.7		7.4		7.7		7.8		7.0		7.1		6.9		6.9		6.8		6.9		6.9		6.4

				(うち、エネルギー起源) キゲン		（万t-CO₂）		79.3		79.3		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.6		67.4

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								-36.2%		16.7%		12.4%		28.3%		60.9%		99.4%		142.3%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								-20.0%		9.3%		6.9%		15.7%		33.7%		55.0%		78.7%

				想定比		(%)																																								-77.7%		26.7%		22.7%		45.3%		83.8%		121.5%		154.6%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.7%		-1.7%		-1.3%		-2.9%		-6.2%		-10.1%		-14.5%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.7%		-1.7%		-1.3%		-2.9%		-6.2%		-10.1%		-14.5%

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		（Kl/T）		0.319		0.319		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330				0.299		0.299

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								16.9%		76.9%		61.0%		54.3%		20.7%		28.7%		-57.1%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								16.8%		76.6%		60.7%		54.0%		20.7%		28.6%		-56.8%

				想定比		(%)																																								13.4%		76.6%		60.7%		54.0%		20.7%		28.6%		-56.8%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.0%		-4.7%		-3.8%		-3.3%		-1.3%		-1.8%		3.5%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.0%		-4.7%		-3.8%		-3.3%		-1.3%		-1.8%		3.5%

		CO₂原単位		調整後排出係数		（）		0.7		0.7		0.763		0.764		0.798		0.773		0.774		0.785		0.785		0.795		0.764		0.799		0.769		0.769		0.723		0.706		0.684		0.714		0.730		0.758		0.732		0.738		0.729		0.734		0.726		0.743				0.705		0.704

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								-114.5%		-10.2%		-34.3%		0.9%		-16.4%		12.6%		-55.5%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								-112.1%		-9.9%		-33.5%		0.9%		-16.1%		12.3%		-54.3%

				想定比		(%)																																								-37.1%		-6.6%		-33.7%		0.9%		-16.1%		12.3%		-54.5%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.9%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.6%		-0.4%		1.9%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.9%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.6%		-0.4%		1.9%

		カバー率実績
（企業数） ジッセキキギョウスウ										83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				46%		46%

		○2020年度までの見通し ネンドミトオ

		指標		単位等								1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）																																								126.0		116.9		115.8		114.7		113.5		112.3		111.1		110.0

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		（万kl）																																								37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

		CO₂排出量		調整後排出係数		（万t-CO₂）																																								82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		（Kl/T）																																								0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

		CO₂原単位		調整後排出係数		（）																																								0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7

		カバー率（企業数） キギョウスウ																																												46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		【備考】
※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。　進捗率【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合 ビコウシンチョクリツネンドネンドモクヒョウスイジュンキジュンサクゲンハバモクヒョウスイジュンジッセキヒリツネンドソウテイヒネンドアラカジソウテイスイジュンキジュンネンドサクゲンハバソウテイスイジュンジッセキヒリツリツジッセキキギョウスウテイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウジッセキフクキギョウスウカイトウシャスウトウダンタイカメイキギョウスウシワリアイ



単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

入力（基礎）に入力された基準年度が自動的に反映されます。

入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映されます。

入力（基礎）に入力された目標水準が自動的に反映されます。

生産活動量とエネルギー消費量からエネルギー原単位が自動的に計算されます。必ず、小数点の桁数を調査票と一致させるようにRound関数等を用いて調整してください。

生産活動量とCO₂排出量からエネルギー原単位が自動的に計算されます。必ず、小数点の桁数を調査票と一致させるようにRound関数等を用いて調整してください。

単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

シート「CO2量」小計（調整後）より転記



【参考 グラフ】基準年度目標

		日本ガラスびん協会　実績推移

		【2020年目標指標：目標値】CO₂排出量：2012年度比▲%

						実績 ジッセキ																																																見通し ミトオ		目標水準 モクヒョウスイジュン

						1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量[万ｔｏｎ]		243		195		176		168		162		154		150		140		140		135		134		131		127		121		122		123		118		118		116		115		115		110		107		99				110		100

				生産活動量見通し																																				126		117		116		115		114		112		111		110

				エネルギー消費量[万kl]		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7				32.9		29.9

				エネルギー消費量見通し																																				37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

				CO₂排出量[万t-CO₂]		184.9		149.0		140.6		129.7		125.6		121.2		118.0		111.5		106.8		108.0		103.4		101.0		91.6		85.7		83.6		87.8		86.3		89.5		84.8		85.2		83.8		80.9		77.6		73.8				77.5		70.4

				CO₂排出量見通し																																				82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

				エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330				0.299		0.299

				エネルギー原単位見通し																																				0.294		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299

				CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]		0.763		0.764		0.798		0.773		0.774		0.785		0.785		0.795		0.764		0.799		0.769		0.769		0.723		0.706		0.684		0.714		0.730		0.758		0.732		0.738		0.729		0.734		0.726		0.743				0.705		0.704

				CO₂排出原単位見通し																																				0.652		0.691		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704



&C&F



【参考 グラフ】基準年度目標

		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9

86.3011304037

2.4465674354

0

0.6320726517

0

73.78

0

2.118277035

0

12.8596848855



【別紙4-2】実績（BAU）

		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5

77.5523774757

3.6023198491

0

0

0

73.78

0

0.6418948245

0.4847864212

5.0180665514



【参考 グラフ】BAU目標

		



調整後排出係数

自主行動計画   低炭素社会実行計画

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量見通し

エネルギー原単位見通し

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙5-1】要因分析（CO2）

		



CO2排出量の増減要因分析

①省エネ努力分	②燃料転換	③購入電力	④生産変動

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量見通し

CO₂排出原単位見通し

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移
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自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙5-2】要因分析（エネルギー）

		

		生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

		○実績

		指標		単位等				実績 ジッセキ																																																		見通し・BAU水準
・BAU比削減目標 ミトオスイジュンヒサクゲンモクヒョウ

								1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度		2030年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2				0.0		0.0

				見通し比 (2020年目標) ミトオネンモクヒョウ		(%)																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				見通し比 (2030年目標) ミトオモクヒョウ		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		BAU（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				原油換算ベース		実績（万kl）		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		実績（万kWh） ジッセキ		69336.5		51896.3		48799.0		46621.9		45131.0		44247.6		41027.3		40145.7		40753.8		38333.4		38215.7		36786.8		41426.0		38556.0		39736.5		39244.2		37977.9		40449.2		38483.9		38463.3		37941.3		38595.5		37285.3		35488.7

				原油換算ベース		BAU比削減量（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		CO₂排出量 ハイシュツリョウ		調整後排出係数		BAU（万t-CO₂）																																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				調整後排出係数		実績（万t-CO₂） ジッセキ		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.0		67.4

				調整後排出係数		BAU比削減量（万t-CO₂） ヒサクゲンリョウ																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		BAU（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				原油換算ベース		実績（Kl/T）		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.31		0.31		0.31		0.33

				原油換算ベース		BAU比削減量（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		CO₂原単位		調整後排出係数		BAU（Kl/T）																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				調整後排出係数		実績（Kl/T）		0.647		0.669		0.707		0.689		0.693		0.706		0.706		0.722		0.693		0.728		0.698		0.704		0.662		0.645		0.621		0.650		0.671		0.698		0.672		0.678		0.670		0.671		0.655		0.679

				調整後排出係数		BAU比削減量（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		カバー率実績
（企業数） ジッセキキギョウスウ						83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				46%		46%

		○2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定 ネンドミトオオヨヒサクゲンリョウソウテイ

		指標		単位等				1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		実績（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		CO₂排出量		調整後排出係数		実績（万t-CO₂）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		実績（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		CO₂原単位		調整後排出係数		実績（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		カバー率（企業数） キギョウスウ																																								46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		【備考】
※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。　進捗率【BAU目標】＝（当年度のBAU－当年度の実績水準）／（2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【BAU目標】＝（当年度のBAU比削減実績）／（当該年度に想定したBAU比削減量）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合 ビコウシンチョクリツネンドネンドモクヒョウスイジュンキジュンサクゲンハバモクヒョウスイジュンジッセキヒリツソウテイヒネンドアラカジソウテイスイジュンソウテイスイジュンジッセキヒリツヒリツジッセキキギョウスウテイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウジッセキフクキギョウスウカイトウシャスウトウダンタイカメイキギョウスウシワリアイ



単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

入力（基礎）で入力したBAU水準と実績から自動的にBAU比削減量が計算されます。

入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映されます。

生産活動量とエネルギー消費量からエネルギー原単位が自動的に計算されます

生産活動量とCO₂排出量からエネルギー原単位が自動的に計算されます



【参考 グラフ】要因分析

		日本ガラスびん協会　実績推移

		【2020年目標指標：目標値】CO₂排出量：2012年度比▲%

						1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量[万ｔｏｎ]		243		195		176		168		162		154		150		140		140		135		134		131		127		121		122		123		118		118		116		115		115		110		107		99

				生産活動量見通し																																				0		0		0		0		0		0		0		0		0

				BAUエネルギー消費量[万kl]																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				エネルギー消費量[万kl]		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7

				BAU CO₂排出量[万t-CO₂]																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				CO₂排出量[万t-CO₂]		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.0		67.4

				BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330

				BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]		0.647		0.669		0.707		0.689		0.693		0.706		0.706		0.722		0.693		0.728		0.698		0.704		0.662		0.645		0.621		0.650		0.671		0.698		0.672		0.678		0.670		0.671		0.655		0.679



&C&F



【参考 グラフ】要因分析

		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9

86.3011304037

2.4465674354

0

0.6320726517

0

73.78

0

2.118277035

0

12.8596848855



【別紙6】対策リスト

		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5

77.5523774757

3.6023198491

0

0

0

73.78

0

0.6418948245

0.4847864212

5.0180665514



【別紙7】クレジット活用実績

		



調整後排出係数

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙8】業務部門の対策と削減効果

		



CO2排出量の増減要因分析

①省エネ努力分	②燃料転換	③購入電力	④生産変動

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移
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Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移



		



自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移



		

				CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　－調整後排出係数-

								単位 タンイ		97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ				（万t-CO₂）		-5.827		-8.868		-3.327		-3.310		-2.864		-5.015		-4.384		1.697		-4.629		-1.383		-8.627		-5.565		-2.420		4.146		-0.684		3.025		-4.449		0.402		-1.270		-3.031		-4.035		-2.542		-67.422				3.025		-1.424		-1.022		-2.292		-5.322		-9.357		-11.899		-79.321

										-3.9%		-6.3%		-2.6%		-2.6%		-2.4%		-4.3%		-3.9%		1.6%		-4.3%		-1.3%		-8.5%		-6.1%		-2.8%		5.0%		-0.8%		3.5%		-5.0%		0.5%		-1.5%		-3.6%		-5.0%		-3.3%		-91.4%				3.8%		-1.8%		-1.3%		-2.9%		-6.7%		-11.8%		-15.0%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				7.600		-2.968		-0.561		2.202		-1.434		1.867		-2.246		5.270		-0.143		1.649		0.782		-0.445		-1.449		-1.337		1.824		-0.945		-3.048		0.799		0.335		1.594		-0.360		3.602		-22.474				-0.945		-3.912		-3.116		-2.752		-1.080		-1.424		2.447		-26.440

										5.1%		-2.1%		-0.4%		1.8%		-1.2%		1.6%		-2.0%		4.9%		-0.1%		1.6%		0.8%		-0.5%		-1.7%		-1.6%		2.1%		-1.1%		-3.4%		0.9%		0.4%		1.9%		-0.4%		4.6%		-30.5%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.8%		3.1%		-33.3%

						燃料転換等による変化 ネンリョウテンカントウヘンカ				0.519		-1.479		0.900		-0.253		0.803		-1.301		-1.893		0.798		-3.487		-2.033		-5.397		-0.466		-2.072		0.138		0.686		-0.801		0.518		0.850		-0.410		-1.491		-0.122		-0.642		-16.997				-0.801		-0.257		0.623		0.199		-1.343		-1.446		-2.118		-20.351

										0.3%		-1.1%		0.7%		-0.2%		0.7%		-1.1%		-1.7%		0.7%		-3.2%		-2.0%		-5.3%		-0.5%		-2.4%		0.2%		0.8%		-0.9%		0.6%		1.0%		-0.5%		-1.8%		-0.2%		-0.8%		-23.0%				-1.0%		-0.3%		0.8%		0.3%		-1.7%		-1.8%		-2.7%		-25.7%

						購入電力分原単位変化 コウニュウデンリョクブンゲンタンイヘンカ				-0.953		1.382		0.254		0.155		0.596		1.695		0.103		-1.173		-0.428		1.113		-0.756		-1.180		0.535		4.825		-0.073		4.956		-0.446		-0.954		-0.842		-0.053		-1.193		-0.485		-5.477				4.956		4.371		3.396		2.526		2.448		1.158		0.632		-6.089

										-0.6%		1.0%		0.2%		0.1%		0.5%		1.4%		0.1%		-1.1%		-0.4%		1.1%		-0.7%		-1.3%		0.6%		5.8%		-0.1%		5.7%		-0.5%		-1.1%		-1.0%		-0.1%		-1.5%		-0.6%		-7.4%				6.2%		5.5%		4.3%		3.2%		3.1%		1.5%		0.8%		-7.7%

						生産変動分 セイサンヘンドウブン				-12.993		-5.805		-3.920		-5.414		-2.829		-7.277		-0.348		-3.198		-0.571		-2.113		-3.256		-3.473		0.565		0.519		-3.121		-0.185		-1.473		-0.292		-0.354		-3.080		-2.361		-5.018		-22.474				-0.185		-1.626		-1.925		-2.265		-5.346		-7.645		-12.860		-26.440

										-8.7%		-4.1%		-3.0%		-4.3%		-2.3%		-6.2%		-0.3%		-3.0%		-0.5%		-2.0%		-3.2%		-3.8%		0.7%		0.6%		-3.6%		-0.2%		-1.6%		-0.3%		-0.4%		-3.7%		-2.9%		-6.5%		-30.5%				-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.6%		-16.2%		-33.3%

						※検算（絶対量） ケンザンゼッタイリョウ				-5.827		-8.868		-3.327		-3.310		-2.864		-5.015		-4.384		1.697		-4.629		-1.383		-8.627		-5.565		-2.420		4.146		-0.684		3.025		-4.449		0.402		-1.270		-3.031		-4.035		-2.542		-67.422		0.000		3.025		-1.424		-1.022		-2.292		-5.322		-9.357		-11.899		-79.321

						※前年度（変化前の年度）のCO2排出量 ゼンネンドヘンカマエネンドハイシュツリョウ				148.982		140.555		129.686		125.559		121.250		117.985		111.471		106.787		107.984		103.364		100.979		91.572		85.667		83.560		87.805		86.301		89.486		84.830		85.209		83.810		80.939		77.552		73.780				79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321

						※検算（パーセント） ケンザン				-3.9%		-6.3%		-2.6%		-2.6%		-2.4%		-4.3%		-3.9%		1.6%		-4.3%		-1.3%		-8.5%		-6.1%		-2.8%		5.0%		-0.8%		3.5%		-5.0%		0.5%		-1.5%		-3.6%		-5.0%		-3.3%		-91.4%				3.8%		-1.8%		-1.3%		-2.9%		-6.7%		-11.8%		-15.0%		-100.0%

										97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				CO2原単位の増減 ゲンタンイゾウゲン				（）		386.160		-178.172		35.936		132.972		-2.339		155.708		-288.362		356.080		-301.087		54.913		-416.371		-168.712		-245.214		295.821		202.006		271.673		-254.488		60.043		-79.535		4.412		-154.226		240.286		-6793.814				271.673		17.185		77.227		-2.308		2.105		-152.122		88.164		-6705.650

										5.1%		-2.2%		0.5%		1.7%		-0.0%		2.0%		-3.6%		4.7%		-3.8%		0.7%		-5.4%		-2.3%		-3.5%		4.3%		2.8%		3.7%		-3.4%		0.8%		-1.1%		0.1%		-2.1%		3.3%		-91.4%				4.1%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.0%		-2.3%		1.3%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				427.160		-197.748		-0.208		131.788		-67.241		108.409		-187.217		450.397		-12.880		137.724		-3.642		-22.131		-143.672		-108.260		154.183		-81.890		-260.118		69.056		29.919		137.975		-31.676		355.120		-3396.907				-81.890		-338.473		-273.395		-242.006		-107.257		-141.014		216.729		-3352.825

										5.6%		-2.5%		-0.0%		1.7%		-0.9%		1.4%		-2.4%		5.9%		-0.2%		1.8%		-0.0%		-0.3%		-2.0%		-1.6%		2.2%		-1.1%		-3.4%		0.9%		0.4%		1.9%		-0.4%		4.9%		-45.7%				-1.2%		-5.0%		-4.1%		-3.6%		-1.6%		-2.1%		3.2%		-50.0%

						燃料転換等による変化 ネンリョウテンカントウヘンカ				-8.406		-33.142		-21.483		1.183		-13.414		-33.782		-57.789		-143.381		-251.295		-206.965		-169.866		-78.856		-98.326		7.903		28.621		41.624		56.245		60.846		-59.701		-65.560		-27.464		-114.834		-2569.053				41.624		98.024		161.787		100.942		34.029		5.919		-111.329		-2580.682

										-0.1%		-0.4%		-0.3%		0.0%		-0.2%		-0.4%		-0.7%		-1.9%		-3.1%		-2.7%		-2.2%		-1.1%		-1.4%		0.1%		0.4%		0.6%		0.7%		0.8%		-0.8%		-0.9%		-0.4%		-1.6%		-34.6%				0.6%		1.5%		2.4%		1.5%		0.5%		0.1%		-1.7%		-38.5%

						購入電力分原単位変化 コウニュウデンリョクブンゲンタンイヘンカ				-32.594		52.719		57.627		0.000		78.317		81.080		-43.356		49.064		-36.912		124.153		-242.864		-67.726		-3.215		396.179		19.202		311.939		-50.615		-69.860		-49.753		-68.003		-95.087		0.000		-827.854				311.939		257.634		188.835		138.756		75.332		-17.026		-17.236		-772.143

										-0.4%		0.7%		0.7%		0.0%		1.0%		1.0%		-0.5%		0.6%		-0.5%		1.6%		-3.2%		-0.9%		-0.0%		5.8%		0.3%		4.3%		-0.7%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.3%		0.0%		-11.1%				4.7%		3.8%		2.8%		2.1%		1.1%		-0.3%		-0.3%		-11.5%

						※検算 ケンザン				386.160		-178.172		35.936		132.972		-2.339		155.708		-288.362		356.080		-301.087		54.913		-416.371		-168.712		-245.214		295.821		202.006		271.673		-254.488		60.043		-79.539		4.422		-154.234		240.319		-6794.616				271.673		17.185		77.211		-2.329		2.094		-152.142		88.180		-6706.535

						※変化年度CO2原単位 ヘンカネンドゲンタンイ				7640.165		7980.983		7728.626		7744.399		7853.407		7845.517		7951.281		7644.033		7986.957		7690.796		7685.678		7232.036		7062.016		6837.937		7137.707		7295.725		7582.309		7321.163		7381.475		7293.358		7336.841		7264.307		7434.502				6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650

						※検算（パーセント） ケンザン				5.1%		-2.2%		0.5%		1.7%		-0.0%		2.0%		-3.6%		4.7%		-3.8%		0.7%		-5.4%		-2.3%		-3.5%		4.3%		2.8%		3.7%		-3.4%		0.8%		-1.1%		0.1%		-2.1%		3.3%		-91.4%				4.1%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.0%		-2.3%		1.3%		-100.0%

		【計算用データ（自動計算されます）】 ケイサンヨウジドウケイサン						調整後排出係数

										単位 タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド				基準年度 キジュンネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ						万ｔｏｎ		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2		0.0				118.29

				ＣＯ２排出原単位 ハイシュツゲンタンイ						t-CO2／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		6468.0		6686.3		7072.5		6894.3		6930.2		7063.2		7060.9		7216.6		6928.2		7284.3		6983.2		7038.1		6621.7		6453.0		6207.8		6503.6		6705.6		6977.3		6722.8		6782.9		6703.3		6707.8		6553.5		6793.8		0.0				6705.6497086535

				ＣＯ２排出量（基礎排出係数）						万t-CO2 マン		156.850		130.382		124.555		115.686		112.359		109.050		106.185		101.171		96.787		98.484		93.854		92.471		83.844		78.280		75.860		80.005		79.321		82.346		77.897		78.299		77.030		73.999		69.964		67.422		0.000				79.3211304037

						ＣＯ２排出量（購入電力分） コウニュウデンリョクブン				万t-CO2 マン		28.913		18.994		17.275		17.390		16.969		16.637		16.575		17.383		17.035		16.215		15.668		16.701		15.493		13.610		13.987		18.641		18.267		22.935		21.243		20.424		19.578		19.143		17.263		16.431		0.000				18.2673542194

						ＣＯ２排出量（その他分） タブン				万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

				①総エネルギー使用量（熱量換算） ソウシヨウリョウネツリョウカンサン						GJ		26007736.820		21991645.300		21080433.460		19595150.000		18839977.000		18301182.860		17590396.130		16696033.970		16264079.480		16612897.220		16490051.710		16408130.840		15953867.000		15200687.200		15027467.831		14870631.411		14630494.216		14427361.559		13635631.600		13724328.998		13721104.490		13453640.162		12954537.256		12690115.759		0.000				14630494.21592

						②購入電力使用量（熱量換算） コウニュウデンリョクシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		7204062.350		5392025.570		5070216.100		4844015.410		4472482.100		4384937.160		4065805.430		3978438.870		4038701.580		3691506.420		3680171.910		3542568.840		3989323.800		3712942.800		3826626.992		3779214.534		3657268.631		3836201.066		3649812.991		3647861.525		3598353.992		3660392.535		3493632.310		3325286.505		0.000				3657268.63062

						③その他エネルギー使用量（熱量換算） タシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		18803674.470		16599619.730		16010217.360		14751134.590		14367494.900		13916245.700		13524590.700		12717595.100		12225377.900		12921390.800		12809879.800		12865562.000		11964543.200		11487744.400		11200840.840		11091416.877		10973225.585		10591160.493		9985818.609		10076467.474		10122750.498		9793247.628		9460904.945		9364829.254		0.000				10973225.5853

				①／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		107248.399		112778.651		119698.950		116776.818		116203.335		118537.656		116968.542		119093.802		116421.471		122876.459		122693.837		124885.021		125998.599		125307.895		122974.369		120883.619		123683.272		122245.885		117681.041		118890.723		119405.219		121952.601		121344.745		127872.992		0.000				123683.271755178

				②／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		29707.474		27651.654		28789.709		28867.791		27585.880		28401.452		27035.851		28378.441		28909.818		27304.042		27382.231		26963.082		31506.418		30607.896		31314.460		30721.300		30917.817		32504.890		31499.369		31600.590		31313.969		33180.194		32724.744		33507.522		0.000				30917.8174876997

				③／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		77540.926		85126.997		90909.241		87909.026		88617.456		90136.204		89932.691		90715.361		87511.653		95572.417		95311.606		97921.938		94492.181		94699.999		91659.909		90162.319		92765.454		89740.995		86181.672		87290.133		88091.250		88772.407		88620.000		94365.470		0.000				92765.4542674782

				全エネルギーのＣＯ２排出係数（熱量当たり） ゼンハイシュツケイスウネツリョウア						万t-CO2／GJ マン		0.000006031		0.000005929		0.000005909		0.000005904		0.000005964		0.000005959		0.000006037		0.000006060		0.000005951		0.000005928		0.000005692		0.000005636		0.000005255		0.000005150		0.000005048		0.000005380		0.000005422		0.000005708		0.000005713		0.000005705		0.000005614		0.000005500		0.000005401		0.000005313		0.000000000				0.0000054216

				熱量当たりのＣＯ２排出係数 ネツリョウアハイシュツケイスウ																																																												0

						購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり） コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウア				万t-CO2／GJ マン		0.000004013		0.000003523		0.000003407		0.000003590		0.000003794		0.000003794		0.000004077		0.000004369		0.000004218		0.000004393		0.000004258		0.000004714		0.000003884		0.000003666		0.000003655		0.000004933		0.000004995		0.000005978		0.000005820		0.000005599		0.000005441		0.000005230		0.000004941		0.000004941		0.000000000				0.0000049948

						その他エネルギーのＣＯ２排出係数 タハイシュツケイスウ				万t-CO2／GJ マン		0.000006804		0.000006710		0.000006701		0.000006664		0.000006639		0.000006641		0.000006626		0.000006588		0.000006523		0.000006367		0.000006104		0.000005889		0.000005713		0.000005629		0.000005524		0.000005533		0.000005564		0.000005609		0.000005673		0.000005744		0.000005676		0.000005601		0.000005570		0.000005445		0.000000000				0.0000055639

				購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり）：総エネルギー使用量に対する購入電力使用量の割合を利用 コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウアソウシヨウリョウタイコウニュウデンリョクシヨウリョウワリアイリヨウ								0.000001112		0.000000864		0.000000819		0.000000887		0.000000901		0.000000909		0.000000942		0.000001041		0.000001047		0.000000976		0.000000950		0.000001018		0.000000971		0.000000895		0.000000931		0.000001254		0.000001249		0.000001590		0.000001558		0.000001488		0.000001427		0.000001423		0.000001333		0.000001295		0.000000000				0.0000012486

				その他エネルギーのＣＯ２排出係数：総エネルギー使用量に対するその他エネルギー使用量の割合を使用 タハイシュツケイスウソウシヨウリョウタイタシヨウリョウワリアイシヨウ								0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173



入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映され、この係数を基に要因分析が出力されます。

提出前に、原単位の桁数をご確認ください。
ここでは、CO2排出量を万t-CO2を前提として計算していますが、適宜、24行目、26行目、28行目の計算式を修正してください。

入力（基礎）で選択された2020年目標の基準年度が自動的に反映されます。BAU目標の場合には空欄となり、基準年度からの要因分析は出力されません。



		

				エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析 ショウヒリョウゲンタンイヨウインブンセキ

								単位 タンイ		97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				エネルギー消費量の増減 ショウヒリョウ				（万kl）		-2.351		-3.832		-1.948		-1.390		-1.834		-2.307		-1.114		0.900		-0.317		-0.211		-1.172		-1.943		-0.447		-0.405		-0.620		-0.524		-2.043		0.229		-0.008		-0.690		-1.288		-0.682		-32.740				-0.524		-2.567		-2.338		-2.346		-3.036		-4.324		-5.006		-37.747

										-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-1.9%		-3.7%		-2.0%		-100.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				3.144		-1.265		-0.240		0.930		-0.609		0.769		-0.963		2.252		-0.063		0.743		0.364		-0.216		-0.736		-0.664		0.854		-0.438		-1.365		0.360		0.153		0.725		-0.167		1.671		0.000				-0.438		-1.794		-1.427		-1.268		-0.493		-0.644		1.073		0.000

										5.5%		-2.3%		-0.5%		1.9%		-1.3%		1.7%		-2.2%		5.4%		-0.1%		1.7%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.2%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		2.0%		-0.5%		5.0%		0.0%				-1.2%		-4.8%		-3.8%		-3.4%		-1.3%		-1.7%		2.8%		0.0%

						生産変動分 セイサンヘンドウブン				-5.495		-2.567		-1.708		-2.320		-1.225		-3.076		-0.151		-1.352		-0.254		-0.954		-1.536		-1.727		0.289		0.259		-1.474		-0.086		-0.678		-0.131		-0.161		-1.415		-1.120		-2.354		-32.740				-0.086		-0.772		-0.911		-1.078		-2.544		-3.680		-6.079		-37.747

										-9.7%		-4.7%		-3.4%		-4.8%		-2.6%		-6.8%		-0.4%		-3.2%		-0.6%		-2.2%		-3.6%		-4.2%		0.7%		0.7%		-3.8%		-0.2%		-1.8%		-0.4%		-0.5%		-4.0%		-3.2%		-7.0%		-100.0%				-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%		-100.0%

						※検算 ケンザン				-2.351		-3.832		-1.948		-1.390		-1.834		-2.307		-1.114		0.900		-0.317		-0.211		-1.172		-1.943		-0.447		-0.405		-0.620		-0.524		-2.043		0.229		-0.008		-0.690		-1.288		-0.682		-32.740				-0.524		-2.567		-2.338		-2.346		-3.036		-4.324		-5.006		-37.747

						※前年度（変化前の年度）のエネルギー消費量 ゼンネンドヘンカマエネンドショウヒリョウ				56.738		54.388		50.555		48.607		47.217		45.383		43.076		41.961		42.861		42.544		42.333		41.161		39.218		38.771		38.366		37.747		37.223		35.180		35.409		35.400		34.710		33.423		32.740				37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747

						※検算（パーセント） ケンザン				-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-1.9%		-3.7%		-2.0%		-100.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

										97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				エネルギー原単位の増減 ゲンタンイゾウゲン				（Kl/T）		178.544		-75.391		-14.796		60.225		-40.483		54.832		-68.946		166.539		-4.712		56.533		28.730		-17.820		-60.205		-53.941		72.231		-37.085		-117.773		31.210		13.274		65.722		-15.683		168.429		0.000				-37.085		-154.858		-123.648		-110.374		-44.651		-60.334		108.095		0.000

										6.1%		-2.4%		-0.5%		2.0%		-1.3%		1.8%		-2.2%		5.5%		-0.1%		1.8%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.3%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		21333.9%		-4984.4%		53799.2%		0.0%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.9%		3.4%		0.0%

						生産活動量の変化 セイサンカツドウリョウヘンカ				299.105		142.199		101.315		145.965		78.295		208.267		10.548		102.119		18.731		72.258		117.933		135.648		-23.364		-20.829		122.595		7.220		55.306		11.460		13.995		125.773		101.042		232.331		0.000				7.220		62.130		73.994		87.971		212.030		305.206		531.307		0.000

										10.3%		4.6%		3.4%		4.9%		2.6%		6.9%		0.3%		3.4%		0.6%		2.3%		3.7%		4.2%		-0.7%		-0.7%		3.9%		0.2%		1.8%		0.4%		0.5%		40826.8%		32113.6%		74210.7%		0.0%				0.2%		1.9%		2.3%		2.8%		6.6%		9.6%		16.7%		0.0%

						燃料消費量の変化 ネンリョウショウヒリョウヘンカ				-120.561		-217.590		-116.111		-85.739		-118.778		-153.436		-79.494		64.420		-23.442		-15.726		-89.203		-153.468		-36.841		-33.113		-50.364		-44.305		-173.079		19.750		-0.721		-60.051		-116.724		-63.902		-3299.123				-44.305		-216.988		-197.642		-198.345		-256.681		-365.540		-423.212		-3191.028

										-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-19492.9%		-37098.0%		-20411.5%		-1000000.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

						※検算 ケンザン				178.544		-75.391		-14.796		60.225		-40.483		54.832		-68.946		166.539		-4.712		56.533		28.730		-17.820		-60.205		-53.941		72.231		-37.085		-117.773		31.210		13.274		65.722		-15.683		168.429		-3299.123				-37.085		-154.858		-123.648		-110.408		-44.665		-60.353		108.129		-3192.028

						※変化年度エネルギー原単位 ヘンカネンドゲンタンイ				2909.689		3088.233		3012.842		2998.046		3058.272		3017.788		3072.620		3003.674		3170.213		3165.501		3222.034		3250.764		3232.944		3172.739		3118.797		3191.028		3153.944		3036.171		3067.381		0.308		0.315		0.313		0.330				3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028

						※検算（パーセント） ケンザン				6.1%		-2.4%		-0.5%		2.0%		-1.3%		1.8%		-2.2%		5.5%		-0.1%		1.8%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.3%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		21333.9%		-4984.4%		53799.2%		-1000000.0%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.9%		3.4%		-100.0%

		【計算用データ（自動計算されます）】 ケイサンヨウジドウケイサン

										単位 タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド				基準年度 キジュンネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ						万ｔｏｎ		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2		0.0				118.29

				ＣＯ２排出原単位 ハイシュツゲンタンイ						t-CO2／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		5275.7		5712.2		6091.6		5857.9		5883.6		5985.6		5958.7		5976.6		5708.8		6085.0		5817.4		5767.0		5398.1		5331.1		5063.2		4988.3		5161.4		5034.0		4889.5		5013.6		4999.6		4972.5		4936.5		5138.1		0.0				5161.3641207424

				ＣＯ２排出量（業界指定ケース）						万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

						ＣＯ２排出量（購入電力分） コウニュウデンリョクブン				万t-CO2 マン		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

						ＣＯ２排出量（その他分） タブン				万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

				①総エネルギー使用量（熱量換算） ソウシヨウリョウネツリョウカンサン						GJ		26007736.820		21991645.300		21080433.460		19595150.000		18839977.000		18301182.860		17590396.130		16696033.970		16264079.480		16612897.220		16490051.710		16408130.840		15953867.000		15200687.200		15027467.831		14870631.411		14630494.216		14427361.559		13635631.600		13724328.998		13721104.490		13453640.162		12954537.256		12690115.759		0.000				14630494.21592

						②購入電力使用量（熱量換算） コウニュウデンリョクシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		7204062.350		5392025.570		5070216.100		4844015.410		4472482.100		4384937.160		4065805.430		3978438.870		4038701.580		3691506.420		3680171.910		3542568.840		3989323.800		3712942.800		3826626.992		3779214.534		3657268.631		3836201.066		3649812.991		3647861.525		3598353.992		3660392.535		3493632.310		3325286.505		0.000				3657268.63062

						③その他エネルギー使用量（熱量換算） タシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		18803674.470		16599619.730		16010217.360		14751134.590		14367494.900		13916245.700		13524590.700		12717595.100		12225377.900		12921390.800		12809879.800		12865562.000		11964543.200		11487744.400		11200840.840		11091416.877		10973225.585		10591160.493		9985818.609		10076467.474		10122750.498		9793247.628		9460904.945		9364829.254		0.000				10973225.5853

				①／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		107248.399		112778.651		119698.950		116776.818		116203.335		118537.656		116968.542		119093.802		116421.471		122876.459		122693.837		124885.021		125998.599		125307.895		122974.369		120883.619		123683.272		122245.885		117681.041		118890.723		119405.219		121952.601		121344.745		127872.992		0.000				123683.271755178

				②／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		29707.474		27651.654		28789.709		28867.791		27585.880		28401.452		27035.851		28378.441		28909.818		27304.042		27382.231		26963.082		31506.418		30607.896		31314.460		30721.300		30917.817		32504.890		31499.369		31600.590		31313.969		33180.194		32724.744		33507.522		0.000				30917.8174876997

				③／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		77540.926		85126.997		90909.241		87909.026		88617.456		90136.204		89932.691		90715.361		87511.653		95572.417		95311.606		97921.938		94492.181		94699.999		91659.909		90162.319		92765.454		89740.995		86181.672		87290.133		88091.250		88772.407		88620.000		94365.470		0.000				92765.4542674782

				全エネルギーのＣＯ２排出係数（熱量当たり） ゼンハイシュツケイスウネツリョウア						万t-CO2／GJ マン		0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173

				熱量当たりのＣＯ２排出係数 ネツリョウアハイシュツケイスウ																																																												0

						購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり） コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウア				万t-CO2／GJ マン		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000				0

						その他エネルギーのＣＯ２排出係数 タハイシュツケイスウ				万t-CO2／GJ マン		0.000006804		0.000006710		0.000006701		0.000006664		0.000006639		0.000006641		0.000006626		0.000006588		0.000006523		0.000006367		0.000006104		0.000005889		0.000005713		0.000005629		0.000005524		0.000005533		0.000005564		0.000005609		0.000005673		0.000005744		0.000005676		0.000005601		0.000005570		0.000005445		0.000000000				0.0000055639

				購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり）：総エネルギー使用量に対する購入電力使用量の割合を利用 コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウアソウシヨウリョウタイコウニュウデンリョクシヨウリョウワリアイリヨウ								0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000				0

				その他エネルギーのＣＯ２排出係数：総エネルギー使用量に対するその他エネルギー使用量の割合を使用 タハイシュツケイスウソウシヨウリョウタイタシヨウリョウワリアイシヨウ								0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173



入力（基礎）で選択された2020年目標の基準年度が自動的に反映されます。BAU目標の場合には空欄となり、基準年度からの要因分析は出力されません。



		

				【別紙5-1】要因分析（CO2）																		基準年度比 キジュンネンドヒ

																						データシートリンク								要因振り分け用 ヨウインフワヨウ										グラフラベル用 ヨウ

				基準年度比 キジュンネンドヒ								前年度比 ゼンネンドヒ												基準年→19 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン								2012年度(基準年度)		2019年度 ネンド				2012年度(基準年度)		2019年度		2012年度(基準年度)		2019年度

																						CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ		-11.899		-15.0%						CO2排出量 ハイシュツリョウ		86.3		73.8				-		-		-		-

																						事業者の省エネ努力分		2.447		3.1%				①		事業者の省エネ努力分		2.447		0.000				79.47%		0.00		① +2.4		0

																						燃料転換等による変化		-2.118		-2.7%				②		燃料転換等による変化		0.000		2.118				0.00		14.14%		0		② -2.1

																						購入電力分原単位変化		0.632		0.8%				③		購入電力分原単位変化		0.632		0.000				20.53%		0.00		③ +0.6		0

																						生産変動分		-12.860		-16.2%				④		生産変動分		0.000		12.860				0.00		85.86%		0		④ -12.9

																																要因合計値 ヨウインゴウケイチ		3.079		14.978				CO2排出量の増減量 ハイシュツリョウリョウ		CO2排出量の増減率 ハイシュツリョウリツ		ラベル用 ヨウ

																																								-11.90		-15%		-12 (-15%)

																																						検算用 ケンザンヨウ		-12.52

																						前年度比 ゼンネンドヒ

																						データシートリンク								要因振り分け用 ヨウインフワヨウ										グラフラベル用 ヨウ

																								18 → 19		18 → 19								2018年度 ネンド		2019年度 ネンド				2018年度		2019年度		2018年度		2019年度

																						CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ		-2.542		-3.3%						CO2排出量 ハイシュツリョウ		77.6		73.8				-		-		-		-

																						事業者の省エネ努力分		3.602		4.6%				①		事業者の省エネ努力分		3.602		0.000				100.00%		0.00		① +3.6		0

																						燃料転換等による変化		-0.642		-0.8%				②		燃料転換等による変化		0.000		0.642				0.00		10.45%		0		② -0.6

																						購入電力分原単位変化		-0.485		-0.6%				③		購入電力分原単位変化		0.000		0.485				0.00		7.89%		0		③ -0.5

																						生産変動分		-5.018		-6.5%				④		生産変動分		0.000		5.018				0.00		81.66%		0		④ -5

																																要因合計値 ヨウインゴウケイチ		3.602		6.145				CO2排出量の増減量 ハイシュツリョウリョウ		CO2排出量の増減率 ハイシュツリョウリツ		ラベル用 ヨウ

																																								-2.54		-5%		-3 (-5%)





		



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9



		



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5



		

		実施した対策、投資額と削減効果 ジッシタイサクトウシガクサクゲンコウカ

				番号 バンゴウ		対策名 タイサクメイ		対策内容 タイサクナイヨウ		対策実施率 タイサクジッシリツ		投資額 トウシガク				削減効果①
（年間） サクゲンコウカネンカン				削減効果②
（投資期間全体） サクゲンコウカトウシキカンゼンタイ

												数量 スウリョウ		単位 タンイ		数量 スウリョウ		単位 タンイ		数量 スウリョウ		単位 タンイ				対策実施率 タイサクジッシリツ

		2018年度
まで ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1000		百万円 ヒャクマンエン		1.8		万ｔ-CO2 マン		14.4		万ｔ-CO2 マン		石塚 イシヅカ		2019年まで100％ ネン

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1940		百万円 ヒャクマンエン		0.4		万ｔ-CO2 マン		4.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ		2020年まで　0％と記入 ネンキニュウ

				3		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉部分修理） ブブン		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		242		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				4		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉全面修理） ゼンメンリ		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1478		百万円 ヒャクマンエン		0.4		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

		2019年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1400		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		178		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				3

				4

				5

		2020年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		900		百万円 ヒャクマンエン		0.2		万ｔ-CO2 マン		2.0		万ｔ-CO2 マン		石塚 イシヅカ

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		155		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				3		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		1350		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				4

				5

		2021年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		1400		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				2

				3

				4

				5

		※１　業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
※２　対策実施率は、業界内での対策の実施状況（最新設備の導入率等）を記載。
※３　2018年度実施の対策は必ず記入すること。 ギョウカイトクジュウヨウカンガタイサクマイトシドテイドキサイギョウカイナイタイサクトウキサイネンドジッシタイサクカナラキニュウ





		

		クレジット等の活用実績 トウカツヨウジッセキ

		○クレジット合計（参考） ゴウケイサンコウ																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量（※） シュトクリョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		償却量 ショウキャクリョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○京都メカニズムクレジット キョウト																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量（※） シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○JCMクレジット																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量 シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○Ｊークレジット（国内クレジットも含む） コクナイフク																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量 シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。 キョウトセイフコウザショウキャクマエイテンリョウ





		

				業務部門（本社等オフィス）の対策と削減効果 ホンシャトウサクゲンコウカ

						対策項目 タイサクコウモク		削減効果 サクゲンコウカ

								CO2削減量（t-CO2/年） サクゲンリョウネン						エネルギー削減量（MJ/年) サクゲンリョウネン

								2019年度 ネンド		2018年度まで ネンド		2020年度以降 ネンドイコウ		2019年度 ネンド		2018年度まで ネンド		2020年度以降 ネンドイコウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0.00		6.48		0.00		0		126,756		0

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		0.00		2.49		0.00		0		48,807		0

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0.00		8.20		0.00		0		160,380		0

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		2.29		64.66		0.05		44,769		1,265,006		895

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		0.01		0.57		0.02		288		11,088		360

						照明の間引き ショウメイマビ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0.00		20.66		0.00		0		404,279		0

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0.00		14.23		0.00		0		278,370		0

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0.00		6.52		0.00		0		127,532		0

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0.00		1.42		0.00		0		27,750		0

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		0.00		161.66		0.00		0		3,162,827		0

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		50.60		0.00		0.00		990,000		0		0

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		0.00		0.12		0.00		0		2,402		0

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0.00		0.00		0.00		0		0		0

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		0.00		0.20		0.00		0		3,924		0







• 2019年度の実績値

 生産活動量：99.2万ｔ （基準年度比▲16.1％、2018年度比 ▲7.1％）

 CO₂排出量：73.1 (万ｔ-CO2) （基準年度比▲15.3％、2018年度比▲4.8％）

 CO₂原単位：0.737 (t-CO2/t)（基準年度比1.0％増、2018年度比2.5％増）

• 進捗率

 2020年目標：150.0％(CO₂排出量)

 2030年目標： 83.0％(CO₂排出量)

• 目標達成に向けた今後の進捗率の見通し・課題

 生産量の減少を予想しながら、ガラス溶解炉の設備統合や更新時のダウ
ンサイジングによりエネルギー原単位の悪化を防止していく。

 2030年目標に向けて、各年度別の目標値を設けて、進捗状況を把握して
いく。

４．2019年度の取組実績（１）

2020年12月16日
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参考資料（CO2排出量の要因分析 －調整後排出係数－）

 【別紙5-1】要因分析（調整後）より、CO2排出量の削減要因は次の通り。
「生産変動分」 ＞ 「燃料転換等による変化」 ＞ 「購入電力分原単位変化」 ＞ 「事業者の省エネ努力分」
昨年と同様に生産活動量が減退したため「生産変動分」が削減の主要因であった。

2020年12月16日
9

表．日本ガラスびん協会のCO2排出量の要因分析 －調整後排出係数－

基準年→17 基準年→18 基準年→19

CO2排出量の増減
増減（万t-CO２） -5..362 -9.407 -13.194 

基準年度比 -6.2% -10.9% -15.3%

項目別

事業者の省エネ努力分
増減（万t-CO２） -1.178 -1.557 2.658 

基準年度比 -1.4% -1.8% 3.1%

燃料転換等による変化
増減（万t-CO２） ‐0.799 -0.648 -1.789 

基準年度比 ‐0.9% -0.8% -2.1%

購入電力分原単位変化
増減（万t-CO２） 2.448 1.158 -0.094 

基準年度比 2.8% 1.3% -0.1%

生産変動分
増減（万t-CO２） -5.832 -8.360 -13.968 

基準年度比 -6.8% -9.7% -16.2%



４．2019年度の取組実績（２）

【要因分析】
 CO2排出量は、2010年までは重油からLNGへ燃料置換が進み減少した

が、その後、LNG単価UPにより重油へ若干戻った。ｴﾈﾙｷﾞｰ価格の影響
が大きく価格が安定した事で2013年以降は、再度LNGに戻り減少傾向。

 CO2排出量は生産活動量の影響で減少しているが、原単位はﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞ
ﾝｸﾞや省エネ設備を導入するも見通しに達していない。

2020年12月16日
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経済産業省　2020年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査　データシート（本体）

１．はじめに
　本エクセルファイルは、低炭素社会実行計画のフォローアップ調査票の別紙1～別紙8を作成するためのツールです。それぞれのシートのピンク色のセルはデータ入力部分を、緑色のセルは参照や自動計算により結果が表示される部分を意味しています。
　各業界におかれては、入力（基礎）、入力（業務）、【別紙1】～【別紙3】、【別紙6】～【別紙7】のタブの、ピンク色のセルに記入してください。
　
２．提出資料一覧
　各シートにデータを入力の上、エクセル形式の電子媒体で提出してください。シートを削除すると自動計算がうまく反映されませんので、データを記載していないシートであっても削除せずに提出をお願いします。
　別紙1～別紙8の表タイトルは以下の通りです。別紙4については、基準年度比の目標を設定している業種は別紙4-1を、BAU比の目標を設定している業種は別紙4-2をご提出いただき、別紙4-1、4-2のいずれかを提出いただくようお願いします。また、別紙5-1と別紙5‐2は要因分析となっていますが、これらの方式以外での要因分析の実施し、調査票に結果を記載いただいた場合には、別紙5-1と別紙5‐2にその旨のコメントを記載の上で提出してください。
別紙1　低炭素社会実行計画参加企業リスト　
別紙2　各企業の目標水準及び実績値
別紙3　前年度からの変更点
別紙4-1　生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し (基準年目標)
別紙4-2　生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し（BAU目標）
別紙5-1　CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析（実排出係数）
別紙5-2　エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析
別紙6　実施した対策、投資額と削減効果
別紙7　クレジット等の活用実績
別紙8　業務部門（本社等オフィス）における対策と削減効果

３．別紙の出力方法
　入力シートの記入が終わり、別紙1～別紙8までの記載が確認できましたら、「公開用」ボタンをクリックしてください。
　【別紙1】～【別紙8】で構成されるエクセルファイルが出力されます。出力された資料を審議会で使用します。
　この際、基準年度目標とBAU目標が同時に出力されてしまうため、目標指標に基づき不要なシートは削除します。
　なお、審議会開催後に経済産業省のホームページにおいてエクセル形式でも掲載する予定です。

４．参考グラフ等のシートについて
　
　昨年度より実績のグラフを自動で作成するシートを追加しています　。
　このフォーマットでのご提出を求めるものではございませんが、調査票作成の際のご参考としてご活用ください。

５．発熱量に関する注意点
2020年1月31日に改訂された総合エネルギー統計の標準発熱量・炭素排出係数を用いています。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html

発熱量に関する注意点
　2013年度総合エネルギー統計速報（2014年11月14日公表）より、ガス体の標準状態が変更されたことに伴い、過年度実績との整合性、制度の継続性の観点から、天然ガス及び都市ガスの標準発熱量を以下のように変更しています。

(2013-2017)
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）43.82 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）40.67 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.99 [GJ/kN㎥]

(2018-  )
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）38.38 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）42.45 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.20 [GJ/kN㎥]


6月に配布時のデータシートからの修正点

係数一覧シート
発熱量：2018年度以降 国内一般炭 0 → 24.25
　　　  2013年度-2017年度 天然ガス・都市ガス 小数点第3位以降を四捨五入して切り上げ
炭素排出係数：入力した係数に1年の期ずれが生じていたため、1999年度から2019年度の炭素排出係数を修正

入力（業務）シート
14行目 2018年度 → 2019年度
36行目 2019年度 → 2020年度
58行目 2017年度 → 2018年度

【参考 グラフ】要因分析シート
L5セル, M5セル (基準年→18) → (基準年 → 19)
L16セル, M16セル (17 → 18) → (18 → 19)
計算式のリンクを修正

公開用

公開用



入力（基礎）

		

				業界名： ギョウカイメイ		日本ガラスびん協会		コード：		19		←コードのシートから該当する番号を記入 ガイトウバンゴウキニュウ

		（０）【全業種対応】 基礎情報 ゼンギョウシュタイオウキソジョウホウ

				目標指標 (2020年度目標) モクヒョウシヒョウネンドモクヒョウ		CO₂排出量

				基準年度/BAU (2020年度目標) キジュンネンド		2012年度

				目標指標 (2030年度目標) モクヒョウシヒョウ		CO₂排出量

				基準年度/BAU (2030年度目標) キジュンネンド		2012年度

				団体加盟企業数 ダンタイカメイキギョウスウ		6

				計画参加企業数 ケイカクサンカキギョウスウ		6																																																各社集計値:98.665 カクシャシュウケイチ				集計部署、報告部署の差（委員会と協会によって） シュウケイブショホウコクブショサイインカイキョウカイ

																																																						びん協数値:99.24 キョウスウチ				びん協数値に合わせる（同じ数字を報告と合意したが、再度徹底の必要あり） キョウスウチアオナスウジホウコクゴウイサイドテッテイヒツヨウ

		（１）【全業種対応】 生産活動量 ゼンギョウシュタイオウセイサンカツドウリョウ																																																				差　　　　: 0.575 サ

						（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔｏｎ マン		242.5		195.0		176.11		167.80		162.13		154.39		150.39		140.19		139.70		135.20		134.40		131.39		126.62		121.31		122.20		123.02		118.29		118.02		115.87		115.44		114.91		110.32		106.76		99.24

				集計企業数 シュウケイキギョウスウ				5.0		5.0		5		5		5		5		5		5		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		（２）【全業種対応】 燃料使用量 ゼンギョウシュタイオウ

				燃料				エネルギー使用量

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭 ゲンリョウ		（t）

				国産一般炭		（t）

				輸入一般炭		（t）

				輸入無煙炭		（t）

				コークス		（t）

				原油		（kl）

				ガソリン		（kl）

				ナフサ		（kl）

				ジェット燃料		（kl）

				灯油		（kl）		6,558.00		4,132.00		4,683.00		4,305.00		4,238.00		4,138.00		3,868.00		1,438.00		1,517.00		1,706.00		1,755.00		1,908.00		1,657.00		1,014.00		670.12		623.01		568.94		607.09		511.00		522.41		146.25		739.36		157.20		138.59

				軽油		（kl）

				A重油		（kl）																														2,912.60		1,313.20		1,101.00		28,640.00		27,722.80		23,154.75		23,082.64		26,768.97		25,686.67		14,027.05

				B重油		（kl）

				C重油		（kl）		339,539.00		299,871.00		288,330.00		259,901.00		244,118.00		237,133.00		228,438.00		213,796.00		196,201.00		182,974.00		145,539.00		113,500.00		80,699.00		66,718.00		48,870.76		50,869.50		54,589.89		29,900.21		34,381.75		45,967.82		39,315.67		26,464.01		23,101.33		19,575.95

				潤滑油		（kl）

				その他石油製品		（t）

				オイルコークス		（t）

				LPG		（t）		57,929.00		16,291.00		15,594.00		12,301.00		13,125.00		11,797.00		10,784.00		6,799.00		5,829.00		4,119.00		524.00		439.00		292.00

				天然ガス		（kNm3）

				LNG		（t）																														2,923.69		2,941.60		2,872.93		3,024.60		3,131.55		3,182.54		5,143.04		5,210.17		5,326.00		5,308.47

				都市ガス		（kNm3）		41,129.00		79,471.00		77,046.00		79,114.00		82,077.00		79,896.00		80,667.00		82,925.00		89,915.00		111,226.00		147,785.00		178,964.00		189,902.00		193,193.00		197,657.29		194,758.10		188,953.53		178,766.14		161,887.04		157,020.11		162,220.94		163,082.25		162,883.52		174,340.80

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

		（３） 【全業種対応】 エネルギー消費量及び電力排出係数 ゼンギョウシュタイオウショウヒリョウオヨデンリョクハイシュツケイスウ

				エネルギー消費量 ショウヒリョウ		原油換算ベース

				電力排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ		調整後排出係数

				（業界指定を選択した場合） ギョウカイシテイセンタクバアイ		（kgCO2/kWh）

		（４－１）【基準年度目標設定業種用】 生産活動量の見通し、低炭素社会実行計画の基準年度の実績、2020年度、2030年度の目標水準 キジュンネンドモクヒョウセッテイギョウシュヨウセイサンカツドウリョウミトオテイタンソシャカイジッコウケイカクキジュンネンドジッセキネンドネンドモクヒョウスイジュン

				活動指標 カツドウシヒョウ		単位 タンイ		2020年目標
基準年度
A ネンモクヒョウキジュンネンド		2020年度
生産活動見通し・目標水準
B ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		A-B		2030年目標
基準年度
A’ ネンモクヒョウキジュンネンド		2030年度
生産活動見通し・目標水準
C ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		A’-C

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔ マン		118.3		110.0		-		118.3		100.0		-

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンザン		万kl マン		37.7		32.9		4.8		37.7		29.9		7.8

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ						0.0						0.0

				エネルギー消費量（電力換算） ショウヒリョウデンリョクカンザン		万kWh マン

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		万kWh マン						0.0						0.0

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン		86.3		77.5		8.8		86.3		70.4		15.9

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンザン		Kl/T		0.319		0.299		0.0		0.319		0.299		0.0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン								0.0						0.0

				エネルギー原単位（電力換算） ゲンタンイデンリョクカンザン

				エネルギー原単位（電力のみ） ゲンタンイデンリョク								0.0						0.0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ								0.0						0.0

				CO2原単位 （調整後排出係数）				0.730		0.705		0.0		0.730		0.704		0.0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)								0.0						0.0

				CO2原単位 (業界指定ケース)								0.0						0.0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%		46%		46%		0%		46%		46%		0.0

		（４－２）【基準年度目標設定業種用】 2020年度までの見通し キジュンネンドモクヒョウセッテイギョウシュヨウネンドミトオ

				活動指標 カツドウシヒョウ		単位 タンイ		2013年度
見通し ネンドミトオ		2014年度
見通し ネンドミトオ		2015年度
見通し ネンドミトオ		2016年度
見通し ネンドミトオ		2017年度
見通し ネンドミトオ		2018年度
見通し ネンドミトオ		2019年度
見通し ネンドミトオ		2020年度
見通し ネンドミトオ

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔ		126		116.9		115.8		114.7		113.5		112.3		111.1		110

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl		37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				エネルギー消費量（電力換算） ショウヒリョウデンリョクカンザン		万kWh

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2		82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		Kl/T		0.294		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				エネルギー原単位（電力換算） ゲンタンイデンリョクカンザン		0

				エネルギー原単位（電力のみ） ゲンタンイデンリョク		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		t-CO2/t		0.652		0.691		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		（５－１）【BAU目標設定業種のみ対応】 生産活動量の見通し、低炭素社会実行計画における2020年度、2030年度のBAU比削減目標 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウセイサンカツドウリョウミトオテイタンソシャカイジッコウケイカクネンドネンドヒサクゲンモクヒョウ

						単位 タンイ		2020年度
生産活動見通し・目標水準 ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		2030年度
生産活動見通し・目標水準 ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl マン

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ

				CO2原単位 （調整後排出係数）

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)

				CO2原単位 (業界指定ケース)

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%

		（５－２）【BAU目標設定業種のみ対応】 BAU水準 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウスイジュン

						単位 タンイ		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		0

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

		（５－３）【BAU目標設定業種のみ対応】2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウソウテイ

						単位 タンイ		2013年度
見通し ネンドミトオ		2014年度
見通し ネンドミトオ		2015年度
見通し ネンドミトオ		2016年度
見通し ネンドミトオ		2017年度
見通し ネンドミトオ		2018年度
見通し ネンドミトオ		2019年度
見通し ネンドミトオ		2020年度
見通し ネンドミトオ

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		0

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%



事務局：
必ず電力排出係数を選択してください。

事務局：
業界指定の電力排出係数を用いる場合には、このセルに係数を入力してください。

必ず単位を記入してください。

必ず単位を記入してください。

エネルギー消費が電力だけの場合には、「電力のみ」を選択してください。他の燃料を電力換算している場合には、電力換算ベースを選択してください。

事務局：
業界名、目標指標、基準年度またはBAUを選択してください。
複数の目標指標がある場合には、行を追加してください。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
記入済み以外の燃料種を使用している場合には、燃料種を追加することができます。
実績値を購入電力量以下の行に追加し、実績値を入力した上で、「係数一覧」シートに発熱量及び炭素排出係数を入力することで、別紙4－1あるいは別紙4－2に自動的に反映されます。

事務局：
CO₂排出量、CO₂原単位を目標指標としている場合以外は、調整後排出係数を選択してください。

事務局：入力された生産活動量は、別紙4のエネルギー源単位、CO2原単位の計算にも使われます。
このため、別紙4の原単位を確認しつつ、調査票の目標指標とされている指標の単位と同一になるように適宜桁調整を行ってください。

ピンク色のセルは入力が必要なセルです。

単位を必ず入力してください。

桁数を適切に調整してください。

単位に合わせて実績値を入力してください。

記入済み以外の燃料種を追加する場合には、こちらに燃料種・単位を記入し実績値を記入してください。また、係数一覧シートに、対応する発熱量・炭素排出係数を入力することで、別紙4と別紙5にも反映されます。

緑のセルは自動的に計算されます。

単位に注意してください。
○：0.556 kgCO₂/kWh 
×：5.56 tCO₂/万kWh

[目標指標がエネルギー消費量・原単位の場合]
目標の単位と一致する欄にデータを入力してください。

単位を入力してください。

CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

例えば、BAU比300万t-CO₂の場合には、「300」と記入してください。

BAU比1％削減の場合には、（５－２）にBAU水準を記入し、そこから1％削減の水準を記入してください。

生産活動量を除き、目標指標のBAU水準のみを記入してください。
CO₂排出量、CO₂原単位の場合には、（３）で選択した電力排出係数と同一の行にBAU水準を入力してください。



コード

		

				コード								部門 ブモン		所管 ショカン		団体名 ダンタイメイ

				団体ID ダンタイ				指標ID シヒョウ

				1		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		電気事業連合会 デンキジギョウレンゴウカイ

				2		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		石油連盟 セキユレンメイ

				3		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		特定規模電気事業 トクテイキボデンキジギョウ

				4		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		日本ガス協会 ニホンキョウカイ

				5		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本鉄鋼連盟 ニホンテッコウレンメイ

				6		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本化学工業協会 ニホンカガクコウギョウキョウカイ

				7		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本製紙連合会 ニホンセイシレンゴウカイ

				8		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		電機・電子温暖化対策連絡会 デンキデンシオンダンカタイサクレンラクカイ

				9		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		セメント協会 キョウカイ

				10		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本自動車部品工業会 ニホンジドウシャブヒンコウギョウカイ

				11		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本自動車工業会・日本自動車車体工業会 ニホンジドウシャコウギョウカイニホンジドウシャシャタイコウギョウカイ

				12		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本鉱業協会 ニホンコウギョウキョウカイ

				13		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石灰製造工業会 セッカイセイゾウコウギョウカイ

				14		-		1				産業		経産		日本ゴム工業会

				15		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本アルミニウム協会 ニホンキョウカイ

				16		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本印刷産業連合会 ニホンインサツサンギョウレンゴウカイ

				17		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本染色協会 ニホンセンショクキョウカイ

				18		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		板硝子協会 イタガラスキョウカイ

				19		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本ガラスびん協会 ニホンキョウカイ

				20		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本電線工業会（光ファイバーケーブル） ニホンデンセンコウギョウカイ

				20		-		2				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本電線工業会（メタル電線） ニホンデンセンコウギョウカイデンセン

				21		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本ベアリング工業会 ニホンコウギョウカイ

				22		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本産業機械工業会 ニホンサンギョウキカイコウギョウカイ

				23		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本伸銅協会 ニホンシンドウキョウカイ

				24		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本建設機械工業会 ニホンケンセツキカイコウギョウカイ

				25		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石灰石鉱業協会 セッカイセキコウギョウキョウカイ

				26		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本工作機械工業会 ニホンコウサクキカイコウギョウカイ

				27		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本レストルーム工業会

				28		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石油鉱業連盟 セキユコウギョウレンメイ

				29		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		プレハブ建築協会 ケンチクキョウカイ

				30		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本産業車両協会 ニホンサンギョウシャリョウキョウカイ

				31		-		1				産業 サンギョウ		財務 ザイム		ビール酒造組合 シュゾウクミアイ

				32		-		1				産業 サンギョウ		財務 ザイム		日本たばこ産業株式会社 ニホンサンギョウカブシキカイシャ

				33		-		1				産業 サンギョウ		厚労 コウロウ		日本製薬団体連合会・日本製薬鉱業協会 ニホンセイヤクダンタイレンゴウカイニホンセイヤクコウギョウキョウカイ

				34		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本スターチ・糖化工業会 ニホントウカコウギョウカイ

				35		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本乳業協会 ニホンニュウギョウキョウカイ

				36		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全国清涼飲料工業会 ゼンコクセイリョウインリョウコウギョウカイ

				37		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本パン工業会 ニホンコウギョウカイ

				38		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本缶詰びん詰レトルト食品協会

				39		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ビート糖業協会 ニホントウギョウキョウカイ

				40		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本植物油協会 ニホンショクブツユキョウカイ

				41		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全日本菓子協会 ゼンニホンカシキョウカイ

				42		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		精糖工業会 セイトウコウギョウカイ

				43		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本冷凍食品協会 ニホンレイトウショクヒンキョウカイ

				44		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ハム・ソーセージ工業協同組合 ニホンコウギョウキョウドウクミアイ

				45		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		製粉協会 セイフンキョウカイ

				46		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全日本コーヒー協会 ゼンニホンキョウカイ

				47		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本醤油協会 ニホンショウユキョウカイ

				48		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本即席食品工業協会 ニホンソクセキショクヒンコウギョウキョウカイ

				49		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 ニホンキョウカイ

				50		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 ゼンコクルイキョウカイ

				51		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本精米工業会 ニホンセイマイコウギョウカイ

				52		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本造船工業会・
日本中小型造船工業会 ニホンゾウセンコウギョウカイニホンチュウショウガタゾウセンコウギョウカイ

				53		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本舶用工業会 ニホンハクヨウコウギョウカイ

				54		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本鉄道車輌工業会 ニホンテツドウシャリョウコウギョウカイ

				55		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本建設業連合会 ニホンケンセツギョウレンゴウカイ

				56		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		住宅生産団体連合会 ジュウタクセイサンダンタイレンゴウカイ

				57		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本マリン事業協会

				58		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本チェーンストア協会 ニホンキョウカイ

				59		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本フランチャイズチェーン協会 ニホンキョウカイ

				60		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本ショッピングセンター協会 ニホンキョウカイ

				61		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本百貨店協会 ニホンヒャッカテンキョウカイ

				62		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		大手家電流通協会 オオテカデンリュウツウキョウカイ

				63		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		情報サービス産業協会（オフィス部門） ジョウホウサンギョウキョウカイ

				63		-		2				業務 ギョウム		経産 ケイサン		情報サービス産業協会（データセンター部門） ジョウホウサンギョウキョウカイブモン

				64		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本チェーンドラッグストア協会 ニホンキョウカイ

				65		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本DIY協会 ニホンキョウカイ

				66		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本貿易会 ニホンボウエキカイ

				67		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本LPガス協会 ニホンキョウカイ

				68		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		リース事業協会 ジギョウキョウカイ

				69		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国銀行協会 ゼンコクギンコウキョウカイ

				70		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		生命保険協会 セイメイホケンキョウカイ

				71		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		日本損害保険協会 ニホンソンガイホケンキョウカイ

				72		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国信用金庫協会 ゼンコクシンヨウキンコキョウカイ

				73		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国信用組合中央協会 ゼンコクシンヨウクミアイチュウオウキョウカイ

				74		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		日本証券業協会 ニホンショウケンギョウキョウカイ

				75		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		電気通信事業者協会 デンキツウシンジギョウシャキョウカイ

				76		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		テレコムサービス協会 キョウカイ

				77		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本民間放送連盟 ニホンミンカンホウソウレンメイ

				78		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ

				79		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本ケーブルテレビ連盟 ニホンレンメイ

				80		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		衛星放送協会 エイセイホウソウキョウカイ

				81		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本インターネットプロバイダー協会 ニホンキョウカイ

				82		-		1				業務 ギョウム		文科 モンカ		全私学連合 ゼンシガクレンゴウ

				83		-		1				業務 ギョウム		厚労 コウロウ		日本生活協同組合連合会 ニホンセイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				84		-		1				業務 ギョウム		厚労 コウロウ		日本医師会・４病院団体協議会 ニホンイシカイビョウインダンタイキョウギカイ

				85		-		1				業務 ギョウム		農水 ノウスイ		日本加工食品卸協会 ニホンカコウショクヒンオロシキョウカイ

				86		-		1				業務 ギョウム		農水 ノウスイ		日本フードサービス協会 ニホンキョウカイ

				87		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本倉庫協会 ニホンソウコキョウカイ

				88		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本冷蔵倉庫協会 ニホンレイゾウソウコキョウカイ

				89		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本ホテル協会 ニホンキョウカイ

				90		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本旅館協会 ニホンリョカンキョウカイ

				91		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本自動車整備振興会連合会 ニホンジドウシャセイビシンコウカイレンゴウカイ

				92		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		不動産協会 フドウサンキョウカイ

				93		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		全国産業廃棄物連合会 ゼンコクサンギョウハイキブツレンゴウカイ

				94		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		日本新聞協会 ニホンシンブンキョウカイ

				95		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		全国ペット協会 ゼンコクキョウカイ

				96		-		1				業務 ギョウム		警察 ケイサツ		全日本遊技事業協同組合連合会 ゼンニホンユウギジギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ

				97		-		1				業務 ギョウム		警察 ケイサツ		全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 ゼンニホンシセツエイギョウシャキョウカイレンゴウカイ

				98		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本船主協会 ニホンセンシュキョウカイ

				99		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全日本トラック協会 ゼンニホンキョウカイ

				100		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		定期航空協会 テイキコウクウキョウカイ

				101		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本内航海運組合総連合会 ニホンナイコウカイウンクミアイソウレンゴウカイ

				102		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本旅客船協会 ニホンリョキャクセンキョウカイ

				103		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全国ハイヤー・タクシー連合会 ゼンコクレンゴウカイ

				104		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本バス協会 ニホンキョウカイ

				105		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本民営鉄道協会 ニホンミンエイテツドウキョウカイ

				106		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR東日本 ヒガシニホン

				107		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR西日本 ニシニホン

				108		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR東海 トウカイ

				109		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本港運協会 ニホンコウウンキョウカイ

				110		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR貨物 カモツ

				111		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR九州 キュウシュウ

				112		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR北海道 ホッカイドウ

				113		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全国通運連盟 ゼンコクツウウンレンメイ

				114		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR四国 シコク

				115		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本ビルヂング協会連合会 ニホンキョウカイレンゴウカイ

				116		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		炭素協会 タンソキョウカイ

				117		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		電気事業低炭素社会協議会

				118		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		電線工業会(合算) デンセンコウギョウカイガッサン





係数一覧

		(1) 発熱量等の係数

				燃料				平均発熱量（GJ／単位） ヘイキンハツネツリョウタンイ

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度BAU ネンド

				輸入原料炭		（t）		31.81		31.81		31.81		31.81		28.90		28.90		28.90		28.90		28.90		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		28.79		28.79		28.79		28.79		28.79		28.74		28.74

				国産一般炭		（t）		24.28		24.28		24.28		24.28		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		25.28		25.28		25.28		25.28		25.28		24.25		24.25

				輸入一般炭		（t）		25.95		25.95		25.95		25.95		26.60		26.60		26.60		26.60		26.60		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.97		25.97		25.97		25.97		25.97		26.08		26.08

				輸入無煙炭		（t）		27.21		27.21		27.21		27.21		27.20		27.20		27.20		27.20		27.20		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80

				コークス		（t）		30.14		30.14		30.14		30.14		30.10		30.10		30.10		30.10		30.10		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.18		29.18		29.18		29.18		29.18		29.01		29.01

				原油		（kl）		38.72		38.72		38.72		38.72		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.28		38.28		38.28		38.28		38.28		38.26		38.26

				ガソリン		（kl）		35.16		35.16		35.16		35.16		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		33.37		33.37		33.37		33.37		33.37		33.36		33.36

				ナフサ		（kl）		33.49		33.49		33.49		33.49		34.10		34.10		34.10		34.10		34.10		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31

				ジェット燃料		（kl）		36.42		36.42		36.42		36.42		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.34		36.34		36.34		36.34		36.34		36.30		36.30

				灯油		（kl）		37.26		37.26		37.26		37.26		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49

				軽油		（kl）		38.51		38.51		38.51		38.51		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04

				A重油		（kl）		38.93		38.93		38.93		38.93		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90

				B重油		（kl）		40.19		40.19		40.19		40.19		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40

				C重油		（kl）		41.02		41.02		41.02		41.02		41.70		41.70		41.70		41.70		41.70		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78

				潤滑油		（kl）		40.19		40.19		40.19		40.19		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20

				その他石油製品		（t）		42.28		42.28		42.28		42.28		42.30		42.30		42.30		42.30		42.30		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		41.87		41.87		41.87		41.87		41.87		40.00		40.00

				オイルコークス		（t）		35.58		35.58		35.58		35.58		35.60		35.60		35.60		35.60		35.60		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29

				LPG		（t）		50.23		50.23		50.23		50.23		50.20		50.20		50.20		50.20		50.20		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.06		50.06		50.06		50.06		50.06		50.08		50.08

				天然ガス		（kNm3）		41.02		41.02		41.02		41.02		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.82		43.82		43.82		43.82		43.82		42.45		42.45

				LNG		（t）		54.42		54.42		54.42		54.42		54.50		54.50		54.50		54.50		54.50		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.48		54.48		54.48		54.48		54.48		54.70		54.70

				都市ガス		（kNm3）		41.86		41.86		41.86		41.86		41.10		41.10		41.10		41.10		41.10		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.98		44.98		44.98		44.98		44.98		44.20		44.20

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

		(2) 炭素排出係数 タンソハイシュツケイスウ

				燃料				炭素排出係数（万t-C/PJ） タンソハイシュツケイスウマン

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度BAU ネンド

				輸入原料炭		（万t-C/PJ）		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46

				国産一般炭		（万t-C/PJ）		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.42		2.42

				輸入一般炭		（万t-C/PJ）		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.43		2.43

				輸入無煙炭		（万t-C/PJ）		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59

				コークス		（万t-C/PJ）		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		2.99		2.99

				原油		（万t-C/PJ）		1.91		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90

				ガソリン		（万t-C/PJ）		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87

				ナフサ		（万t-C/PJ）		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86

				ジェット燃料		（万t-C/PJ）		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86

				灯油		（万t-C/PJ）		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87

				軽油		（万t-C/PJ）		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88

				A重油		（万t-C/PJ）		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93

				B重油		（万t-C/PJ）		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

				C重油		（万t-C/PJ）		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02

				潤滑油		（万t-C/PJ）		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99

				その他石油製品		（万t-C/PJ）		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04

				オイルコークス		（万t-C/PJ）		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45

				LPG		（万t-C/PJ）		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64

				天然ガス		（万t-C/PJ）		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.39		1.39

				LNG		（万t-C/PJ）		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.39		1.39

				都市ガス		（万t-C/PJ）		1.44		1.43		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.41		1.41		1.41		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

		(3) 電力排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ

				電力 デンリョク				受電端ケース ジュデンタン

				種類 シュルイ		単位 タンイ		1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度BAU ネンド

				基礎排出係数 キソハイシュツケイスウ		（tCO2/万kWh） マン		4.17		3.66		3.54		3.73		3.76		3.76		4.04		4.33		4.18		4.23		4.10		4.54		4.45		4.13		4.13		5.09		5.69		5.67		5.53		5.34		5.18		4.97		4.61		4.61

				調整後排出係数 チョウセイゴハイシュツケイスウ		（tCO2/万kWh） マン		4.17		3.66		3.54		3.73		3.76		3.76		4.04		4.33		4.18		4.23		4.10		4.54		3.74		3.53		3.52		4.75		4.81		5.67		5.52		5.31		5.16		4.96		4.63		4.63

				固定ケース コテイ		（tCO2/万kWh） マン		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87

				業界指定ケース ギョウカイシテイ		（tCO2/万kWh） マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		(4) 原油換算率 ゲンユカンサンリツ																																																				2018年の係数を仮入力 ネンケイスウカリニュウリョク

				種類 シュルイ		単位 タンイ

				原油換算率 ゲンユカンサンリツ		kl/GJ		0.0258



事務局：
2020年1月31日に改訂された総合エネルギー統計の標準発熱量・炭素排出係数を用いています。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html

発熱量に関する注意点
　2013年度総合エネルギー統計速報（2014年11月14日公表）より、ガス体の標準状態が変更されたことに伴い、過年度実績との整合性、制度の継続性の観点から、天然ガス及び都市ガスの標準発熱量を以下のように変更しています。

(2013-2017)
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）43.82 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）40.67 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.99 [GJ/kN㎥]

(2018-  )
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）38.38 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）42.45 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.20 [GJ/kN㎥]

2019年度の基礎排出係数と調整後排出係数は追って通知します

記入済み以外の燃料種を追加する場合には、「係数一覧」シートに燃料種・単位を記入し、発熱量・炭素排出係数を入力してください。
（こちらは発熱量の入力欄のみを示していますが、同シート下方に炭素排出係数を入力する行があります。）

事務局：
○炭素排出係数
2020年4月に公表された「日本国温室効果ガスインベントリ報告書（NIR）」で掲載されている「エネルギー源別炭素排出係数」を使用しています。（Page3-15）
http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/2020/NIR-JPN-2020-v3.0_J_GIOweb.pdf



発熱量

				【自動計算されます】 ジドウケイサン

				燃料				発熱量（PJ） ハツネツリョウ

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				国産一般炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入一般炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入無煙炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				コークス		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				原油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ガソリン		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ナフサ		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ジェット燃料		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				灯油		（kl）		0.24		0.15		0.17		0.16		0.16		0.15		0.14		0.05		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.04		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.03		0.01		0.01		0.00

				軽油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				A重油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.11		0.05		0.04		1.11		1.08		0.90		0.90		1.04		1.00		0.55		0.00

				B重油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				C重油		（kl）		13.93		12.30		11.83		10.66		10.18		9.89		9.53		8.92		8.18		7.67		6.10		4.76		3.38		2.80		2.05		2.13		2.29		1.25		1.44		1.92		1.64		1.11		0.97		0.82		0.00

				潤滑油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				その他石油製品		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				オイルコークス		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LPG		（t）		2.91		0.82		0.78		0.62		0.66		0.59		0.54		0.34		0.29		0.21		0.03		0.02		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				天然ガス		（kNm3）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LNG		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.28		0.28		0.29		0.29		0.00

				都市ガス		（kNm3）		1.72		3.33		3.23		3.31		3.37		3.28		3.32		3.41		3.70		4.98		6.62		8.02		8.51		8.66		8.86		8.73		8.47		8.04		7.28		7.06		7.30		7.34		7.20		7.71		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				小計 ショウケイ				26.01		21.99		21.08		19.60		18.84		18.30		17.59		16.70		16.26		16.61		16.49		16.41		15.95		15.20		15.03		14.87		14.63		14.43		13.64		13.72		13.72		13.45		12.95		12.69		0.00

								1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				原油換算エネルギー量（ｋｌ） ゲンユカンサンリョウ				670999.609956		567384.44874		543875.183268		505554.87		486071.4066		472170.517788		453832.220154		430757.676426		419613.250584		428612.748276		425443.334118		423329.775672		411609.7686		392177.72976		387708.670043928		383662.2904038		377466.750770736		372225.928221478		351799.295277523		354087.68816099		354004.495836943		347103.916191829		334227.061192416		327404.98658478		0

				　原油換算（電力以外：ｋｌ） ゲンユカンサンデンリョクイガイ				485134.801326		428270.189034		413063.607888		380579.272422		370681.36842		359039.13906		348934.44006		328113.95358		315414.74982		333371.88264		330494.89884		331931.4996		308685.21456		296383.80552		288981.69366168		286158.5554266		283109.22010074		273251.940724044		257634.120118908		259972.860819396		261166.962839628		252665.788791306		244091.347590288		241612.59475578		0

				　原油換算（電力：ｋｌ） ゲンユカンサンデンリョク				185864.80863		139114.259706		130811.57538		124975.597578		115390.03818		113131.378728		104897.780094		102643.722846		104198.500764		95240.865636		94948.435278		91398.276072		102924.55404		95793.92424		98726.976382248		97503.7349772		94357.530669996		98973.9874974336		94165.1751586152		94114.8273415944		92837.5329973152		94438.1274005232		90135.713602128		85792.391829		0

								換算係数 カンサンケイスウ		PJ→kWh		94.84





CO2量

				【自動計算されます】 ジドウケイサン

				燃料		CO2排出量（万t-CO2） ハイシュツリョウマン

				燃料種 ネンリョウシュ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				国産一般炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入一般炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入無煙炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				コークス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				原油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ガソリン		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ナフサ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ジェット燃料		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				灯油		1.66		1.04		1.18		1.09		1.06		1.03		0.96		0.36		0.38		0.42		0.44		0.47		0.41		0.25		0.17		0.16		0.14		0.15		0.13		0.13		0.04		0.18		0.04		0.03		0.00

				軽油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				A重油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.79		0.36		0.30		7.88		7.63		6.37		6.35		7.37		7.07		3.86		0.00

				B重油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				C重油		99.58		87.95		84.57		76.23		72.79		70.70		68.11		63.74		58.50		54.82		43.60		34.00		24.18		19.99		14.64		15.24		16.35		9.25		10.64		14.22		12.17		8.19		7.15		6.06		0.00

				潤滑油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				その他石油製品		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				オイルコークス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LPG		17.60		4.95		4.74		3.74		3.99		3.58		3.28		2.06		1.77		1.27		0.16		0.13		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				天然ガス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LNG		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.82		0.82		0.81		0.85		0.88		0.89		1.44		1.46		1.48		1.48		0.00

				都市ガス		9.09		17.44		16.79		17.24		17.56		17.10		17.26		17.62		19.11		25.76		33.99		41.16		43.67		44.43		45.46		44.79		43.45		41.28		37.38		36.26		37.46		37.66		36.96		39.56		0.00

				購入電力量（基礎排出係数）		28.91		18.99		17.27		17.39		16.97		16.64		16.58		17.38		17.04		16.22		15.67		16.70		18.43		15.92		16.41		19.98		21.61		22.93		21.28		20.54		19.65		19.18		17.19		16.36		0.00

				購入電力量（調整後排出係数）		28.91		18.99		17.27		17.39		16.97		16.64		16.58		17.38		17.04		16.22		15.67		16.70		15.49		13.61		13.99		18.64		18.27		22.93		21.24		20.42		19.58		19.14		17.26		16.43		0.00

				購入電力量（固定ケース）		33.77		25.27		23.77		22.70		21.98		21.55		19.98		19.55		19.85		18.67		18.61		17.92		20.17		18.78		19.35		19.11		18.50		19.70		18.74		18.73		18.48		18.80		18.16		17.28		0.00

				購入電力量（業界指定ケース）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				小計（基礎排出） ショウケイキソハイシュツ		156.85		130.38		124.55		115.69		112.36		109.05		106.19		101.17		96.79		98.48		93.85		92.47		86.79		80.59		78.28		81.34		82.66		82.35		77.94		78.41		77.11		74.04		69.89		67.35		0.00

				小計（調整後） ショウケイチョウセイゴ		156.85		130.38		124.55		115.69		112.36		109.05		106.19		101.17		96.79		98.48		93.85		92.47		83.84		78.28		75.86		80.01		79.32		82.35		77.90		78.30		77.03		74.00		69.96		67.42		0.00

				小計（固定） ショウケイコテイ		161.70		136.66		131.05		121.00		117.37		113.96		109.59		103.34		99.60		100.94		96.80		93.68		88.53		83.45		81.22		80.48		79.55		79.11		75.40		76.61		75.93		73.65		70.86		68.27		0.00

				小計（業界指定） ショウケイギョウカイシテイ		127.94		111.39		107.28		98.30		95.39		92.41		89.61		83.79		79.75		82.27		78.19		75.77		68.35		64.67		61.87		61.36		61.05		59.41		56.65		57.88		57.45		54.86		52.70		50.99		0.00





入力（業務）

		

		業務部門の対策入力シート ギョウムブモンタイサクニュウリョク

				１．企業（業界）の基本情報【記載】 キギョウギョウカイキホンジョウホウキサイ

								全床面積 ゼンユカメンセキ				エネルギー使用量（推定）　※自動計算   単位：MJ シヨウリョウスイテイジドウケイサンタンイ

												全体 ゼンタイ				照明分 ショウメイブン				空調分 クウチョウブン												昇降機稼働 ショウコウキカドウ

																								うち冷房分 レイボウブン				うち暖房分 ダンボウブン

				企業（業界）の基本情報 キギョウギョウカイキホンジョウホウ				19,041		ｍ２		33,474,078				7,026,129				4,855,455				2,841,821				2,013,634				647,394				注1：エネルギー使用量の内訳は全体の一部なので、合計しても全体にはならない。 チュウシヨウリョウウチワケゼンタイイチブゴウケイゼンタイ

								エネルギー原単位
（MJ/m2・年） ゲンタンイネン				1,758				369				255				149				106				34				注2：エネルギー使用量の原単位は一般的なオフィスビルの原単位である。
出所：省エネルギーセンター(2009)「オフィスビルの省エネルギー」 チュウシヨウリョウゲンタンイイッパンテキゲンタンイシュッショ

				２．（１）2019年度対策導入量【記載】　※2019年度に導入された対策の導入量を記載すること。 ネンドタイサクドウニュウリョウキサイネンドドウニュウタイサクドウニュウリョウキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						0		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		500		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						4		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		0		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						0		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														110,000		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						0		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						0		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンニチアキニュウ

				２．（２）2020年度以降の対策導入量【記載】　※2020年度以降で導入予定分を記載すること。 ネンドイコウタイサクドウニュウリョウキサイネンドイコウドウニュウヨテイブンキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						0		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		10		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						5		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		0		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						0		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						0		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						0		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンツイタチアキニュウ

				２．（３）2018年度までの対策導入量【記載】　※2018年度までの累積導入量を記載すること。 ネンドタイサクドウニュウリョウキサイネンドルイセキドウニュウリョウキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		14,313		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						986		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		1,800		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		14,128		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						154		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		12,346		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		15,934		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		15,484		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		7,536		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		675		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						147		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						42		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						7		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンニチアキニュウ

				３．電力の排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ

				電力の排出係数（調整後排出係数2019年度） デンリョクハイシュツケイスウチョウセイゴハイシュツケイスウネンド				0.46		(kg-CO2/kWh)

								2018年の係数を仮入力 ネンケイスウカリニュウリョク



ピンク色のセルに該当する値を入力してください。
緑色のセルは自動計算部分です。（入力不要）

ここで計算されるエネルギー消費量は、平均的な業務ビルのエネルギー原単位と入力していただいた床面積を乗じた推計値です。



業務における取組説明

		

				業務部門向け対策の概要 ギョウムブモンムタイサクガイヨウ

				対策項目 タイサクコウモク				対策の概要 タイサクガイヨウ		計算式 ケイサンシキ		省エネ効果等の参考情報 ショウコウカトウサンコウジョウホウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		昼休みなど、人がいない時間帯などは執務室の消灯をするという取組を組織的に実施。 ヒルヤスヒトジカンタイシツムシツショウトウトリクミソシキテキジッシ		床面積×床面積当たり照明電力量化×省エネ率（２．４％） ユカメンセキユカメンセキアショウメイデンリョクリョウカショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		退社時や、外出などで執務室を長時間あける時は、パソコンの電源をＯＦＦにする取組を組織的に実施。 タイシャトキガイシュツシツムシツチョウジカントキデンゲントリクミソシキテキジッシ		台数×省エネ効果（5.5kWh／台・年） ダイスウショウコウカダイネン		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		照明器具の安定器がインバータタイプのものに交換する。 ショウメイキグアンテイキコウカン		床面積×省エネ効果（9.9kWh／m2･年） ユカメンセキショウコウカネン		省エネセンターパンフレット ショウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		Ｈｆ型蛍光灯、コンパクト蛍光灯等の高効率型の照明器具に交換する。 ガタケイコウトウケイコウトウトウコウコウリツガタショウメイキグコウカン		床面積×ＣＯ２削減効果（3.1kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		トイレなど、人がいない時間帯が多い箇所に、人感センサーを導入し、自動的に消灯・点灯が行われるようにする。 ヒトジカンタイオオカショジンカンドウニュウジドウテキショウトウテントウオコナ		灯数×省エネ効果（8.0kWh／灯・年） トウスウショウコウカトウネン		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						照明の間引き ショウメイマビ		不要な照明を間引きし、蛍光灯自体の数を減らす。 フヨウショウメイマビケイコウトウジタイカズヘ		割合×面積×床面積当たり照明電力量（369MJ/m2･年） ワリアイメンセキユカメンセキアショウメイデンリョクリョウネン

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		夏の冷房期間中、冷房温度を２８度に設定し、冷房に使われる電力消費量を抑える。 ナツレイボウキカンチュウレイボウオンドドセッテイレイボウツカデンリョクショウヒリョウオサ		床面積×床面積当たり冷房使用量×省エネ率（１７％） ユカメンセキユカメンセキアレイボウシヨウリョウショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		冬の暖房期間中、暖房温度を２０度に設定し、暖房に使われるエネルギー消費を抑える。 フユダンボウキカンチュウダンボウオンドドセッテイダンボウツカショウヒオサ		床面積×床面積当たり暖房使用量×省エネ率（１７％） ユカメンセキユカメンセキアダンボウシヨウリョウショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		在館者がおらず、外気取り入れが不要な冷暖房のウォーミングアップの時間帯で。外気取り入れを止めることで、動力負荷を軽減し、電力等の消費を抑える。 ザイカンシャガイキトイフヨウレイダンボウジカンタイガイキトイトドウリョクフカケイゲンデンリョクトウショウヒオサ		床面積×ＣＯ２削減効果（0.22kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		室内のＣＯ２濃度を管理することで、外気取り入れを必要最小限に抑え、動力負荷を軽減し、電力等の消費を抑える。 シツナイノウドカンリガイキトイヒツヨウサイショウゲンオサドウリョクフカケイゲンデンリョクトウショウヒオサ		床面積×ＣＯ２削減効果（0.53kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		水蓄熱方式等の空調システムから、氷蓄熱方式の空調システムに切り替え、蓄熱の効率化を図ることでエネルギー消費を抑える。 ミズチクネツホウシキトウクウチョウコオリチクネツホウシキクウチョウキカチクネツコウリツカハカショウヒオサ		蓄熱槽×蓄熱槽当たりのＣＯ２削減効果（299t-CO2） チクネツソウチクネツソウアサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		業務用のＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器等の導入により、給湯に消費するエネルギーを抑える。 ギョウムヨウレイバイキュウトウキトウドウニュウキュウトウショウヒオサ		台数×省エネ効果（4.1kl／台） ダイスウショウコウカダイ		地球温暖化対策計画 チキュウオンダンカタイサクケイカク

						太陽光・風力発電設備の導入 タイヨウコウフウリョクハツデンセツビドウニュウ		太陽光パネルや風力発電設備を設置し、化石燃料による電力消費を抑える。 タイヨウコウフウリョクハツデンセツビセッチカセキネンリョウデンリョクショウヒオサ		発電電力量×ＣＯ２排出係数（0.381kg-CO2/kWｈ） ハツデンデンリョクリョウハイシュツケイスウ		－

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		窓ガラスに日射遮熱フィルムを貼ることで、日射による冷房負荷の低減を図り、冷房使用を抑制する。 マドニッシャシャネツハニッシャレイボウフカテイゲンハカレイボウシヨウヨクセイ		貼り付け面積×面積当たりＣＯ２削減量（0.74kg-CO2/m2） ハツメンセキメンセキアサクゲンリョウ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						エレベータ使用台数の抑制 シヨウダイスウヨクセイ		エレベーターの使用台数を減らすことで、電力消費を抑える。 シヨウダイスウヘデンリョクショウヒオサ		床面積×床面積当たり昇降機稼働電力量（34MJ/m2･年）×削減割合 ユカメンセキユカメンセキアショウコウキカドウデンリョクリョウネンサクゲンワリアイ		省エネセンターパンフレット ショウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		夜間等、人の利用が無い時間帯の自動販売機の運転を止めることで、電力消費を抑制する。 ヤカントウヒトリヨウナジカンタイジドウハンバイキウンテントデンリョクショウヒヨクセイ		台数×時間×170w/時 ダイスウジカンジ		日本自動販売機工業会 ニホンジドウハンバイキコウギョウカイ





係数一覧（業務）

		

				１．2019年度の対策の効果【自動計算】 ネンドタイサクコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17

				２．2020年度以降の対策による効果【自動計算】 ネンドイコウタイサクコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17

				３．2018年度までの対策の累積効果【自動計算】 ネンドタイサクルイセキコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.4

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.4

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17





【別紙1】参加者リスト

		

		低炭素社会実行計画参加企業リスト テイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウ

						日本ガラスびん協会								←業界名：入力シートから引用されます ギョウカイメイニュウリョクインヨウ

		企業名		事業所名		業種分類						CO2算定排出量※

								エネ起源 キゲン		原料起源 ゲンリョウキゲン

		石塚硝子㈱ イシヅカガラス		本社・岩倉工場 ホンシャイワクラコウジョウ		12		4.01		0.78		4.79

				姫路工場 ヒメジコウジョウ		12		5.79		0.8		6.59

												0

		第一硝子㈱ ダイイチガラス		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		4.06		0.28		4.34

												0

												0

		東洋ガラス㈱ トウヨウ		千葉工場 チバコウジョウ		12		7.3		0.25		7.55

				滋賀工場 シガコウジョウ		12		11.96		1.4		13.36

				本社・生産技術部 ホンシャセイサンギジュツブ		12		0.01		―		0.01

		日本耐酸壜工業㈱ ニホンタイサンビンコウギョウ		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		6.16		0.56		6.72

				九州工場 キュウシュウコウジョウ		12		3.26		0.23		3.49

												0

		日本山村硝子㈱ ニホンヤマムラガラスカブ		東京工場 トウキョウコウジョウ		12		8.86		0.58		9.44

				埼玉工場 サイタマコウジョウ		12		6.39		0.44		6.83

				播磨工場 ハリマコウジョウ		12		8.55		0.97		9.52

		磯矢硝子工業㈱ イソヤガラスコウギョウ		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		1.1		0.07		1.17

		合計 ゴウケイ

								67.45		6.36		73.81

		○注意点 チュウイテン

		・計画参加企業名及び業種分類について記載。
※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。
　  ①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者）
　 ②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等）
※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。
※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。 ケイカクサンカキギョウメイオヨギョウシュブンルイキサイイカジギョウシャジギョウショ

		○業界分類 ギョウカイブンルイ

		(1)パルプ　　　　(2)紙　　　　　　 (3)板紙　　　　　　(4)石油化学製品　　　
(5)アンモニア及びアンモニア誘導品  (6)ソーダ工業品　　(7)化学繊維
(8)石油製品（グリースを除く）  　　(9)セメント        (10)板硝子　　　　　(11)石灰
(12)ガラス製品　 (13)鉄鋼　　　　　(14)銅　　　　　　 (15)鉛　　　　　　　(16)亜鉛
(17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金　　　　　　 (19)土木建設機械
(20)金属工作機械及び金属加工機械　 (21)電子部品　　　 (22)電子管・半導体素子・集積回路
(23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置　　　　　(24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）
(25)その他
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事業所名・業種分類・CO₂排出量は温対法の対象になっている事業者・事業所の場合は記載。



【別紙2】各企業の目標水準値

		

		各企業の目標水準及び実績値

														日本ガラスびん協会								←業界名：入力シートから引用されます ギョウカイメイニュウリョクインヨウ

		※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

		企業名				目標指標				基準年度				目標水準				基準年度比削減率

																		2019年度 ネンド

		石塚硝子㈱ イシツカガラス				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2012年度 ネンド				▲1%				-4.1%

		日本山村硝子㈱ ニホンヤマムラガラス				CO2排出原単位　　　　　　　kg-CO2/溶解ﾄﾝ				2016年度 ネンド				▲1.1%				2.4%

		第一硝子株式会社 ダイイチ				CO2排出原単位　　　　　　　万㌧-CO2/溶解量万㌧ マントンリョウマントン				2012年度 ネンド				▲2%				-25.6%

		磯矢硝子工業㈱ イソヤガラスコウギョウ				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2012年度 ネンド				▲1%				-4.9%

		日本耐酸壜工業㈱ ニホンタイサンビンコウギョウ				CO2排出量万ﾄﾝ/年				2012年度 ネンド				▲1%				-1.7%

		東洋ガラス㈱ トウヨウ				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2013年度 ネンド				▲15.3%				-16.8%

		0
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【別紙3】変更点

		

		前年度からの変更点 ゼンネンドヘンコウテン

		項目 コウモク		年度 ネンド		変更前 ヘンコウマエ		変更後 ヘンコウゴ		理由 リユウ				2013年度 ネンド

		１．目標指標 モクヒョウシヒョウ												2014年度 ネンド

														2015年度 ネンド

														2016年度 ネンド

		２．目標水準 モクヒョウスイジュン												2017年度 ネンド

														2018年度 ネンド

														2019年度 ネンド

		３．前提条件 ゼンテイジョウケン												2020年度 ネンド

														2021年度 ネンド

														2022年度 ネンド

		４．想定しているBAT ソウテイ												2023年度 ネンド

														2024年度 ネンド

														2025年度 ネンド

		５．データの取扱 トリアツカイ												2026年度 ネンド

														2027年度 ネンド

														2028年度 ネンド

		６．業界間バウンダリー ギョウカイカン												2029年度 ネンド

														2030年度 ネンド

		※※上記６項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。前年度からの変更点のみならず、過去の変更情報がある場合、変更情報を累積して記載し、遡って確認できるようにすること。また、行は必要に応じて追加すること。 ギョウヒツヨウオウツイカ





【別紙4-1】実績（基準年度）

		

		生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

		○実績

		指標		単位等				基準年度
(2020年目標) キジュンネンドネンモクヒョウ		基準年度
(2030年目標) キジュンネンドネンモクヒョウ		実績 ジッセキ																																																		見通し・目標水準 ミトオモクヒョウスイジュン

								2012年度		2012年度		1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度		2030年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）		118.3		118.3		242.5		195.0		176.11		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2				110.0		100.0

				見通し比 (2020年目標) ミトオネンモクヒョウ		(%)																																								7.3%		5.3%		4.9%		4.5%		0.3%		-2.9%		-9.8%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%

				見通し比 (2030年目標) ミトオモクヒョウ		(%)																																								18.0%		15.9%		15.4%		14.9%		10.3%		6.8%		-0.8%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		（万kl）		37.7		37.7		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7				32.9		29.9

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		（万kWh）		0.0		0.0		69336.5		51896.3		48799.0		46621.9		45131.0		44247.6		41027.3		40145.7		40753.8		38333.4		38215.7		36786.8		41426.0		38556.0		39736.5		39244.2		37977.9		40449.2		38483.9		38463.3		37941.3		38595.5		37285.3		35488.7				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								9.9%		52.5%		47.7%		47.9%		62.3%		89.1%		103.3%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								6.1%		32.3%		29.4%		29.5%		38.3%		54.8%		63.6%

				想定比		(%)																																								79.6%		90.0%		73.9%		67.6%		78.7%		104.3%		110.2%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.3%		-6.7%		-6.1%		-6.1%		-7.9%		-11.3%		-13.2%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.3%		-6.7%		-6.1%		-6.1%		-7.9%		-11.3%		-13.2%

		CO₂排出量 ハイシュツリョウ		調整後排出係数		（万t-CO₂）		86.3		86.3		184.9		149.0		140.6		129.7		125.6		121.2		118.0		111.5		106.8		108.0		103.4		101.0		91.6		85.7		83.6		87.8		86.3		89.5		84.8		85.2		83.8		80.9		77.6		73.8				77.5		70.4

				(うち、原料起源) ゲンリョウキゲン		（万t-CO₂）		7.0		7.0		28.1		18.6		16.0		14.0		13.2		12.2		11.8		10.3		10.0		9.5		9.5		8.5		7.7		7.4		7.7		7.8		7.0		7.1		6.9		6.9		6.8		6.9		6.9		6.4

				(うち、エネルギー起源) キゲン		（万t-CO₂）		79.3		79.3		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.6		67.4

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								-36.2%		16.7%		12.4%		28.3%		60.9%		99.4%		142.3%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								-20.0%		9.3%		6.9%		15.7%		33.7%		55.0%		78.7%

				想定比		(%)																																								-77.7%		26.7%		22.7%		45.3%		83.8%		121.5%		154.6%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.7%		-1.7%		-1.3%		-2.9%		-6.2%		-10.1%		-14.5%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.7%		-1.7%		-1.3%		-2.9%		-6.2%		-10.1%		-14.5%

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		（Kl/T）		0.319		0.319		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330				0.299		0.299

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								16.9%		76.9%		61.0%		54.3%		20.7%		28.7%		-57.1%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								16.8%		76.6%		60.7%		54.0%		20.7%		28.6%		-56.8%

				想定比		(%)																																								13.4%		76.6%		60.7%		54.0%		20.7%		28.6%		-56.8%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.0%		-4.7%		-3.8%		-3.3%		-1.3%		-1.8%		3.5%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.0%		-4.7%		-3.8%		-3.3%		-1.3%		-1.8%		3.5%

		CO₂原単位		調整後排出係数		（）		0.7		0.7		0.763		0.764		0.798		0.773		0.774		0.785		0.785		0.795		0.764		0.799		0.769		0.769		0.723		0.706		0.684		0.714		0.730		0.758		0.732		0.738		0.729		0.734		0.726		0.743				0.705		0.704

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								-114.5%		-10.2%		-34.3%		0.9%		-16.4%		12.6%		-55.5%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								-112.1%		-9.9%		-33.5%		0.9%		-16.1%		12.3%		-54.3%

				想定比		(%)																																								-37.1%		-6.6%		-33.7%		0.9%		-16.1%		12.3%		-54.5%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.9%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.6%		-0.4%		1.9%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.9%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.6%		-0.4%		1.9%

		カバー率実績
（企業数） ジッセキキギョウスウ										83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				46%		46%

		○2020年度までの見通し ネンドミトオ

		指標		単位等								1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）																																								126.0		116.9		115.8		114.7		113.5		112.3		111.1		110.0

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		（万kl）																																								37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

		CO₂排出量		調整後排出係数		（万t-CO₂）																																								82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		（Kl/T）																																								0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

		CO₂原単位		調整後排出係数		（）																																								0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7

		カバー率（企業数） キギョウスウ																																												46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		【備考】
※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。　進捗率【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合 ビコウシンチョクリツネンドネンドモクヒョウスイジュンキジュンサクゲンハバモクヒョウスイジュンジッセキヒリツネンドソウテイヒネンドアラカジソウテイスイジュンキジュンネンドサクゲンハバソウテイスイジュンジッセキヒリツリツジッセキキギョウスウテイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウジッセキフクキギョウスウカイトウシャスウトウダンタイカメイキギョウスウシワリアイ



単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

入力（基礎）に入力された基準年度が自動的に反映されます。

入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映されます。

入力（基礎）に入力された目標水準が自動的に反映されます。

生産活動量とエネルギー消費量からエネルギー原単位が自動的に計算されます。必ず、小数点の桁数を調査票と一致させるようにRound関数等を用いて調整してください。

生産活動量とCO₂排出量からエネルギー原単位が自動的に計算されます。必ず、小数点の桁数を調査票と一致させるようにRound関数等を用いて調整してください。

単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

シート「CO2量」小計（調整後）より転記



【参考 グラフ】基準年度目標

		日本ガラスびん協会　実績推移

		【2020年目標指標：目標値】CO₂排出量：2012年度比▲%

						実績 ジッセキ																																																見通し ミトオ		目標水準 モクヒョウスイジュン

						1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量[万ｔｏｎ]		243		195		176		168		162		154		150		140		140		135		134		131		127		121		122		123		118		118		116		115		115		110		107		99				110		100

				生産活動量見通し																																				126		117		116		115		114		112		111		110

				エネルギー消費量[万kl]		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7				32.9		29.9

				エネルギー消費量見通し																																				37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

				CO₂排出量[万t-CO₂]		184.9		149.0		140.6		129.7		125.6		121.2		118.0		111.5		106.8		108.0		103.4		101.0		91.6		85.7		83.6		87.8		86.3		89.5		84.8		85.2		83.8		80.9		77.6		73.8				77.5		70.4

				CO₂排出量見通し																																				82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

				エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330				0.299		0.299

				エネルギー原単位見通し																																				0.294		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299

				CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]		0.763		0.764		0.798		0.773		0.774		0.785		0.785		0.795		0.764		0.799		0.769		0.769		0.723		0.706		0.684		0.714		0.730		0.758		0.732		0.738		0.729		0.734		0.726		0.743				0.705		0.704

				CO₂排出原単位見通し																																				0.652		0.691		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704



&C&F



【参考 グラフ】基準年度目標

		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9

86.3011304037

2.4465674354

0

0.6320726517

0

73.78

0

2.118277035

0

12.8596848855



【別紙4-2】実績（BAU）

		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5

77.5523774757

3.6023198491

0

0

0

73.78

0

0.6418948245

0.4847864212

5.0180665514



【参考 グラフ】BAU目標

		



調整後排出係数

自主行動計画   低炭素社会実行計画

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量見通し

エネルギー原単位見通し

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙5-1】要因分析（CO2）

		

		生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

		○実績

		指標		単位等				実績 ジッセキ																																																		見通し・BAU水準
・BAU比削減目標 ミトオスイジュンヒサクゲンモクヒョウ

								1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度		2030年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2				0.0		0.0

				見通し比 (2020年目標) ミトオネンモクヒョウ		(%)																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				見通し比 (2030年目標) ミトオモクヒョウ		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		BAU（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				原油換算ベース		実績（万kl）		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		実績（万kWh） ジッセキ		69336.5		51896.3		48799.0		46621.9		45131.0		44247.6		41027.3		40145.7		40753.8		38333.4		38215.7		36786.8		41426.0		38556.0		39736.5		39244.2		37977.9		40449.2		38483.9		38463.3		37941.3		38595.5		37285.3		35488.7

				原油換算ベース		BAU比削減量（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		CO₂排出量 ハイシュツリョウ		調整後排出係数		BAU（万t-CO₂）																																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				調整後排出係数		実績（万t-CO₂） ジッセキ		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.0		67.4

				調整後排出係数		BAU比削減量（万t-CO₂） ヒサクゲンリョウ																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		BAU（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				原油換算ベース		実績（Kl/T）		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.31		0.31		0.31		0.33

				原油換算ベース		BAU比削減量（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		CO₂原単位		調整後排出係数		BAU（Kl/T）																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				調整後排出係数		実績（Kl/T）		0.647		0.669		0.707		0.689		0.693		0.706		0.706		0.722		0.693		0.728		0.698		0.704		0.662		0.645		0.621		0.650		0.671		0.698		0.672		0.678		0.670		0.671		0.655		0.679

				調整後排出係数		BAU比削減量（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		カバー率実績
（企業数） ジッセキキギョウスウ						83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				46%		46%

		○2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定 ネンドミトオオヨヒサクゲンリョウソウテイ

		指標		単位等				1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		実績（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		CO₂排出量		調整後排出係数		実績（万t-CO₂）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		実績（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		CO₂原単位		調整後排出係数		実績（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		カバー率（企業数） キギョウスウ																																								46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		【備考】
※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。　進捗率【BAU目標】＝（当年度のBAU－当年度の実績水準）／（2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【BAU目標】＝（当年度のBAU比削減実績）／（当該年度に想定したBAU比削減量）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合 ビコウシンチョクリツネンドネンドモクヒョウスイジュンキジュンサクゲンハバモクヒョウスイジュンジッセキヒリツソウテイヒネンドアラカジソウテイスイジュンソウテイスイジュンジッセキヒリツヒリツジッセキキギョウスウテイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウジッセキフクキギョウスウカイトウシャスウトウダンタイカメイキギョウスウシワリアイ



CO2排出量の増減要因分析

①省エネ努力分	②燃料転換	③購入電力	④生産変動

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量見通し

CO₂排出原単位見通し

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移

単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

入力（基礎）で入力したBAU水準と実績から自動的にBAU比削減量が計算されます。

入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映されます。

生産活動量とエネルギー消費量からエネルギー原単位が自動的に計算されます

生産活動量とCO₂排出量からエネルギー原単位が自動的に計算されます



【別紙5-2】要因分析（エネルギー）

		日本ガラスびん協会　実績推移

		【2020年目標指標：目標値】CO₂排出量：2012年度比▲%

						1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量[万ｔｏｎ]		243		195		176		168		162		154		150		140		140		135		134		131		127		121		122		123		118		118		116		115		115		110		107		99

				生産活動量見通し																																				0		0		0		0		0		0		0		0		0

				BAUエネルギー消費量[万kl]																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				エネルギー消費量[万kl]		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7

				BAU CO₂排出量[万t-CO₂]																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				CO₂排出量[万t-CO₂]		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.0		67.4

				BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330

				BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]		0.647		0.669		0.707		0.689		0.693		0.706		0.706		0.722		0.693		0.728		0.698		0.704		0.662		0.645		0.621		0.650		0.671		0.698		0.672		0.678		0.670		0.671		0.655		0.679



&C&F



【別紙5-2】要因分析（エネルギー）

		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9

86.3011304037

2.4465674354

0

0.6320726517

0

73.78

0

2.118277035

0

12.8596848855



【参考 グラフ】要因分析

		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5

77.5523774757

3.6023198491

0

0

0

73.78

0

0.6418948245

0.4847864212

5.0180665514



【別紙6】対策リスト

		



調整後排出係数

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙7】クレジット活用実績

		



CO2排出量の増減要因分析

①省エネ努力分	②燃料転換	③購入電力	④生産変動

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移



【別紙8】業務部門の対策と削減効果

		



自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移



		

				CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　－調整後排出係数-

								単位 タンイ		97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ				（万t-CO₂）		-5.827		-8.868		-3.327		-3.310		-2.864		-5.015		-4.384		1.697		-4.629		-1.383		-8.627		-5.565		-2.420		4.146		-0.684		3.025		-4.449		0.402		-1.270		-3.031		-4.035		-2.542		-67.422				3.025		-1.424		-1.022		-2.292		-5.322		-9.357		-11.899		-79.321

										-3.9%		-6.3%		-2.6%		-2.6%		-2.4%		-4.3%		-3.9%		1.6%		-4.3%		-1.3%		-8.5%		-6.1%		-2.8%		5.0%		-0.8%		3.5%		-5.0%		0.5%		-1.5%		-3.6%		-5.0%		-3.3%		-91.4%				3.8%		-1.8%		-1.3%		-2.9%		-6.7%		-11.8%		-15.0%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				7.600		-2.968		-0.561		2.202		-1.434		1.867		-2.246		5.270		-0.143		1.649		0.782		-0.445		-1.449		-1.337		1.824		-0.945		-3.048		0.799		0.335		1.594		-0.360		3.602		-22.474				-0.945		-3.912		-3.116		-2.752		-1.080		-1.424		2.447		-26.440

										5.1%		-2.1%		-0.4%		1.8%		-1.2%		1.6%		-2.0%		4.9%		-0.1%		1.6%		0.8%		-0.5%		-1.7%		-1.6%		2.1%		-1.1%		-3.4%		0.9%		0.4%		1.9%		-0.4%		4.6%		-30.5%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.8%		3.1%		-33.3%

						燃料転換等による変化 ネンリョウテンカントウヘンカ				0.519		-1.479		0.900		-0.253		0.803		-1.301		-1.893		0.798		-3.487		-2.033		-5.397		-0.466		-2.072		0.138		0.686		-0.801		0.518		0.850		-0.410		-1.491		-0.122		-0.642		-16.997				-0.801		-0.257		0.623		0.199		-1.343		-1.446		-2.118		-20.351

										0.3%		-1.1%		0.7%		-0.2%		0.7%		-1.1%		-1.7%		0.7%		-3.2%		-2.0%		-5.3%		-0.5%		-2.4%		0.2%		0.8%		-0.9%		0.6%		1.0%		-0.5%		-1.8%		-0.2%		-0.8%		-23.0%				-1.0%		-0.3%		0.8%		0.3%		-1.7%		-1.8%		-2.7%		-25.7%

						購入電力分原単位変化 コウニュウデンリョクブンゲンタンイヘンカ				-0.953		1.382		0.254		0.155		0.596		1.695		0.103		-1.173		-0.428		1.113		-0.756		-1.180		0.535		4.825		-0.073		4.956		-0.446		-0.954		-0.842		-0.053		-1.193		-0.485		-5.477				4.956		4.371		3.396		2.526		2.448		1.158		0.632		-6.089

										-0.6%		1.0%		0.2%		0.1%		0.5%		1.4%		0.1%		-1.1%		-0.4%		1.1%		-0.7%		-1.3%		0.6%		5.8%		-0.1%		5.7%		-0.5%		-1.1%		-1.0%		-0.1%		-1.5%		-0.6%		-7.4%				6.2%		5.5%		4.3%		3.2%		3.1%		1.5%		0.8%		-7.7%

						生産変動分 セイサンヘンドウブン				-12.993		-5.805		-3.920		-5.414		-2.829		-7.277		-0.348		-3.198		-0.571		-2.113		-3.256		-3.473		0.565		0.519		-3.121		-0.185		-1.473		-0.292		-0.354		-3.080		-2.361		-5.018		-22.474				-0.185		-1.626		-1.925		-2.265		-5.346		-7.645		-12.860		-26.440

										-8.7%		-4.1%		-3.0%		-4.3%		-2.3%		-6.2%		-0.3%		-3.0%		-0.5%		-2.0%		-3.2%		-3.8%		0.7%		0.6%		-3.6%		-0.2%		-1.6%		-0.3%		-0.4%		-3.7%		-2.9%		-6.5%		-30.5%				-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.6%		-16.2%		-33.3%

						※検算（絶対量） ケンザンゼッタイリョウ				-5.827		-8.868		-3.327		-3.310		-2.864		-5.015		-4.384		1.697		-4.629		-1.383		-8.627		-5.565		-2.420		4.146		-0.684		3.025		-4.449		0.402		-1.270		-3.031		-4.035		-2.542		-67.422		0.000		3.025		-1.424		-1.022		-2.292		-5.322		-9.357		-11.899		-79.321

						※前年度（変化前の年度）のCO2排出量 ゼンネンドヘンカマエネンドハイシュツリョウ				148.982		140.555		129.686		125.559		121.250		117.985		111.471		106.787		107.984		103.364		100.979		91.572		85.667		83.560		87.805		86.301		89.486		84.830		85.209		83.810		80.939		77.552		73.780				79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321

						※検算（パーセント） ケンザン				-3.9%		-6.3%		-2.6%		-2.6%		-2.4%		-4.3%		-3.9%		1.6%		-4.3%		-1.3%		-8.5%		-6.1%		-2.8%		5.0%		-0.8%		3.5%		-5.0%		0.5%		-1.5%		-3.6%		-5.0%		-3.3%		-91.4%				3.8%		-1.8%		-1.3%		-2.9%		-6.7%		-11.8%		-15.0%		-100.0%

										97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				CO2原単位の増減 ゲンタンイゾウゲン				（）		386.160		-178.172		35.936		132.972		-2.339		155.708		-288.362		356.080		-301.087		54.913		-416.371		-168.712		-245.214		295.821		202.006		271.673		-254.488		60.043		-79.535		4.412		-154.226		240.286		-6793.814				271.673		17.185		77.227		-2.308		2.105		-152.122		88.164		-6705.650

										5.1%		-2.2%		0.5%		1.7%		-0.0%		2.0%		-3.6%		4.7%		-3.8%		0.7%		-5.4%		-2.3%		-3.5%		4.3%		2.8%		3.7%		-3.4%		0.8%		-1.1%		0.1%		-2.1%		3.3%		-91.4%				4.1%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.0%		-2.3%		1.3%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				427.160		-197.748		-0.208		131.788		-67.241		108.409		-187.217		450.397		-12.880		137.724		-3.642		-22.131		-143.672		-108.260		154.183		-81.890		-260.118		69.056		29.919		137.975		-31.676		355.120		-3396.907				-81.890		-338.473		-273.395		-242.006		-107.257		-141.014		216.729		-3352.825

										5.6%		-2.5%		-0.0%		1.7%		-0.9%		1.4%		-2.4%		5.9%		-0.2%		1.8%		-0.0%		-0.3%		-2.0%		-1.6%		2.2%		-1.1%		-3.4%		0.9%		0.4%		1.9%		-0.4%		4.9%		-45.7%				-1.2%		-5.0%		-4.1%		-3.6%		-1.6%		-2.1%		3.2%		-50.0%

						燃料転換等による変化 ネンリョウテンカントウヘンカ				-8.406		-33.142		-21.483		1.183		-13.414		-33.782		-57.789		-143.381		-251.295		-206.965		-169.866		-78.856		-98.326		7.903		28.621		41.624		56.245		60.846		-59.701		-65.560		-27.464		-114.834		-2569.053				41.624		98.024		161.787		100.942		34.029		5.919		-111.329		-2580.682

										-0.1%		-0.4%		-0.3%		0.0%		-0.2%		-0.4%		-0.7%		-1.9%		-3.1%		-2.7%		-2.2%		-1.1%		-1.4%		0.1%		0.4%		0.6%		0.7%		0.8%		-0.8%		-0.9%		-0.4%		-1.6%		-34.6%				0.6%		1.5%		2.4%		1.5%		0.5%		0.1%		-1.7%		-38.5%

						購入電力分原単位変化 コウニュウデンリョクブンゲンタンイヘンカ				-32.594		52.719		57.627		0.000		78.317		81.080		-43.356		49.064		-36.912		124.153		-242.864		-67.726		-3.215		396.179		19.202		311.939		-50.615		-69.860		-49.753		-68.003		-95.087		0.000		-827.854				311.939		257.634		188.835		138.756		75.332		-17.026		-17.236		-772.143

										-0.4%		0.7%		0.7%		0.0%		1.0%		1.0%		-0.5%		0.6%		-0.5%		1.6%		-3.2%		-0.9%		-0.0%		5.8%		0.3%		4.3%		-0.7%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.3%		0.0%		-11.1%				4.7%		3.8%		2.8%		2.1%		1.1%		-0.3%		-0.3%		-11.5%

						※検算 ケンザン				386.160		-178.172		35.936		132.972		-2.339		155.708		-288.362		356.080		-301.087		54.913		-416.371		-168.712		-245.214		295.821		202.006		271.673		-254.488		60.043		-79.539		4.422		-154.234		240.319		-6794.616				271.673		17.185		77.211		-2.329		2.094		-152.142		88.180		-6706.535

						※変化年度CO2原単位 ヘンカネンドゲンタンイ				7640.165		7980.983		7728.626		7744.399		7853.407		7845.517		7951.281		7644.033		7986.957		7690.796		7685.678		7232.036		7062.016		6837.937		7137.707		7295.725		7582.309		7321.163		7381.475		7293.358		7336.841		7264.307		7434.502				6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650

						※検算（パーセント） ケンザン				5.1%		-2.2%		0.5%		1.7%		-0.0%		2.0%		-3.6%		4.7%		-3.8%		0.7%		-5.4%		-2.3%		-3.5%		4.3%		2.8%		3.7%		-3.4%		0.8%		-1.1%		0.1%		-2.1%		3.3%		-91.4%				4.1%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.0%		-2.3%		1.3%		-100.0%

		【計算用データ（自動計算されます）】 ケイサンヨウジドウケイサン						調整後排出係数

										単位 タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド				基準年度 キジュンネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ						万ｔｏｎ		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2		0.0				118.29

				ＣＯ２排出原単位 ハイシュツゲンタンイ						t-CO2／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		6468.0		6686.3		7072.5		6894.3		6930.2		7063.2		7060.9		7216.6		6928.2		7284.3		6983.2		7038.1		6621.7		6453.0		6207.8		6503.6		6705.6		6977.3		6722.8		6782.9		6703.3		6707.8		6553.5		6793.8		0.0				6705.6497086535

				ＣＯ２排出量（基礎排出係数）						万t-CO2 マン		156.850		130.382		124.555		115.686		112.359		109.050		106.185		101.171		96.787		98.484		93.854		92.471		83.844		78.280		75.860		80.005		79.321		82.346		77.897		78.299		77.030		73.999		69.964		67.422		0.000				79.3211304037

						ＣＯ２排出量（購入電力分） コウニュウデンリョクブン				万t-CO2 マン		28.913		18.994		17.275		17.390		16.969		16.637		16.575		17.383		17.035		16.215		15.668		16.701		15.493		13.610		13.987		18.641		18.267		22.935		21.243		20.424		19.578		19.143		17.263		16.431		0.000				18.2673542194

						ＣＯ２排出量（その他分） タブン				万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

				①総エネルギー使用量（熱量換算） ソウシヨウリョウネツリョウカンサン						GJ		26007736.820		21991645.300		21080433.460		19595150.000		18839977.000		18301182.860		17590396.130		16696033.970		16264079.480		16612897.220		16490051.710		16408130.840		15953867.000		15200687.200		15027467.831		14870631.411		14630494.216		14427361.559		13635631.600		13724328.998		13721104.490		13453640.162		12954537.256		12690115.759		0.000				14630494.21592

						②購入電力使用量（熱量換算） コウニュウデンリョクシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		7204062.350		5392025.570		5070216.100		4844015.410		4472482.100		4384937.160		4065805.430		3978438.870		4038701.580		3691506.420		3680171.910		3542568.840		3989323.800		3712942.800		3826626.992		3779214.534		3657268.631		3836201.066		3649812.991		3647861.525		3598353.992		3660392.535		3493632.310		3325286.505		0.000				3657268.63062

						③その他エネルギー使用量（熱量換算） タシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		18803674.470		16599619.730		16010217.360		14751134.590		14367494.900		13916245.700		13524590.700		12717595.100		12225377.900		12921390.800		12809879.800		12865562.000		11964543.200		11487744.400		11200840.840		11091416.877		10973225.585		10591160.493		9985818.609		10076467.474		10122750.498		9793247.628		9460904.945		9364829.254		0.000				10973225.5853

				①／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		107248.399		112778.651		119698.950		116776.818		116203.335		118537.656		116968.542		119093.802		116421.471		122876.459		122693.837		124885.021		125998.599		125307.895		122974.369		120883.619		123683.272		122245.885		117681.041		118890.723		119405.219		121952.601		121344.745		127872.992		0.000				123683.271755178

				②／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		29707.474		27651.654		28789.709		28867.791		27585.880		28401.452		27035.851		28378.441		28909.818		27304.042		27382.231		26963.082		31506.418		30607.896		31314.460		30721.300		30917.817		32504.890		31499.369		31600.590		31313.969		33180.194		32724.744		33507.522		0.000				30917.8174876997

				③／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		77540.926		85126.997		90909.241		87909.026		88617.456		90136.204		89932.691		90715.361		87511.653		95572.417		95311.606		97921.938		94492.181		94699.999		91659.909		90162.319		92765.454		89740.995		86181.672		87290.133		88091.250		88772.407		88620.000		94365.470		0.000				92765.4542674782

				全エネルギーのＣＯ２排出係数（熱量当たり） ゼンハイシュツケイスウネツリョウア						万t-CO2／GJ マン		0.000006031		0.000005929		0.000005909		0.000005904		0.000005964		0.000005959		0.000006037		0.000006060		0.000005951		0.000005928		0.000005692		0.000005636		0.000005255		0.000005150		0.000005048		0.000005380		0.000005422		0.000005708		0.000005713		0.000005705		0.000005614		0.000005500		0.000005401		0.000005313		0.000000000				0.0000054216

				熱量当たりのＣＯ２排出係数 ネツリョウアハイシュツケイスウ																																																												0

						購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり） コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウア				万t-CO2／GJ マン		0.000004013		0.000003523		0.000003407		0.000003590		0.000003794		0.000003794		0.000004077		0.000004369		0.000004218		0.000004393		0.000004258		0.000004714		0.000003884		0.000003666		0.000003655		0.000004933		0.000004995		0.000005978		0.000005820		0.000005599		0.000005441		0.000005230		0.000004941		0.000004941		0.000000000				0.0000049948

						その他エネルギーのＣＯ２排出係数 タハイシュツケイスウ				万t-CO2／GJ マン		0.000006804		0.000006710		0.000006701		0.000006664		0.000006639		0.000006641		0.000006626		0.000006588		0.000006523		0.000006367		0.000006104		0.000005889		0.000005713		0.000005629		0.000005524		0.000005533		0.000005564		0.000005609		0.000005673		0.000005744		0.000005676		0.000005601		0.000005570		0.000005445		0.000000000				0.0000055639

				購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり）：総エネルギー使用量に対する購入電力使用量の割合を利用 コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウアソウシヨウリョウタイコウニュウデンリョクシヨウリョウワリアイリヨウ								0.000001112		0.000000864		0.000000819		0.000000887		0.000000901		0.000000909		0.000000942		0.000001041		0.000001047		0.000000976		0.000000950		0.000001018		0.000000971		0.000000895		0.000000931		0.000001254		0.000001249		0.000001590		0.000001558		0.000001488		0.000001427		0.000001423		0.000001333		0.000001295		0.000000000				0.0000012486

				その他エネルギーのＣＯ２排出係数：総エネルギー使用量に対するその他エネルギー使用量の割合を使用 タハイシュツケイスウソウシヨウリョウタイタシヨウリョウワリアイシヨウ								0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173



入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映され、この係数を基に要因分析が出力されます。

提出前に、原単位の桁数をご確認ください。
ここでは、CO2排出量を万t-CO2を前提として計算していますが、適宜、24行目、26行目、28行目の計算式を修正してください。

入力（基礎）で選択された2020年目標の基準年度が自動的に反映されます。BAU目標の場合には空欄となり、基準年度からの要因分析は出力されません。



		

				エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析 ショウヒリョウゲンタンイヨウインブンセキ

								単位 タンイ		97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				エネルギー消費量の増減 ショウヒリョウ				（万kl）		-2.351		-3.832		-1.948		-1.390		-1.834		-2.307		-1.114		0.900		-0.317		-0.211		-1.172		-1.943		-0.447		-0.405		-0.620		-0.524		-2.043		0.229		-0.008		-0.690		-1.288		-0.682		-32.740				-0.524		-2.567		-2.338		-2.346		-3.036		-4.324		-5.006		-37.747

										-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-1.9%		-3.7%		-2.0%		-100.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				3.144		-1.265		-0.240		0.930		-0.609		0.769		-0.963		2.252		-0.063		0.743		0.364		-0.216		-0.736		-0.664		0.854		-0.438		-1.365		0.360		0.153		0.725		-0.167		1.671		0.000				-0.438		-1.794		-1.427		-1.268		-0.493		-0.644		1.073		0.000

										5.5%		-2.3%		-0.5%		1.9%		-1.3%		1.7%		-2.2%		5.4%		-0.1%		1.7%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.2%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		2.0%		-0.5%		5.0%		0.0%				-1.2%		-4.8%		-3.8%		-3.4%		-1.3%		-1.7%		2.8%		0.0%

						生産変動分 セイサンヘンドウブン				-5.495		-2.567		-1.708		-2.320		-1.225		-3.076		-0.151		-1.352		-0.254		-0.954		-1.536		-1.727		0.289		0.259		-1.474		-0.086		-0.678		-0.131		-0.161		-1.415		-1.120		-2.354		-32.740				-0.086		-0.772		-0.911		-1.078		-2.544		-3.680		-6.079		-37.747

										-9.7%		-4.7%		-3.4%		-4.8%		-2.6%		-6.8%		-0.4%		-3.2%		-0.6%		-2.2%		-3.6%		-4.2%		0.7%		0.7%		-3.8%		-0.2%		-1.8%		-0.4%		-0.5%		-4.0%		-3.2%		-7.0%		-100.0%				-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%		-100.0%

						※検算 ケンザン				-2.351		-3.832		-1.948		-1.390		-1.834		-2.307		-1.114		0.900		-0.317		-0.211		-1.172		-1.943		-0.447		-0.405		-0.620		-0.524		-2.043		0.229		-0.008		-0.690		-1.288		-0.682		-32.740				-0.524		-2.567		-2.338		-2.346		-3.036		-4.324		-5.006		-37.747

						※前年度（変化前の年度）のエネルギー消費量 ゼンネンドヘンカマエネンドショウヒリョウ				56.738		54.388		50.555		48.607		47.217		45.383		43.076		41.961		42.861		42.544		42.333		41.161		39.218		38.771		38.366		37.747		37.223		35.180		35.409		35.400		34.710		33.423		32.740				37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747

						※検算（パーセント） ケンザン				-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-1.9%		-3.7%		-2.0%		-100.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

										97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				エネルギー原単位の増減 ゲンタンイゾウゲン				（Kl/T）		178.544		-75.391		-14.796		60.225		-40.483		54.832		-68.946		166.539		-4.712		56.533		28.730		-17.820		-60.205		-53.941		72.231		-37.085		-117.773		31.210		13.274		65.722		-15.683		168.429		0.000				-37.085		-154.858		-123.648		-110.374		-44.651		-60.334		108.095		0.000

										6.1%		-2.4%		-0.5%		2.0%		-1.3%		1.8%		-2.2%		5.5%		-0.1%		1.8%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.3%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		21333.9%		-4984.4%		53799.2%		0.0%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.9%		3.4%		0.0%

						生産活動量の変化 セイサンカツドウリョウヘンカ				299.105		142.199		101.315		145.965		78.295		208.267		10.548		102.119		18.731		72.258		117.933		135.648		-23.364		-20.829		122.595		7.220		55.306		11.460		13.995		125.773		101.042		232.331		0.000				7.220		62.130		73.994		87.971		212.030		305.206		531.307		0.000

										10.3%		4.6%		3.4%		4.9%		2.6%		6.9%		0.3%		3.4%		0.6%		2.3%		3.7%		4.2%		-0.7%		-0.7%		3.9%		0.2%		1.8%		0.4%		0.5%		40826.8%		32113.6%		74210.7%		0.0%				0.2%		1.9%		2.3%		2.8%		6.6%		9.6%		16.7%		0.0%

						燃料消費量の変化 ネンリョウショウヒリョウヘンカ				-120.561		-217.590		-116.111		-85.739		-118.778		-153.436		-79.494		64.420		-23.442		-15.726		-89.203		-153.468		-36.841		-33.113		-50.364		-44.305		-173.079		19.750		-0.721		-60.051		-116.724		-63.902		-3299.123				-44.305		-216.988		-197.642		-198.345		-256.681		-365.540		-423.212		-3191.028

										-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-19492.9%		-37098.0%		-20411.5%		-1000000.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

						※検算 ケンザン				178.544		-75.391		-14.796		60.225		-40.483		54.832		-68.946		166.539		-4.712		56.533		28.730		-17.820		-60.205		-53.941		72.231		-37.085		-117.773		31.210		13.274		65.722		-15.683		168.429		-3299.123				-37.085		-154.858		-123.648		-110.408		-44.665		-60.353		108.129		-3192.028

						※変化年度エネルギー原単位 ヘンカネンドゲンタンイ				2909.689		3088.233		3012.842		2998.046		3058.272		3017.788		3072.620		3003.674		3170.213		3165.501		3222.034		3250.764		3232.944		3172.739		3118.797		3191.028		3153.944		3036.171		3067.381		0.308		0.315		0.313		0.330				3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028

						※検算（パーセント） ケンザン				6.1%		-2.4%		-0.5%		2.0%		-1.3%		1.8%		-2.2%		5.5%		-0.1%		1.8%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.3%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		21333.9%		-4984.4%		53799.2%		-1000000.0%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.9%		3.4%		-100.0%

		【計算用データ（自動計算されます）】 ケイサンヨウジドウケイサン

										単位 タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド				基準年度 キジュンネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ						万ｔｏｎ		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2		0.0				118.29

				ＣＯ２排出原単位 ハイシュツゲンタンイ						t-CO2／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		5275.7		5712.2		6091.6		5857.9		5883.6		5985.6		5958.7		5976.6		5708.8		6085.0		5817.4		5767.0		5398.1		5331.1		5063.2		4988.3		5161.4		5034.0		4889.5		5013.6		4999.6		4972.5		4936.5		5138.1		0.0				5161.3641207424

				ＣＯ２排出量（業界指定ケース）						万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

						ＣＯ２排出量（購入電力分） コウニュウデンリョクブン				万t-CO2 マン		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

						ＣＯ２排出量（その他分） タブン				万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

				①総エネルギー使用量（熱量換算） ソウシヨウリョウネツリョウカンサン						GJ		26007736.820		21991645.300		21080433.460		19595150.000		18839977.000		18301182.860		17590396.130		16696033.970		16264079.480		16612897.220		16490051.710		16408130.840		15953867.000		15200687.200		15027467.831		14870631.411		14630494.216		14427361.559		13635631.600		13724328.998		13721104.490		13453640.162		12954537.256		12690115.759		0.000				14630494.21592

						②購入電力使用量（熱量換算） コウニュウデンリョクシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		7204062.350		5392025.570		5070216.100		4844015.410		4472482.100		4384937.160		4065805.430		3978438.870		4038701.580		3691506.420		3680171.910		3542568.840		3989323.800		3712942.800		3826626.992		3779214.534		3657268.631		3836201.066		3649812.991		3647861.525		3598353.992		3660392.535		3493632.310		3325286.505		0.000				3657268.63062

						③その他エネルギー使用量（熱量換算） タシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		18803674.470		16599619.730		16010217.360		14751134.590		14367494.900		13916245.700		13524590.700		12717595.100		12225377.900		12921390.800		12809879.800		12865562.000		11964543.200		11487744.400		11200840.840		11091416.877		10973225.585		10591160.493		9985818.609		10076467.474		10122750.498		9793247.628		9460904.945		9364829.254		0.000				10973225.5853

				①／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		107248.399		112778.651		119698.950		116776.818		116203.335		118537.656		116968.542		119093.802		116421.471		122876.459		122693.837		124885.021		125998.599		125307.895		122974.369		120883.619		123683.272		122245.885		117681.041		118890.723		119405.219		121952.601		121344.745		127872.992		0.000				123683.271755178

				②／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		29707.474		27651.654		28789.709		28867.791		27585.880		28401.452		27035.851		28378.441		28909.818		27304.042		27382.231		26963.082		31506.418		30607.896		31314.460		30721.300		30917.817		32504.890		31499.369		31600.590		31313.969		33180.194		32724.744		33507.522		0.000				30917.8174876997

				③／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		77540.926		85126.997		90909.241		87909.026		88617.456		90136.204		89932.691		90715.361		87511.653		95572.417		95311.606		97921.938		94492.181		94699.999		91659.909		90162.319		92765.454		89740.995		86181.672		87290.133		88091.250		88772.407		88620.000		94365.470		0.000				92765.4542674782

				全エネルギーのＣＯ２排出係数（熱量当たり） ゼンハイシュツケイスウネツリョウア						万t-CO2／GJ マン		0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173

				熱量当たりのＣＯ２排出係数 ネツリョウアハイシュツケイスウ																																																												0

						購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり） コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウア				万t-CO2／GJ マン		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000				0

						その他エネルギーのＣＯ２排出係数 タハイシュツケイスウ				万t-CO2／GJ マン		0.000006804		0.000006710		0.000006701		0.000006664		0.000006639		0.000006641		0.000006626		0.000006588		0.000006523		0.000006367		0.000006104		0.000005889		0.000005713		0.000005629		0.000005524		0.000005533		0.000005564		0.000005609		0.000005673		0.000005744		0.000005676		0.000005601		0.000005570		0.000005445		0.000000000				0.0000055639

				購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり）：総エネルギー使用量に対する購入電力使用量の割合を利用 コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウアソウシヨウリョウタイコウニュウデンリョクシヨウリョウワリアイリヨウ								0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000				0

				その他エネルギーのＣＯ２排出係数：総エネルギー使用量に対するその他エネルギー使用量の割合を使用 タハイシュツケイスウソウシヨウリョウタイタシヨウリョウワリアイシヨウ								0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173



入力（基礎）で選択された2020年目標の基準年度が自動的に反映されます。BAU目標の場合には空欄となり、基準年度からの要因分析は出力されません。



		

				【別紙5-1】要因分析（CO2）																		基準年度比 キジュンネンドヒ

																						データシートリンク								要因振り分け用 ヨウインフワヨウ										グラフラベル用 ヨウ

				基準年度比 キジュンネンドヒ								前年度比 ゼンネンドヒ												基準年→19 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン								2012年度(基準年度)		2019年度 ネンド				2012年度(基準年度)		2019年度		2012年度(基準年度)		2019年度

																						CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ		-11.899		-15.0%						CO2排出量 ハイシュツリョウ		86.3		73.8				-		-		-		-

																						事業者の省エネ努力分		2.447		3.1%				①		事業者の省エネ努力分		2.447		0.000				79.47%		0.00		① +2.4		0

																						燃料転換等による変化		-2.118		-2.7%				②		燃料転換等による変化		0.000		2.118				0.00		14.14%		0		② -2.1

																						購入電力分原単位変化		0.632		0.8%				③		購入電力分原単位変化		0.632		0.000				20.53%		0.00		③ +0.6		0

																						生産変動分		-12.860		-16.2%				④		生産変動分		0.000		12.860				0.00		85.86%		0		④ -12.9

																																要因合計値 ヨウインゴウケイチ		3.079		14.978				CO2排出量の増減量 ハイシュツリョウリョウ		CO2排出量の増減率 ハイシュツリョウリツ		ラベル用 ヨウ

																																								-11.90		-15%		-12 (-15%)

																																						検算用 ケンザンヨウ		-12.52

																						前年度比 ゼンネンドヒ

																						データシートリンク								要因振り分け用 ヨウインフワヨウ										グラフラベル用 ヨウ

																								18 → 19		18 → 19								2018年度 ネンド		2019年度 ネンド				2018年度		2019年度		2018年度		2019年度

																						CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ		-2.542		-3.3%						CO2排出量 ハイシュツリョウ		77.6		73.8				-		-		-		-

																						事業者の省エネ努力分		3.602		4.6%				①		事業者の省エネ努力分		3.602		0.000				100.00%		0.00		① +3.6		0

																						燃料転換等による変化		-0.642		-0.8%				②		燃料転換等による変化		0.000		0.642				0.00		10.45%		0		② -0.6

																						購入電力分原単位変化		-0.485		-0.6%				③		購入電力分原単位変化		0.000		0.485				0.00		7.89%		0		③ -0.5

																						生産変動分		-5.018		-6.5%				④		生産変動分		0.000		5.018				0.00		81.66%		0		④ -5

																																要因合計値 ヨウインゴウケイチ		3.602		6.145				CO2排出量の増減量 ハイシュツリョウリョウ		CO2排出量の増減率 ハイシュツリョウリツ		ラベル用 ヨウ

																																								-2.54		-5%		-3 (-5%)





		



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分
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-3 (-5%)
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③ -0.5

④ -5



		

		実施した対策、投資額と削減効果 ジッシタイサクトウシガクサクゲンコウカ

				番号 バンゴウ		対策名 タイサクメイ		対策内容 タイサクナイヨウ		対策実施率 タイサクジッシリツ		投資額 トウシガク				削減効果①
（年間） サクゲンコウカネンカン				削減効果②
（投資期間全体） サクゲンコウカトウシキカンゼンタイ

												数量 スウリョウ		単位 タンイ		数量 スウリョウ		単位 タンイ		数量 スウリョウ		単位 タンイ				対策実施率 タイサクジッシリツ

		2018年度
まで ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1000		百万円 ヒャクマンエン		1.8		万ｔ-CO2 マン		14.4		万ｔ-CO2 マン		石塚 イシヅカ		2019年まで100％ ネン

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1940		百万円 ヒャクマンエン		0.4		万ｔ-CO2 マン		4.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ		2020年まで　0％と記入 ネンキニュウ

				3		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉部分修理） ブブン		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		242		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				4		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉全面修理） ゼンメンリ		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1478		百万円 ヒャクマンエン		0.4		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

		2019年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1400		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		178		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				3

				4

				5

		2020年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		900		百万円 ヒャクマンエン		0.2		万ｔ-CO2 マン		2.0		万ｔ-CO2 マン		石塚 イシヅカ

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		155		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				3		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		1350		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				4

				5

		2021年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		1400		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				2

				3

				4

				5

		※１　業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
※２　対策実施率は、業界内での対策の実施状況（最新設備の導入率等）を記載。
※３　2018年度実施の対策は必ず記入すること。 ギョウカイトクジュウヨウカンガタイサクマイトシドテイドキサイギョウカイナイタイサクトウキサイネンドジッシタイサクカナラキニュウ





		

		クレジット等の活用実績 トウカツヨウジッセキ

		○クレジット合計（参考） ゴウケイサンコウ																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量（※） シュトクリョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		償却量 ショウキャクリョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○京都メカニズムクレジット キョウト																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量（※） シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○JCMクレジット																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量 シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○Ｊークレジット（国内クレジットも含む） コクナイフク																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量 シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。 キョウトセイフコウザショウキャクマエイテンリョウ





		

				業務部門（本社等オフィス）の対策と削減効果 ホンシャトウサクゲンコウカ

						対策項目 タイサクコウモク		削減効果 サクゲンコウカ

								CO2削減量（t-CO2/年） サクゲンリョウネン						エネルギー削減量（MJ/年) サクゲンリョウネン

								2019年度 ネンド		2018年度まで ネンド		2020年度以降 ネンドイコウ		2019年度 ネンド		2018年度まで ネンド		2020年度以降 ネンドイコウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0.00		6.48		0.00		0		126,756		0

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		0.00		2.49		0.00		0		48,807		0

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0.00		8.20		0.00		0		160,380		0

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		2.29		64.66		0.05		44,769		1,265,006		895

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		0.01		0.57		0.02		288		11,088		360

						照明の間引き ショウメイマビ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0.00		20.66		0.00		0		404,279		0

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0.00		14.23		0.00		0		278,370		0

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0.00		6.52		0.00		0		127,532		0

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0.00		1.42		0.00		0		27,750		0

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		0.00		161.66		0.00		0		3,162,827		0

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		50.60		0.00		0.00		990,000		0		0

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		0.00		0.12		0.00		0		2,402		0

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0.00		0.00		0.00		0		0		0

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		0.00		0.20		0.00		0		3,924		0







参考資料（エネルギー消費量・原単位の推移）

 エネルギー消費量は、生産量の減少と共に減少している。
 エネルギー消費原単位は、生産活動量の減退に伴い効率が悪化。

対策としては、溶解炉の設備統合や更新時のダウンサイジングにより
原単位の悪化を防止する。
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エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量見通し

エネルギー原単位見通し

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

0.2767008701

67.0999609956

0.2909689206

56.738444874

0.3088232911

54.3875183268

0.3012841895

50.555487

0.2998046046

48.60714066

0.3058271533

47.2170517788

0.3017788394

45.3832220154

0.3072620083

43.0757676426

0.3003673948

41.9613250584

0.3170212635

42.8612748276

0.3165500998

42.5443334118

0.3222033534

42.3329775672

0.3250763853

41.16097686

0.3232943685

39.217772976

0.3172738707

38.7708670044

0.311879738

38.3662290404

0.3191028411

37.7466750771

0.3153943835

37.2225928221

37.1

0.294

0.3036170855

35.1799295278

34.9

0.299

0.3067380665

35.4087688161

34.6

0.299

0.3080654655

35.4004495837

34.3

0.299

0.3146377095

34.7103916192

33.9

0.299

0.3130694418

33.4227061192

33.6

0.299

0.3299123202

32.7404986585

33.2

0.299

32.9

0.299

0.2990909091

32.9

0.299

29.9
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経済産業省　2020年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査　データシート（本体）

１．はじめに
　本エクセルファイルは、低炭素社会実行計画のフォローアップ調査票の別紙1～別紙8を作成するためのツールです。それぞれのシートのピンク色のセルはデータ入力部分を、緑色のセルは参照や自動計算により結果が表示される部分を意味しています。
　各業界におかれては、入力（基礎）、入力（業務）、【別紙1】～【別紙3】、【別紙6】～【別紙7】のタブの、ピンク色のセルに記入してください。
　
２．提出資料一覧
　各シートにデータを入力の上、エクセル形式の電子媒体で提出してください。シートを削除すると自動計算がうまく反映されませんので、データを記載していないシートであっても削除せずに提出をお願いします。
　別紙1～別紙8の表タイトルは以下の通りです。別紙4については、基準年度比の目標を設定している業種は別紙4-1を、BAU比の目標を設定している業種は別紙4-2をご提出いただき、別紙4-1、4-2のいずれかを提出いただくようお願いします。また、別紙5-1と別紙5‐2は要因分析となっていますが、これらの方式以外での要因分析の実施し、調査票に結果を記載いただいた場合には、別紙5-1と別紙5‐2にその旨のコメントを記載の上で提出してください。
別紙1　低炭素社会実行計画参加企業リスト　
別紙2　各企業の目標水準及び実績値
別紙3　前年度からの変更点
別紙4-1　生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し (基準年目標)
別紙4-2　生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO2排出量、CO2排出原単位の実績と見通し（BAU目標）
別紙5-1　CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析（実排出係数）
別紙5-2　エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析
別紙6　実施した対策、投資額と削減効果
別紙7　クレジット等の活用実績
別紙8　業務部門（本社等オフィス）における対策と削減効果

３．別紙の出力方法
　入力シートの記入が終わり、別紙1～別紙8までの記載が確認できましたら、「公開用」ボタンをクリックしてください。
　【別紙1】～【別紙8】で構成されるエクセルファイルが出力されます。出力された資料を審議会で使用します。
　この際、基準年度目標とBAU目標が同時に出力されてしまうため、目標指標に基づき不要なシートは削除します。
　なお、審議会開催後に経済産業省のホームページにおいてエクセル形式でも掲載する予定です。

４．参考グラフ等のシートについて
　
　昨年度より実績のグラフを自動で作成するシートを追加しています　。
　このフォーマットでのご提出を求めるものではございませんが、調査票作成の際のご参考としてご活用ください。

５．発熱量に関する注意点
2020年1月31日に改訂された総合エネルギー統計の標準発熱量・炭素排出係数を用いています。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html

発熱量に関する注意点
　2013年度総合エネルギー統計速報（2014年11月14日公表）より、ガス体の標準状態が変更されたことに伴い、過年度実績との整合性、制度の継続性の観点から、天然ガス及び都市ガスの標準発熱量を以下のように変更しています。

(2013-2017)
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）43.82 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）40.67 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.99 [GJ/kN㎥]

(2018-  )
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）38.38 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）42.45 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.20 [GJ/kN㎥]


6月に配布時のデータシートからの修正点

係数一覧シート
発熱量：2018年度以降 国内一般炭 0 → 24.25
　　　  2013年度-2017年度 天然ガス・都市ガス 小数点第3位以降を四捨五入して切り上げ
炭素排出係数：入力した係数に1年の期ずれが生じていたため、1999年度から2019年度の炭素排出係数を修正

入力（業務）シート
14行目 2018年度 → 2019年度
36行目 2019年度 → 2020年度
58行目 2017年度 → 2018年度

【参考 グラフ】要因分析シート
L5セル, M5セル (基準年→18) → (基準年 → 19)
L16セル, M16セル (17 → 18) → (18 → 19)
計算式のリンクを修正

公開用

公開用



入力（基礎）

		

				業界名： ギョウカイメイ		日本ガラスびん協会		コード：		19		←コードのシートから該当する番号を記入 ガイトウバンゴウキニュウ

		（０）【全業種対応】 基礎情報 ゼンギョウシュタイオウキソジョウホウ

				目標指標 (2020年度目標) モクヒョウシヒョウネンドモクヒョウ		CO₂排出量

				基準年度/BAU (2020年度目標) キジュンネンド		2012年度

				目標指標 (2030年度目標) モクヒョウシヒョウ		CO₂排出量

				基準年度/BAU (2030年度目標) キジュンネンド		2012年度

				団体加盟企業数 ダンタイカメイキギョウスウ		6

				計画参加企業数 ケイカクサンカキギョウスウ		6																																																各社集計値:98.665 カクシャシュウケイチ				集計部署、報告部署の差（委員会と協会によって） シュウケイブショホウコクブショサイインカイキョウカイ

																																																						びん協数値:99.24 キョウスウチ				びん協数値に合わせる（同じ数字を報告と合意したが、再度徹底の必要あり） キョウスウチアオナスウジホウコクゴウイサイドテッテイヒツヨウ

		（１）【全業種対応】 生産活動量 ゼンギョウシュタイオウセイサンカツドウリョウ																																																				差　　　　: 0.575 サ

						（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔｏｎ マン		242.5		195.0		176.11		167.80		162.13		154.39		150.39		140.19		139.70		135.20		134.40		131.39		126.62		121.31		122.20		123.02		118.29		118.02		115.87		115.44		114.91		110.32		106.76		99.24

				集計企業数 シュウケイキギョウスウ				5.0		5.0		5		5		5		5		5		5		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		（２）【全業種対応】 燃料使用量 ゼンギョウシュタイオウ

				燃料				エネルギー使用量

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭 ゲンリョウ		（t）

				国産一般炭		（t）

				輸入一般炭		（t）

				輸入無煙炭		（t）

				コークス		（t）

				原油		（kl）

				ガソリン		（kl）

				ナフサ		（kl）

				ジェット燃料		（kl）

				灯油		（kl）		6,558.00		4,132.00		4,683.00		4,305.00		4,238.00		4,138.00		3,868.00		1,438.00		1,517.00		1,706.00		1,755.00		1,908.00		1,657.00		1,014.00		670.12		623.01		568.94		607.09		511.00		522.41		146.25		739.36		157.20		138.59

				軽油		（kl）

				A重油		（kl）																														2,912.60		1,313.20		1,101.00		28,640.00		27,722.80		23,154.75		23,082.64		26,768.97		25,686.67		14,027.05

				B重油		（kl）

				C重油		（kl）		339,539.00		299,871.00		288,330.00		259,901.00		244,118.00		237,133.00		228,438.00		213,796.00		196,201.00		182,974.00		145,539.00		113,500.00		80,699.00		66,718.00		48,870.76		50,869.50		54,589.89		29,900.21		34,381.75		45,967.82		39,315.67		26,464.01		23,101.33		19,575.95

				潤滑油		（kl）

				その他石油製品		（t）

				オイルコークス		（t）

				LPG		（t）		57,929.00		16,291.00		15,594.00		12,301.00		13,125.00		11,797.00		10,784.00		6,799.00		5,829.00		4,119.00		524.00		439.00		292.00

				天然ガス		（kNm3）

				LNG		（t）																														2,923.69		2,941.60		2,872.93		3,024.60		3,131.55		3,182.54		5,143.04		5,210.17		5,326.00		5,308.47

				都市ガス		（kNm3）		41,129.00		79,471.00		77,046.00		79,114.00		82,077.00		79,896.00		80,667.00		82,925.00		89,915.00		111,226.00		147,785.00		178,964.00		189,902.00		193,193.00		197,657.29		194,758.10		188,953.53		178,766.14		161,887.04		157,020.11		162,220.94		163,082.25		162,883.52		174,340.80

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

				購入電力量		（万kWh） マン		69,336.50		51,896.30		48,799.00		46,621.90		45,131.00		44,247.60		41,027.30		40,145.70		40,753.80		38,333.40		38,215.70		36,786.80		41,426.00		38,556.00		39,736.52		39,244.18		37,977.87		40,449.19		38,483.90		38,463.32		37,941.31		38,595.45		37,285.30		35,488.65		0.00

		（３） 【全業種対応】 エネルギー消費量及び電力排出係数 ゼンギョウシュタイオウショウヒリョウオヨデンリョクハイシュツケイスウ

				エネルギー消費量 ショウヒリョウ		原油換算ベース

				電力排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ		調整後排出係数

				（業界指定を選択した場合） ギョウカイシテイセンタクバアイ		（kgCO2/kWh）

		（４－１）【基準年度目標設定業種用】 生産活動量の見通し、低炭素社会実行計画の基準年度の実績、2020年度、2030年度の目標水準 キジュンネンドモクヒョウセッテイギョウシュヨウセイサンカツドウリョウミトオテイタンソシャカイジッコウケイカクキジュンネンドジッセキネンドネンドモクヒョウスイジュン

				活動指標 カツドウシヒョウ		単位 タンイ		2020年目標
基準年度
A ネンモクヒョウキジュンネンド		2020年度
生産活動見通し・目標水準
B ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		A-B		2030年目標
基準年度
A’ ネンモクヒョウキジュンネンド		2030年度
生産活動見通し・目標水準
C ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		A’-C

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔ マン		118.3		110.0		-		118.3		100.0		-

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンザン		万kl マン		37.7		32.9		4.8		37.7		29.9		7.8

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ						0.0						0.0

				エネルギー消費量（電力換算） ショウヒリョウデンリョクカンザン		万kWh マン

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		万kWh マン						0.0						0.0

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン		86.3		77.5		8.8		86.3		70.4		15.9

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン						0.0						0.0

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンザン		Kl/T		0.319		0.299		0.0		0.319		0.299		0.0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン								0.0						0.0

				エネルギー原単位（電力換算） ゲンタンイデンリョクカンザン

				エネルギー原単位（電力のみ） ゲンタンイデンリョク								0.0						0.0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ								0.0						0.0

				CO2原単位 （調整後排出係数）				0.730		0.705		0.0		0.730		0.704		0.0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)								0.0						0.0

				CO2原単位 (業界指定ケース)								0.0						0.0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%		46%		46%		0%		46%		46%		0.0

		（４－２）【基準年度目標設定業種用】 2020年度までの見通し キジュンネンドモクヒョウセッテイギョウシュヨウネンドミトオ

				活動指標 カツドウシヒョウ		単位 タンイ		2013年度
見通し ネンドミトオ		2014年度
見通し ネンドミトオ		2015年度
見通し ネンドミトオ		2016年度
見通し ネンドミトオ		2017年度
見通し ネンドミトオ		2018年度
見通し ネンドミトオ		2019年度
見通し ネンドミトオ		2020年度
見通し ネンドミトオ

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		万ｔ		126		116.9		115.8		114.7		113.5		112.3		111.1		110

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl		37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				エネルギー消費量（電力換算） ショウヒリョウデンリョクカンザン		万kWh

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2		82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		Kl/T		0.294		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				エネルギー原単位（電力換算） ゲンタンイデンリョクカンザン		0

				エネルギー原単位（電力のみ） ゲンタンイデンリョク		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		t-CO2/t		0.652		0.691		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		（５－１）【BAU目標設定業種のみ対応】 生産活動量の見通し、低炭素社会実行計画における2020年度、2030年度のBAU比削減目標 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウセイサンカツドウリョウミトオテイタンソシャカイジッコウケイカクネンドネンドヒサクゲンモクヒョウ

						単位 タンイ		2020年度
生産活動見通し・目標水準 ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン		2030年度
生産活動見通し・目標水準 ネンドセイサンカツドウミトオモクヒョウスイジュン

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl マン

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2 マン

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ

				CO2原単位 （調整後排出係数）

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)

				CO2原単位 (業界指定ケース)

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%

		（５－２）【BAU目標設定業種のみ対応】 BAU水準 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウスイジュン

						単位 タンイ		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		0

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

		（５－３）【BAU目標設定業種のみ対応】2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定 モクヒョウセッテイギョウシュタイオウソウテイ

						単位 タンイ		2013年度
見通し ネンドミトオ		2014年度
見通し ネンドミトオ		2015年度
見通し ネンドミトオ		2016年度
見通し ネンドミトオ		2017年度
見通し ネンドミトオ		2018年度
見通し ネンドミトオ		2019年度
見通し ネンドミトオ		2020年度
見通し ネンドミトオ

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ		0

				エネルギー消費量（原油換算） ショウヒリョウゲンユカンサン		万kl

				エネルギー消費量（熱量換算） ショウヒリョウネツリョウカンザン		TJ

				CO2排出量 （基礎排出係数） ハイシュツリョウキソ		万t-CO2

				CO2排出量 （調整後排出係数） ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				CO2排出量 (業界指定ケース) ハイシュツリョウ		万t-CO2

				エネルギー原単位（原油換算） ゲンタンイゲンユカンサン		0

				エネルギー原単位（熱量換算） ゲンタンイネツリョウカンザン		0

				CO2原単位 （基礎排出係数） ゲンタンイキソ		0

				CO2原単位 （調整後排出係数）		0

				CO2原単位 (固定ケース: 4.87 tCO2/万kWh)		0

				CO2原単位 (業界指定ケース)		0

				参加事業者のカバー率 サンカジギョウシャリツ		%



事務局：
必ず電力排出係数を選択してください。

事務局：
業界指定の電力排出係数を用いる場合には、このセルに係数を入力してください。

必ず単位を記入してください。

必ず単位を記入してください。

エネルギー消費が電力だけの場合には、「電力のみ」を選択してください。他の燃料を電力換算している場合には、電力換算ベースを選択してください。

事務局：
業界名、目標指標、基準年度またはBAUを選択してください。
複数の目標指標がある場合には、行を追加してください。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

事務局：
記入済み以外の燃料種を使用している場合には、燃料種を追加することができます。
実績値を購入電力量以下の行に追加し、実績値を入力した上で、「係数一覧」シートに発熱量及び炭素排出係数を入力することで、別紙4－1あるいは別紙4－2に自動的に反映されます。

事務局：
CO₂排出量、CO₂原単位を目標指標としている場合以外は、調整後排出係数を選択してください。

事務局：入力された生産活動量は、別紙4のエネルギー源単位、CO2原単位の計算にも使われます。
このため、別紙4の原単位を確認しつつ、調査票の目標指標とされている指標の単位と同一になるように適宜桁調整を行ってください。

ピンク色のセルは入力が必要なセルです。

単位を必ず入力してください。

桁数を適切に調整してください。

単位に合わせて実績値を入力してください。

記入済み以外の燃料種を追加する場合には、こちらに燃料種・単位を記入し実績値を記入してください。また、係数一覧シートに、対応する発熱量・炭素排出係数を入力することで、別紙4と別紙5にも反映されます。

緑のセルは自動的に計算されます。

単位に注意してください。
○：0.556 kgCO₂/kWh 
×：5.56 tCO₂/万kWh

[目標指標がエネルギー消費量・原単位の場合]
目標の単位と一致する欄にデータを入力してください。

単位を入力してください。

CO₂排出量、及びCO₂原単位の部分は、（３）で選択した電力排出係数と同じ項目のみ記入をお願いいたします。
該当しない排出係数の部分は記入いただく必要はございません。

例えば、BAU比300万t-CO₂の場合には、「300」と記入してください。

BAU比1％削減の場合には、（５－２）にBAU水準を記入し、そこから1％削減の水準を記入してください。

生産活動量を除き、目標指標のBAU水準のみを記入してください。
CO₂排出量、CO₂原単位の場合には、（３）で選択した電力排出係数と同一の行にBAU水準を入力してください。



コード

		

				コード								部門 ブモン		所管 ショカン		団体名 ダンタイメイ

				団体ID ダンタイ				指標ID シヒョウ

				1		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		電気事業連合会 デンキジギョウレンゴウカイ

				2		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		石油連盟 セキユレンメイ

				3		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		特定規模電気事業 トクテイキボデンキジギョウ

				4		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		日本ガス協会 ニホンキョウカイ

				5		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本鉄鋼連盟 ニホンテッコウレンメイ

				6		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本化学工業協会 ニホンカガクコウギョウキョウカイ

				7		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本製紙連合会 ニホンセイシレンゴウカイ

				8		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		電機・電子温暖化対策連絡会 デンキデンシオンダンカタイサクレンラクカイ

				9		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		セメント協会 キョウカイ

				10		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本自動車部品工業会 ニホンジドウシャブヒンコウギョウカイ

				11		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本自動車工業会・日本自動車車体工業会 ニホンジドウシャコウギョウカイニホンジドウシャシャタイコウギョウカイ

				12		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本鉱業協会 ニホンコウギョウキョウカイ

				13		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石灰製造工業会 セッカイセイゾウコウギョウカイ

				14		-		1				産業		経産		日本ゴム工業会

				15		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本アルミニウム協会 ニホンキョウカイ

				16		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本印刷産業連合会 ニホンインサツサンギョウレンゴウカイ

				17		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本染色協会 ニホンセンショクキョウカイ

				18		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		板硝子協会 イタガラスキョウカイ

				19		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本ガラスびん協会 ニホンキョウカイ

				20		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本電線工業会（光ファイバーケーブル） ニホンデンセンコウギョウカイ

				20		-		2				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本電線工業会（メタル電線） ニホンデンセンコウギョウカイデンセン

				21		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本ベアリング工業会 ニホンコウギョウカイ

				22		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本産業機械工業会 ニホンサンギョウキカイコウギョウカイ

				23		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本伸銅協会 ニホンシンドウキョウカイ

				24		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本建設機械工業会 ニホンケンセツキカイコウギョウカイ

				25		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石灰石鉱業協会 セッカイセキコウギョウキョウカイ

				26		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本工作機械工業会 ニホンコウサクキカイコウギョウカイ

				27		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本レストルーム工業会

				28		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		石油鉱業連盟 セキユコウギョウレンメイ

				29		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		プレハブ建築協会 ケンチクキョウカイ

				30		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		日本産業車両協会 ニホンサンギョウシャリョウキョウカイ

				31		-		1				産業 サンギョウ		財務 ザイム		ビール酒造組合 シュゾウクミアイ

				32		-		1				産業 サンギョウ		財務 ザイム		日本たばこ産業株式会社 ニホンサンギョウカブシキカイシャ

				33		-		1				産業 サンギョウ		厚労 コウロウ		日本製薬団体連合会・日本製薬鉱業協会 ニホンセイヤクダンタイレンゴウカイニホンセイヤクコウギョウキョウカイ

				34		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本スターチ・糖化工業会 ニホントウカコウギョウカイ

				35		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本乳業協会 ニホンニュウギョウキョウカイ

				36		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全国清涼飲料工業会 ゼンコクセイリョウインリョウコウギョウカイ

				37		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本パン工業会 ニホンコウギョウカイ

				38		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本缶詰びん詰レトルト食品協会

				39		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ビート糖業協会 ニホントウギョウキョウカイ

				40		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本植物油協会 ニホンショクブツユキョウカイ

				41		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全日本菓子協会 ゼンニホンカシキョウカイ

				42		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		精糖工業会 セイトウコウギョウカイ

				43		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本冷凍食品協会 ニホンレイトウショクヒンキョウカイ

				44		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ハム・ソーセージ工業協同組合 ニホンコウギョウキョウドウクミアイ

				45		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		製粉協会 セイフンキョウカイ

				46		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全日本コーヒー協会 ゼンニホンキョウカイ

				47		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本醤油協会 ニホンショウユキョウカイ

				48		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本即席食品工業協会 ニホンソクセキショクヒンコウギョウキョウカイ

				49		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 ニホンキョウカイ

				50		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 ゼンコクルイキョウカイ

				51		-		1				産業 サンギョウ		農水 ノウスイ		日本精米工業会 ニホンセイマイコウギョウカイ

				52		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本造船工業会・
日本中小型造船工業会 ニホンゾウセンコウギョウカイニホンチュウショウガタゾウセンコウギョウカイ

				53		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本舶用工業会 ニホンハクヨウコウギョウカイ

				54		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本鉄道車輌工業会 ニホンテツドウシャリョウコウギョウカイ

				55		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本建設業連合会 ニホンケンセツギョウレンゴウカイ

				56		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		住宅生産団体連合会 ジュウタクセイサンダンタイレンゴウカイ

				57		-		1				産業 サンギョウ		国交 コッコウ		日本マリン事業協会

				58		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本チェーンストア協会 ニホンキョウカイ

				59		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本フランチャイズチェーン協会 ニホンキョウカイ

				60		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本ショッピングセンター協会 ニホンキョウカイ

				61		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本百貨店協会 ニホンヒャッカテンキョウカイ

				62		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		大手家電流通協会 オオテカデンリュウツウキョウカイ

				63		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		情報サービス産業協会（オフィス部門） ジョウホウサンギョウキョウカイ

				63		-		2				業務 ギョウム		経産 ケイサン		情報サービス産業協会（データセンター部門） ジョウホウサンギョウキョウカイブモン

				64		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本チェーンドラッグストア協会 ニホンキョウカイ

				65		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本DIY協会 ニホンキョウカイ

				66		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本貿易会 ニホンボウエキカイ

				67		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		日本LPガス協会 ニホンキョウカイ

				68		-		1				業務 ギョウム		経産 ケイサン		リース事業協会 ジギョウキョウカイ

				69		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国銀行協会 ゼンコクギンコウキョウカイ

				70		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		生命保険協会 セイメイホケンキョウカイ

				71		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		日本損害保険協会 ニホンソンガイホケンキョウカイ

				72		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国信用金庫協会 ゼンコクシンヨウキンコキョウカイ

				73		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		全国信用組合中央協会 ゼンコクシンヨウクミアイチュウオウキョウカイ

				74		-		1				業務 ギョウム		金融 キンユウ		日本証券業協会 ニホンショウケンギョウキョウカイ

				75		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		電気通信事業者協会 デンキツウシンジギョウシャキョウカイ

				76		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		テレコムサービス協会 キョウカイ

				77		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本民間放送連盟 ニホンミンカンホウソウレンメイ

				78		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ

				79		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本ケーブルテレビ連盟 ニホンレンメイ

				80		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		衛星放送協会 エイセイホウソウキョウカイ

				81		-		1				業務 ギョウム		総務 ソウム		日本インターネットプロバイダー協会 ニホンキョウカイ

				82		-		1				業務 ギョウム		文科 モンカ		全私学連合 ゼンシガクレンゴウ

				83		-		1				業務 ギョウム		厚労 コウロウ		日本生活協同組合連合会 ニホンセイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				84		-		1				業務 ギョウム		厚労 コウロウ		日本医師会・４病院団体協議会 ニホンイシカイビョウインダンタイキョウギカイ

				85		-		1				業務 ギョウム		農水 ノウスイ		日本加工食品卸協会 ニホンカコウショクヒンオロシキョウカイ

				86		-		1				業務 ギョウム		農水 ノウスイ		日本フードサービス協会 ニホンキョウカイ

				87		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本倉庫協会 ニホンソウコキョウカイ

				88		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本冷蔵倉庫協会 ニホンレイゾウソウコキョウカイ

				89		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本ホテル協会 ニホンキョウカイ

				90		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本旅館協会 ニホンリョカンキョウカイ

				91		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本自動車整備振興会連合会 ニホンジドウシャセイビシンコウカイレンゴウカイ

				92		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		不動産協会 フドウサンキョウカイ

				93		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		全国産業廃棄物連合会 ゼンコクサンギョウハイキブツレンゴウカイ

				94		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		日本新聞協会 ニホンシンブンキョウカイ

				95		-		1				業務 ギョウム		環境 カンキョウ		全国ペット協会 ゼンコクキョウカイ

				96		-		1				業務 ギョウム		警察 ケイサツ		全日本遊技事業協同組合連合会 ゼンニホンユウギジギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ

				97		-		1				業務 ギョウム		警察 ケイサツ		全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 ゼンニホンシセツエイギョウシャキョウカイレンゴウカイ

				98		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本船主協会 ニホンセンシュキョウカイ

				99		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全日本トラック協会 ゼンニホンキョウカイ

				100		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		定期航空協会 テイキコウクウキョウカイ

				101		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本内航海運組合総連合会 ニホンナイコウカイウンクミアイソウレンゴウカイ

				102		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本旅客船協会 ニホンリョキャクセンキョウカイ

				103		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全国ハイヤー・タクシー連合会 ゼンコクレンゴウカイ

				104		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本バス協会 ニホンキョウカイ

				105		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本民営鉄道協会 ニホンミンエイテツドウキョウカイ

				106		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR東日本 ヒガシニホン

				107		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR西日本 ニシニホン

				108		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR東海 トウカイ

				109		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		日本港運協会 ニホンコウウンキョウカイ

				110		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR貨物 カモツ

				111		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR九州 キュウシュウ

				112		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR北海道 ホッカイドウ

				113		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		全国通運連盟 ゼンコクツウウンレンメイ

				114		-		1				運輸 ウンユ		国交 コッコウ		JR四国 シコク

				115		-		1				業務 ギョウム		国交 コッコウ		日本ビルヂング協会連合会 ニホンキョウカイレンゴウカイ

				116		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		炭素協会 タンソキョウカイ

				117		-		1				エネ転 テン		経産 ケイサン		電気事業低炭素社会協議会

				118		-		1				産業 サンギョウ		経産 ケイサン		電線工業会(合算) デンセンコウギョウカイガッサン





係数一覧

		(1) 発熱量等の係数

				燃料				平均発熱量（GJ／単位） ヘイキンハツネツリョウタンイ

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度BAU ネンド

				輸入原料炭		（t）		31.81		31.81		31.81		31.81		28.90		28.90		28.90		28.90		28.90		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		29.00		28.79		28.79		28.79		28.79		28.79		28.74		28.74

				国産一般炭		（t）		24.28		24.28		24.28		24.28		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		22.50		25.28		25.28		25.28		25.28		25.28		24.25		24.25

				輸入一般炭		（t）		25.95		25.95		25.95		25.95		26.60		26.60		26.60		26.60		26.60		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.70		25.97		25.97		25.97		25.97		25.97		26.08		26.08

				輸入無煙炭		（t）		27.21		27.21		27.21		27.21		27.20		27.20		27.20		27.20		27.20		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80		27.80

				コークス		（t）		30.14		30.14		30.14		30.14		30.10		30.10		30.10		30.10		30.10		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.40		29.18		29.18		29.18		29.18		29.18		29.01		29.01

				原油		（kl）		38.72		38.72		38.72		38.72		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		38.28		38.28		38.28		38.28		38.28		38.26		38.26

				ガソリン		（kl）		35.16		35.16		35.16		35.16		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		33.37		33.37		33.37		33.37		33.37		33.36		33.36

				ナフサ		（kl）		33.49		33.49		33.49		33.49		34.10		34.10		34.10		34.10		34.10		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31		33.31

				ジェット燃料		（kl）		36.42		36.42		36.42		36.42		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.34		36.34		36.34		36.34		36.34		36.30		36.30

				灯油		（kl）		37.26		37.26		37.26		37.26		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.70		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49		36.49

				軽油		（kl）		38.51		38.51		38.51		38.51		38.20		38.20		38.20		38.20		38.20		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		37.70		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04		38.04

				A重油		（kl）		38.93		38.93		38.93		38.93		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		39.10		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90		38.90

				B重油		（kl）		40.19		40.19		40.19		40.19		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40		40.40

				C重油		（kl）		41.02		41.02		41.02		41.02		41.70		41.70		41.70		41.70		41.70		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.90		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78		41.78

				潤滑油		（kl）		40.19		40.19		40.19		40.19		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20		40.20

				その他石油製品		（t）		42.28		42.28		42.28		42.28		42.30		42.30		42.30		42.30		42.30		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		41.87		41.87		41.87		41.87		41.87		40.00		40.00

				オイルコークス		（t）		35.58		35.58		35.58		35.58		35.60		35.60		35.60		35.60		35.60		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		29.90		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29		33.29

				LPG		（t）		50.23		50.23		50.23		50.23		50.20		50.20		50.20		50.20		50.20		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.80		50.06		50.06		50.06		50.06		50.06		50.08		50.08

				天然ガス		（kNm3）		41.02		41.02		41.02		41.02		40.90		40.90		40.90		40.90		40.90		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.50		43.82		43.82		43.82		43.82		43.82		42.45		42.45

				LNG		（t）		54.42		54.42		54.42		54.42		54.50		54.50		54.50		54.50		54.50		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.60		54.48		54.48		54.48		54.48		54.48		54.70		54.70

				都市ガス		（kNm3）		41.86		41.86		41.86		41.86		41.10		41.10		41.10		41.10		41.10		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.80		44.98		44.98		44.98		44.98		44.98		44.20		44.20

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				購入電力量		（万kWh）		103.90		103.90		103.90		103.90		99.10		99.10		99.10		99.10		99.10		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		96.30		94.84		94.84		94.84		94.84		94.84		93.70		93.70

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0

				0		0
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				0		0

		(2) 炭素排出係数 タンソハイシュツケイスウ

				燃料				炭素排出係数（万t-C/PJ） タンソハイシュツケイスウマン

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度BAU ネンド

				輸入原料炭		（万t-C/PJ）		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46

				国産一般炭		（万t-C/PJ）		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.42		2.42

				輸入一般炭		（万t-C/PJ）		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.43		2.43

				輸入無煙炭		（万t-C/PJ）		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59

				コークス		（万t-C/PJ）		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		2.99		2.99

				原油		（万t-C/PJ）		1.91		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.91		1.90		1.91		1.91		1.91		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90

				ガソリン		（万t-C/PJ）		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87

				ナフサ		（万t-C/PJ）		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86

				ジェット燃料		（万t-C/PJ）		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86

				灯油		（万t-C/PJ）		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87

				軽油		（万t-C/PJ）		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88

				A重油		（万t-C/PJ）		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93

				B重油		（万t-C/PJ）		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

				C重油		（万t-C/PJ）		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02

				潤滑油		（万t-C/PJ）		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99

				その他石油製品		（万t-C/PJ）		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04

				オイルコークス		（万t-C/PJ）		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45

				LPG		（万t-C/PJ）		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64

				天然ガス		（万t-C/PJ）		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.39		1.39

				LNG		（万t-C/PJ）		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.39		1.39

				都市ガス		（万t-C/PJ）		1.44		1.43		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.41		1.41		1.41		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				購入電力量		（万t-C/PJ）		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

				0		（万t-C/PJ）

		(3) 電力排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ

				電力 デンリョク				受電端ケース ジュデンタン

				種類 シュルイ		単位 タンイ		1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度BAU ネンド

				基礎排出係数 キソハイシュツケイスウ		（tCO2/万kWh） マン		4.17		3.66		3.54		3.73		3.76		3.76		4.04		4.33		4.18		4.23		4.10		4.54		4.45		4.13		4.13		5.09		5.69		5.67		5.53		5.34		5.18		4.97		4.61		4.61

				調整後排出係数 チョウセイゴハイシュツケイスウ		（tCO2/万kWh） マン		4.17		3.66		3.54		3.73		3.76		3.76		4.04		4.33		4.18		4.23		4.10		4.54		3.74		3.53		3.52		4.75		4.81		5.67		5.52		5.31		5.16		4.96		4.63		4.63

				固定ケース コテイ		（tCO2/万kWh） マン		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87

				業界指定ケース ギョウカイシテイ		（tCO2/万kWh） マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		(4) 原油換算率 ゲンユカンサンリツ																																																				2018年の係数を仮入力 ネンケイスウカリニュウリョク

				種類 シュルイ		単位 タンイ

				原油換算率 ゲンユカンサンリツ		kl/GJ		0.0258



事務局：
2020年1月31日に改訂された総合エネルギー統計の標準発熱量・炭素排出係数を用いています。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html

発熱量に関する注意点
　2013年度総合エネルギー統計速報（2014年11月14日公表）より、ガス体の標準状態が変更されたことに伴い、過年度実績との整合性、制度の継続性の観点から、天然ガス及び都市ガスの標準発熱量を以下のように変更しています。

(2013-2017)
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）43.82 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）40.67 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.99 [GJ/kN㎥]

(2018-  )
　　＜天然ガス＞　（総合エネルギー統計）38.38 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）42.45 [GJ/kN㎥]
　　＜都市ガス＞　（総合エネルギー統計）39.62 [GJ/k㎥-SATP]　→　（本データシート）44.20 [GJ/kN㎥]

2019年度の基礎排出係数と調整後排出係数は追って通知します

記入済み以外の燃料種を追加する場合には、「係数一覧」シートに燃料種・単位を記入し、発熱量・炭素排出係数を入力してください。
（こちらは発熱量の入力欄のみを示していますが、同シート下方に炭素排出係数を入力する行があります。）

事務局：
○炭素排出係数
2020年4月に公表された「日本国温室効果ガスインベントリ報告書（NIR）」で掲載されている「エネルギー源別炭素排出係数」を使用しています。（Page3-15）
http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/2020/NIR-JPN-2020-v3.0_J_GIOweb.pdf



発熱量

				【自動計算されます】 ジドウケイサン

				燃料				発熱量（PJ） ハツネツリョウ

				燃料種 ネンリョウシュ		（単位） タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				国産一般炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入一般炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入無煙炭		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				コークス		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				原油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ガソリン		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ナフサ		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ジェット燃料		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				灯油		（kl）		0.24		0.15		0.17		0.16		0.16		0.15		0.14		0.05		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.04		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.03		0.01		0.01		0.00

				軽油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				A重油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.11		0.05		0.04		1.11		1.08		0.90		0.90		1.04		1.00		0.55		0.00

				B重油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				C重油		（kl）		13.93		12.30		11.83		10.66		10.18		9.89		9.53		8.92		8.18		7.67		6.10		4.76		3.38		2.80		2.05		2.13		2.29		1.25		1.44		1.92		1.64		1.11		0.97		0.82		0.00

				潤滑油		（kl）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				その他石油製品		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				オイルコークス		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LPG		（t）		2.91		0.82		0.78		0.62		0.66		0.59		0.54		0.34		0.29		0.21		0.03		0.02		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				天然ガス		（kNm3）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LNG		（t）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.28		0.28		0.29		0.29		0.00

				都市ガス		（kNm3）		1.72		3.33		3.23		3.31		3.37		3.28		3.32		3.41		3.70		4.98		6.62		8.02		8.51		8.66		8.86		8.73		8.47		8.04		7.28		7.06		7.30		7.34		7.20		7.71		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				購入電力量		（万kWh）		7.20		5.39		5.07		4.84		4.47		4.38		4.07		3.98		4.04		3.69		3.68		3.54		3.99		3.71		3.83		3.78		3.66		3.84		3.65		3.65		3.60		3.66		3.49		3.33		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				小計 ショウケイ				26.01		21.99		21.08		19.60		18.84		18.30		17.59		16.70		16.26		16.61		16.49		16.41		15.95		15.20		15.03		14.87		14.63		14.43		13.64		13.72		13.72		13.45		12.95		12.69		0.00

								1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				原油換算エネルギー量（ｋｌ） ゲンユカンサンリョウ				670999.609956		567384.44874		543875.183268		505554.87		486071.4066		472170.517788		453832.220154		430757.676426		419613.250584		428612.748276		425443.334118		423329.775672		411609.7686		392177.72976		387708.670043928		383662.2904038		377466.750770736		372225.928221478		351799.295277523		354087.68816099		354004.495836943		347103.916191829		334227.061192416		327404.98658478		0

				　原油換算（電力以外：ｋｌ） ゲンユカンサンデンリョクイガイ				485134.801326		428270.189034		413063.607888		380579.272422		370681.36842		359039.13906		348934.44006		328113.95358		315414.74982		333371.88264		330494.89884		331931.4996		308685.21456		296383.80552		288981.69366168		286158.5554266		283109.22010074		273251.940724044		257634.120118908		259972.860819396		261166.962839628		252665.788791306		244091.347590288		241612.59475578		0

				　原油換算（電力：ｋｌ） ゲンユカンサンデンリョク				185864.80863		139114.259706		130811.57538		124975.597578		115390.03818		113131.378728		104897.780094		102643.722846		104198.500764		95240.865636		94948.435278		91398.276072		102924.55404		95793.92424		98726.976382248		97503.7349772		94357.530669996		98973.9874974336		94165.1751586152		94114.8273415944		92837.5329973152		94438.1274005232		90135.713602128		85792.391829		0

								換算係数 カンサンケイスウ		PJ→kWh		94.84





CO2量

				【自動計算されます】 ジドウケイサン

				燃料		CO2排出量（万t-CO2） ハイシュツリョウマン

				燃料種 ネンリョウシュ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

				輸入原料炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				国産一般炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入一般炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				輸入無煙炭		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				コークス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				原油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ガソリン		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ナフサ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				ジェット燃料		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				灯油		1.66		1.04		1.18		1.09		1.06		1.03		0.96		0.36		0.38		0.42		0.44		0.47		0.41		0.25		0.17		0.16		0.14		0.15		0.13		0.13		0.04		0.18		0.04		0.03		0.00

				軽油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				A重油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.79		0.36		0.30		7.88		7.63		6.37		6.35		7.37		7.07		3.86		0.00

				B重油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				C重油		99.58		87.95		84.57		76.23		72.79		70.70		68.11		63.74		58.50		54.82		43.60		34.00		24.18		19.99		14.64		15.24		16.35		9.25		10.64		14.22		12.17		8.19		7.15		6.06		0.00

				潤滑油		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				その他石油製品		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				オイルコークス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LPG		17.60		4.95		4.74		3.74		3.99		3.58		3.28		2.06		1.77		1.27		0.16		0.13		0.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				天然ガス		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				LNG		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.82		0.82		0.81		0.85		0.88		0.89		1.44		1.46		1.48		1.48		0.00

				都市ガス		9.09		17.44		16.79		17.24		17.56		17.10		17.26		17.62		19.11		25.76		33.99		41.16		43.67		44.43		45.46		44.79		43.45		41.28		37.38		36.26		37.46		37.66		36.96		39.56		0.00

				購入電力量（基礎排出係数）		28.91		18.99		17.27		17.39		16.97		16.64		16.58		17.38		17.04		16.22		15.67		16.70		18.43		15.92		16.41		19.98		21.61		22.93		21.28		20.54		19.65		19.18		17.19		16.36		0.00

				購入電力量（調整後排出係数）		28.91		18.99		17.27		17.39		16.97		16.64		16.58		17.38		17.04		16.22		15.67		16.70		15.49		13.61		13.99		18.64		18.27		22.93		21.24		20.42		19.58		19.14		17.26		16.43		0.00

				購入電力量（固定ケース）		33.77		25.27		23.77		22.70		21.98		21.55		19.98		19.55		19.85		18.67		18.61		17.92		20.17		18.78		19.35		19.11		18.50		19.70		18.74		18.73		18.48		18.80		18.16		17.28		0.00

				購入電力量（業界指定ケース）		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				小計（基礎排出） ショウケイキソハイシュツ		156.85		130.38		124.55		115.69		112.36		109.05		106.19		101.17		96.79		98.48		93.85		92.47		86.79		80.59		78.28		81.34		82.66		82.35		77.94		78.41		77.11		74.04		69.89		67.35		0.00

				小計（調整後） ショウケイチョウセイゴ		156.85		130.38		124.55		115.69		112.36		109.05		106.19		101.17		96.79		98.48		93.85		92.47		83.84		78.28		75.86		80.01		79.32		82.35		77.90		78.30		77.03		74.00		69.96		67.42		0.00

				小計（固定） ショウケイコテイ		161.70		136.66		131.05		121.00		117.37		113.96		109.59		103.34		99.60		100.94		96.80		93.68		88.53		83.45		81.22		80.48		79.55		79.11		75.40		76.61		75.93		73.65		70.86		68.27		0.00

				小計（業界指定） ショウケイギョウカイシテイ		127.94		111.39		107.28		98.30		95.39		92.41		89.61		83.79		79.75		82.27		78.19		75.77		68.35		64.67		61.87		61.36		61.05		59.41		56.65		57.88		57.45		54.86		52.70		50.99		0.00





入力（業務）

		

		業務部門の対策入力シート ギョウムブモンタイサクニュウリョク

				１．企業（業界）の基本情報【記載】 キギョウギョウカイキホンジョウホウキサイ

								全床面積 ゼンユカメンセキ				エネルギー使用量（推定）　※自動計算   単位：MJ シヨウリョウスイテイジドウケイサンタンイ

												全体 ゼンタイ				照明分 ショウメイブン				空調分 クウチョウブン												昇降機稼働 ショウコウキカドウ

																								うち冷房分 レイボウブン				うち暖房分 ダンボウブン

				企業（業界）の基本情報 キギョウギョウカイキホンジョウホウ				19,041		ｍ２		33,474,078				7,026,129				4,855,455				2,841,821				2,013,634				647,394				注1：エネルギー使用量の内訳は全体の一部なので、合計しても全体にはならない。 チュウシヨウリョウウチワケゼンタイイチブゴウケイゼンタイ

								エネルギー原単位
（MJ/m2・年） ゲンタンイネン				1,758				369				255				149				106				34				注2：エネルギー使用量の原単位は一般的なオフィスビルの原単位である。
出所：省エネルギーセンター(2009)「オフィスビルの省エネルギー」 チュウシヨウリョウゲンタンイイッパンテキゲンタンイシュッショ

				２．（１）2019年度対策導入量【記載】　※2019年度に導入された対策の導入量を記載すること。 ネンドタイサクドウニュウリョウキサイネンドドウニュウタイサクドウニュウリョウキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						0		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		500		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						4		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		0		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						0		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														110,000		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						0		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						0		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンニチアキニュウ

				２．（２）2020年度以降の対策導入量【記載】　※2020年度以降で導入予定分を記載すること。 ネンドイコウタイサクドウニュウリョウキサイネンドイコウドウニュウヨテイブンキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						0		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		10		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						5		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		0		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						0		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						0		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						0		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンツイタチアキニュウ

				２．（３）2018年度までの対策導入量【記載】　※2018年度までの累積導入量を記載すること。 ネンドタイサクドウニュウリョウキサイネンドルイセキドウニュウリョウキサイ

						対策項目 タイサクコウモク		対象床面積 タイショウユカメンセキ				実施台数・規模 ジッシダイスウキボ				実施割合 ジッシワリアイ				エネルギー量 リョウ				備考（入力内容） ビコウニュウリョクナイヨウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		14,313		ｍ２														消灯を実施している事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウトウジッシジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ						986		台 ダイ										電源OFF対策を実施しているパソコンの台数を記入。 デンゲンタイサクジッシダイスウキニュウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		1,800		ｍ２														インバータ照明がカバーする床面積合計（ｍ２）を記入。 ショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		14,128		ｍ２														高効率照明がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 コウコウリツショウメイユカメンセキゴウケイキニュウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ						154		灯 トウ										人感センサーに切り替えた照明の灯数を記入。 ジンカンキカショウメイトウカズキニュウ

						照明の間引き ショウメイマビ		12,346		ｍ２						0		％						間引きを実施した事業所の床面積合計（ｍ２）と間引きした蛍光灯数の割合（％）を記入。 マビジッシジギョウショユカメンセキゴウケイマビケイコウトウスウワリアイキニュウ

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		15,934		ｍ２														冷房２８度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 レイボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		15,484		ｍ２														暖房２０度設定をしている事業所の床面積合計（ｍ２）を記入。 ダンボウドセッテイジギョウショユカメンセキゴウケイキニュウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		7,536		ｍ２														外気取り入れ停止を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキトイテイシオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		675		ｍ２														外気導入量削減を行った空調機がカバーしている床面積合計（ｍ２）を記入。 ガイキドウニュウリョウサクゲンオコナクウチョウキユカメンセキゴウケイキニュウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ						147		ｍ３										導入した氷蓄熱式空調システムの蓄熱槽の容量（ｍ３）を記入。 ドウニュウコオリチクネツシキクウチョウチクネツソウヨウリョウキニュウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ						0		台 ダイ										業務用高効率空調機の導入台数を記入。 ギョウムヨウコウコウリツクウチョウキドウニュウダイスウキニュウ

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		太陽光発電による発電電力量を記入。 タイヨウコウハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ														0		ｋＷｈ／年 ネン		風力発電による発電電力量を記入。 フウリョクハツデンハツデンデンリョクリョウキニュウ

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ						42		ｍ２										遮蔽フィルムの貼り付け面積（ｍ２）を記入。 シャヘイハツメンセキキニュウ

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0		ｍ２						0		％						エレベータ使用台数の削減を行った事業所の床面積（ｍ２）と、削減したエレベーター数の割合（％）を記入。 シヨウダイスウサクゲンオコナジギョウショユカメンセキサクゲンスウワリアイキニュウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ						7		台・時間 ダイジカン										夜間運転停止を行った自販機の（台数×停止時間（１日当たり））を記入。 ヤカンウンテンテイシオコナジハンキダイスウテイシジカンニチアキニュウ

				３．電力の排出係数 デンリョクハイシュツケイスウ

				電力の排出係数（調整後排出係数2019年度） デンリョクハイシュツケイスウチョウセイゴハイシュツケイスウネンド				0.46		(kg-CO2/kWh)

								2018年の係数を仮入力 ネンケイスウカリニュウリョク



ピンク色のセルに該当する値を入力してください。
緑色のセルは自動計算部分です。（入力不要）

ここで計算されるエネルギー消費量は、平均的な業務ビルのエネルギー原単位と入力していただいた床面積を乗じた推計値です。



業務における取組説明

		

				業務部門向け対策の概要 ギョウムブモンムタイサクガイヨウ

				対策項目 タイサクコウモク				対策の概要 タイサクガイヨウ		計算式 ケイサンシキ		省エネ効果等の参考情報 ショウコウカトウサンコウジョウホウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		昼休みなど、人がいない時間帯などは執務室の消灯をするという取組を組織的に実施。 ヒルヤスヒトジカンタイシツムシツショウトウトリクミソシキテキジッシ		床面積×床面積当たり照明電力量化×省エネ率（２．４％） ユカメンセキユカメンセキアショウメイデンリョクリョウカショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		退社時や、外出などで執務室を長時間あける時は、パソコンの電源をＯＦＦにする取組を組織的に実施。 タイシャトキガイシュツシツムシツチョウジカントキデンゲントリクミソシキテキジッシ		台数×省エネ効果（5.5kWh／台・年） ダイスウショウコウカダイネン		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						照明のインバーター化 ショウメイカ		照明器具の安定器がインバータタイプのものに交換する。 ショウメイキグアンテイキコウカン		床面積×省エネ効果（9.9kWh／m2･年） ユカメンセキショウコウカネン		省エネセンターパンフレット ショウ

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		Ｈｆ型蛍光灯、コンパクト蛍光灯等の高効率型の照明器具に交換する。 ガタケイコウトウケイコウトウトウコウコウリツガタショウメイキグコウカン		床面積×ＣＯ２削減効果（3.1kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		トイレなど、人がいない時間帯が多い箇所に、人感センサーを導入し、自動的に消灯・点灯が行われるようにする。 ヒトジカンタイオオカショジンカンドウニュウジドウテキショウトウテントウオコナ		灯数×省エネ効果（8.0kWh／灯・年） トウスウショウコウカトウネン		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						照明の間引き ショウメイマビ		不要な照明を間引きし、蛍光灯自体の数を減らす。 フヨウショウメイマビケイコウトウジタイカズヘ		割合×面積×床面積当たり照明電力量（369MJ/m2･年） ワリアイメンセキユカメンセキアショウメイデンリョクリョウネン

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		夏の冷房期間中、冷房温度を２８度に設定し、冷房に使われる電力消費量を抑える。 ナツレイボウキカンチュウレイボウオンドドセッテイレイボウツカデンリョクショウヒリョウオサ		床面積×床面積当たり冷房使用量×省エネ率（１７％） ユカメンセキユカメンセキアレイボウシヨウリョウショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		冬の暖房期間中、暖房温度を２０度に設定し、暖房に使われるエネルギー消費を抑える。 フユダンボウキカンチュウダンボウオンドドセッテイダンボウツカショウヒオサ		床面積×床面積当たり暖房使用量×省エネ率（１７％） ユカメンセキユカメンセキアダンボウシヨウリョウショウリツ		省エネセンターパンフレット ショウ

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		在館者がおらず、外気取り入れが不要な冷暖房のウォーミングアップの時間帯で。外気取り入れを止めることで、動力負荷を軽減し、電力等の消費を抑える。 ザイカンシャガイキトイフヨウレイダンボウジカンタイガイキトイトドウリョクフカケイゲンデンリョクトウショウヒオサ		床面積×ＣＯ２削減効果（0.22kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		室内のＣＯ２濃度を管理することで、外気取り入れを必要最小限に抑え、動力負荷を軽減し、電力等の消費を抑える。 シツナイノウドカンリガイキトイヒツヨウサイショウゲンオサドウリョクフカケイゲンデンリョクトウショウヒオサ		床面積×ＣＯ２削減効果（0.53kg-CO2） ユカメンセキサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		水蓄熱方式等の空調システムから、氷蓄熱方式の空調システムに切り替え、蓄熱の効率化を図ることでエネルギー消費を抑える。 ミズチクネツホウシキトウクウチョウコオリチクネツホウシキクウチョウキカチクネツコウリツカハカショウヒオサ		蓄熱槽×蓄熱槽当たりのＣＯ２削減効果（299t-CO2） チクネツソウチクネツソウアサクゲンコウカ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		業務用のＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器等の導入により、給湯に消費するエネルギーを抑える。 ギョウムヨウレイバイキュウトウキトウドウニュウキュウトウショウヒオサ		台数×省エネ効果（4.1kl／台） ダイスウショウコウカダイ		地球温暖化対策計画 チキュウオンダンカタイサクケイカク

						太陽光・風力発電設備の導入 タイヨウコウフウリョクハツデンセツビドウニュウ		太陽光パネルや風力発電設備を設置し、化石燃料による電力消費を抑える。 タイヨウコウフウリョクハツデンセツビセッチカセキネンリョウデンリョクショウヒオサ		発電電力量×ＣＯ２排出係数（0.381kg-CO2/kWｈ） ハツデンデンリョクリョウハイシュツケイスウ		－

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		窓ガラスに日射遮熱フィルムを貼ることで、日射による冷房負荷の低減を図り、冷房使用を抑制する。 マドニッシャシャネツハニッシャレイボウフカテイゲンハカレイボウシヨウヨクセイ		貼り付け面積×面積当たりＣＯ２削減量（0.74kg-CO2/m2） ハツメンセキメンセキアサクゲンリョウ		省エネ診断調査（経済産業省） ショウシンダンチョウサケイザイサンギョウショウ

						エレベータ使用台数の抑制 シヨウダイスウヨクセイ		エレベーターの使用台数を減らすことで、電力消費を抑える。 シヨウダイスウヘデンリョクショウヒオサ		床面積×床面積当たり昇降機稼働電力量（34MJ/m2･年）×削減割合 ユカメンセキユカメンセキアショウコウキカドウデンリョクリョウネンサクゲンワリアイ		省エネセンターパンフレット ショウ

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		夜間等、人の利用が無い時間帯の自動販売機の運転を止めることで、電力消費を抑制する。 ヤカントウヒトリヨウナジカンタイジドウハンバイキウンテントデンリョクショウヒヨクセイ		台数×時間×170w/時 ダイスウジカンジ		日本自動販売機工業会 ニホンジドウハンバイキコウギョウカイ





係数一覧（業務）

		

				１．2019年度の対策の効果【自動計算】 ネンドタイサクコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17

				２．2020年度以降の対策による効果【自動計算】 ネンドイコウタイサクコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.460

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17

				３．2018年度までの対策の累積効果【自動計算】 ネンドタイサクルイセキコウカジドウケイサン

						対策項目 タイサクコウモク

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		省エネ率 ショウリツ		2.4%

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		5.5

						照明のインバーター化 ショウメイカ		省エネ効果
（kWh/台・年） ショウコウカダイネン		9.9

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		3.11		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		89.54

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		省エネ効果
（kWh/灯・年） ショウコウカトウネン		8.0

						照明の間引き ショウメイマビ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		369		間引率 マビリツ		0.0%

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		149		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		106		省エネ率 ショウリツ		17.0%

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.22		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		16.92

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.53		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		41.11

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		CO2削減効果
（t-CO2/m3） サクゲンコウカ		299		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		21,516

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		省エネ効果
（kｌ/台・年） ショウコウカダイネン		4.1

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.4

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		CO2排出係数
（ｋｇ－CO2／kWh） ハイシュツケイスウ		0.4

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		CO2削減効果
（kg-CO2/m2） サクゲンコウカ		0.74		エネ削減効果
（MJ/m2) サクゲンコウカ		57.2

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		エネ原単位
(MJ/m2･年） ゲンタンイネン		34		削減割合 サクゲンワリアイ		0.0%

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		消費電力量
（ｋWh／台・時間) ショウヒデンリョクリョウダイジカン		0.17





【別紙1】参加者リスト

		

		低炭素社会実行計画参加企業リスト テイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウ

						日本ガラスびん協会								←業界名：入力シートから引用されます ギョウカイメイニュウリョクインヨウ

		企業名		事業所名		業種分類						CO2算定排出量※

								エネ起源 キゲン		原料起源 ゲンリョウキゲン

		石塚硝子㈱ イシヅカガラス		本社・岩倉工場 ホンシャイワクラコウジョウ		12		4.01		0.78		4.79

				姫路工場 ヒメジコウジョウ		12		5.79		0.8		6.59

												0

		第一硝子㈱ ダイイチガラス		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		4.06		0.28		4.34

												0

												0

		東洋ガラス㈱ トウヨウ		千葉工場 チバコウジョウ		12		7.3		0.25		7.55

				滋賀工場 シガコウジョウ		12		11.96		1.4		13.36

				本社・生産技術部 ホンシャセイサンギジュツブ		12		0.01		―		0.01

		日本耐酸壜工業㈱ ニホンタイサンビンコウギョウ		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		6.16		0.56		6.72

				九州工場 キュウシュウコウジョウ		12		3.26		0.23		3.49

												0

		日本山村硝子㈱ ニホンヤマムラガラスカブ		東京工場 トウキョウコウジョウ		12		8.86		0.58		9.44

				埼玉工場 サイタマコウジョウ		12		6.39		0.44		6.83

				播磨工場 ハリマコウジョウ		12		8.55		0.97		9.52

		磯矢硝子工業㈱ イソヤガラスコウギョウ		本社工場 ホンシャコウジョウ		12		1.1		0.07		1.17

		合計 ゴウケイ

								67.45		6.36		73.81

		○注意点 チュウイテン

		・計画参加企業名及び業種分類について記載。
※以下の事業者・事業所については、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法、平成10年法律第117号）の規定により、行政に報告した「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」の算定排出量を記載。
　  ①全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者（省エネ法の特定事業者）
　 ②原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所（省エネ法のエネルギー管理指定工場等）
※温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、非開示とされた事業所においてはCO2算定排出量の記載は不要。
※原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満の事業所については、事業所名を含め記載不要。 ケイカクサンカキギョウメイオヨギョウシュブンルイキサイイカジギョウシャジギョウショ

		○業界分類 ギョウカイブンルイ

		(1)パルプ　　　　(2)紙　　　　　　 (3)板紙　　　　　　(4)石油化学製品　　　
(5)アンモニア及びアンモニア誘導品  (6)ソーダ工業品　　(7)化学繊維
(8)石油製品（グリースを除く）  　　(9)セメント        (10)板硝子　　　　　(11)石灰
(12)ガラス製品　 (13)鉄鋼　　　　　(14)銅　　　　　　 (15)鉛　　　　　　　(16)亜鉛
(17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金　　　　　　 (19)土木建設機械
(20)金属工作機械及び金属加工機械　 (21)電子部品　　　 (22)電子管・半導体素子・集積回路
(23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置　　　　　(24)自動車及び部品（二輪自動車を含む）
(25)その他
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事業所名・業種分類・CO₂排出量は温対法の対象になっている事業者・事業所の場合は記載。



【別紙2】各企業の目標水準値

		

		各企業の目標水準及び実績値

														日本ガラスびん協会								←業界名：入力シートから引用されます ギョウカイメイニュウリョクインヨウ

		※独自に目標を設定している企業について、目標及び実績値を記載。

		企業名				目標指標				基準年度				目標水準				基準年度比削減率

																		2019年度 ネンド

		石塚硝子㈱ イシツカガラス				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2012年度 ネンド				▲1%				-4.1%

		日本山村硝子㈱ ニホンヤマムラガラス				CO2排出原単位　　　　　　　kg-CO2/溶解ﾄﾝ				2016年度 ネンド				▲1.1%				2.4%

		第一硝子株式会社 ダイイチ				CO2排出原単位　　　　　　　万㌧-CO2/溶解量万㌧ マントンリョウマントン				2012年度 ネンド				▲2%				-25.6%

		磯矢硝子工業㈱ イソヤガラスコウギョウ				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2012年度 ネンド				▲1%				-4.9%

		日本耐酸壜工業㈱ ニホンタイサンビンコウギョウ				CO2排出量万ﾄﾝ/年				2012年度 ネンド				▲1%				-1.7%

		東洋ガラス㈱ トウヨウ				CO2排出量 ハイシュツリョウ				2013年度 ネンド				▲15.3%				-16.8%

		0
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【別紙3】変更点

		

		前年度からの変更点 ゼンネンドヘンコウテン

		項目 コウモク		年度 ネンド		変更前 ヘンコウマエ		変更後 ヘンコウゴ		理由 リユウ				2013年度 ネンド

		１．目標指標 モクヒョウシヒョウ												2014年度 ネンド

														2015年度 ネンド

														2016年度 ネンド

		２．目標水準 モクヒョウスイジュン												2017年度 ネンド

														2018年度 ネンド

														2019年度 ネンド

		３．前提条件 ゼンテイジョウケン												2020年度 ネンド

														2021年度 ネンド

														2022年度 ネンド

		４．想定しているBAT ソウテイ												2023年度 ネンド

														2024年度 ネンド

														2025年度 ネンド

		５．データの取扱 トリアツカイ												2026年度 ネンド

														2027年度 ネンド

														2028年度 ネンド

		６．業界間バウンダリー ギョウカイカン												2029年度 ネンド

														2030年度 ネンド

		※※上記６項目について変更が生じた場合は、変更年度と変更前後の情報、変更する理由を記載。前年度からの変更点のみならず、過去の変更情報がある場合、変更情報を累積して記載し、遡って確認できるようにすること。また、行は必要に応じて追加すること。 ギョウヒツヨウオウツイカ





【別紙4-1】実績（基準年度）

		

		生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

		○実績

		指標		単位等				基準年度
(2020年目標) キジュンネンドネンモクヒョウ		基準年度
(2030年目標) キジュンネンドネンモクヒョウ		実績 ジッセキ																																																		見通し・目標水準 ミトオモクヒョウスイジュン

								2012年度		2012年度		1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度		2030年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）		118.3		118.3		242.5		195.0		176.11		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2				110.0		100.0

				見通し比 (2020年目標) ミトオネンモクヒョウ		(%)																																								7.3%		5.3%		4.9%		4.5%		0.3%		-2.9%		-9.8%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%

				見通し比 (2030年目標) ミトオモクヒョウ		(%)																																								18.0%		15.9%		15.4%		14.9%		10.3%		6.8%		-0.8%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		（万kl）		37.7		37.7		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7				32.9		29.9

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		（万kWh）		0.0		0.0		69336.5		51896.3		48799.0		46621.9		45131.0		44247.6		41027.3		40145.7		40753.8		38333.4		38215.7		36786.8		41426.0		38556.0		39736.5		39244.2		37977.9		40449.2		38483.9		38463.3		37941.3		38595.5		37285.3		35488.7				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								9.9%		52.5%		47.7%		47.9%		62.3%		89.1%		103.3%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								6.1%		32.3%		29.4%		29.5%		38.3%		54.8%		63.6%

				想定比		(%)																																								79.6%		90.0%		73.9%		67.6%		78.7%		104.3%		110.2%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.3%		-6.7%		-6.1%		-6.1%		-7.9%		-11.3%		-13.2%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.3%		-6.7%		-6.1%		-6.1%		-7.9%		-11.3%		-13.2%

		CO₂排出量 ハイシュツリョウ		調整後排出係数		（万t-CO₂）		86.3		86.3		184.9		149.0		140.6		129.7		125.6		121.2		118.0		111.5		106.8		108.0		103.4		101.0		91.6		85.7		83.6		87.8		86.3		89.5		84.8		85.2		83.8		80.9		77.6		73.8				77.5		70.4

				(うち、原料起源) ゲンリョウキゲン		（万t-CO₂）		7.0		7.0		28.1		18.6		16.0		14.0		13.2		12.2		11.8		10.3		10.0		9.5		9.5		8.5		7.7		7.4		7.7		7.8		7.0		7.1		6.9		6.9		6.8		6.9		6.9		6.4

				(うち、エネルギー起源) キゲン		（万t-CO₂）		79.3		79.3		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.6		67.4

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								-36.2%		16.7%		12.4%		28.3%		60.9%		99.4%		142.3%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								-20.0%		9.3%		6.9%		15.7%		33.7%		55.0%		78.7%

				想定比		(%)																																								-77.7%		26.7%		22.7%		45.3%		83.8%		121.5%		154.6%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.7%		-1.7%		-1.3%		-2.9%		-6.2%		-10.1%		-14.5%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.7%		-1.7%		-1.3%		-2.9%		-6.2%		-10.1%		-14.5%

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		（Kl/T）		0.319		0.319		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330				0.299		0.299

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								16.9%		76.9%		61.0%		54.3%		20.7%		28.7%		-57.1%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								16.8%		76.6%		60.7%		54.0%		20.7%		28.6%		-56.8%

				想定比		(%)																																								13.4%		76.6%		60.7%		54.0%		20.7%		28.6%		-56.8%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.0%		-4.7%		-3.8%		-3.3%		-1.3%		-1.8%		3.5%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								-1.0%		-4.7%		-3.8%		-3.3%		-1.3%		-1.8%		3.5%

		CO₂原単位		調整後排出係数		（）		0.7		0.7		0.763		0.764		0.798		0.773		0.774		0.785		0.785		0.795		0.764		0.799		0.769		0.769		0.723		0.706		0.684		0.714		0.730		0.758		0.732		0.738		0.729		0.734		0.726		0.743				0.705		0.704

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																								-114.5%		-10.2%		-34.3%		0.9%		-16.4%		12.6%		-55.5%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																								-112.1%		-9.9%		-33.5%		0.9%		-16.1%		12.3%		-54.3%

				想定比		(%)																																								-37.1%		-6.6%		-33.7%		0.9%		-16.1%		12.3%		-54.5%

				基準年度比 (2020年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.9%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.6%		-0.4%		1.9%

				基準年度比 (2030年目標) モクヒョウ		(%)																																								3.9%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.6%		-0.4%		1.9%

		カバー率実績
（企業数） ジッセキキギョウスウ										83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				46%		46%

		○2020年度までの見通し ネンドミトオ

		指標		単位等								1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）																																								126.0		116.9		115.8		114.7		113.5		112.3		111.1		110.0

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		（万kl）																																								37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

		CO₂排出量		調整後排出係数		（万t-CO₂）																																								82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		（Kl/T）																																								0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

		CO₂原単位		調整後排出係数		（）																																								0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7

		カバー率（企業数） キギョウスウ																																												46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		【備考】
※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。　進捗率【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準（基準年度からの削減幅）を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【基準年度目標】＝（基準年度の実績水準－当年度の実績水準）／（基準年度の実績水準－当年度の想定した水準）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合 ビコウシンチョクリツネンドネンドモクヒョウスイジュンキジュンサクゲンハバモクヒョウスイジュンジッセキヒリツネンドソウテイヒネンドアラカジソウテイスイジュンキジュンネンドサクゲンハバソウテイスイジュンジッセキヒリツリツジッセキキギョウスウテイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウジッセキフクキギョウスウカイトウシャスウトウダンタイカメイキギョウスウシワリアイ



単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

入力（基礎）に入力された基準年度が自動的に反映されます。

入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映されます。

入力（基礎）に入力された目標水準が自動的に反映されます。

生産活動量とエネルギー消費量からエネルギー原単位が自動的に計算されます。必ず、小数点の桁数を調査票と一致させるようにRound関数等を用いて調整してください。

生産活動量とCO₂排出量からエネルギー原単位が自動的に計算されます。必ず、小数点の桁数を調査票と一致させるようにRound関数等を用いて調整してください。

単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

シート「CO2量」小計（調整後）より転記



【参考 グラフ】基準年度目標

		日本ガラスびん協会　実績推移

		【2020年目標指標：目標値】CO₂排出量：2012年度比▲%

						実績 ジッセキ																																																見通し ミトオ		目標水準 モクヒョウスイジュン

						1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量[万ｔｏｎ]		243		195		176		168		162		154		150		140		140		135		134		131		127		121		122		123		118		118		116		115		115		110		107		99				110		100

				生産活動量見通し																																				126		117		116		115		114		112		111		110

				エネルギー消費量[万kl]		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7				32.9		29.9

				エネルギー消費量見通し																																				37.1		34.9		34.6		34.3		33.9		33.6		33.2		32.9

				CO₂排出量[万t-CO₂]		184.9		149.0		140.6		129.7		125.6		121.2		118.0		111.5		106.8		108.0		103.4		101.0		91.6		85.7		83.6		87.8		86.3		89.5		84.8		85.2		83.8		80.9		77.6		73.8				77.5		70.4

				CO₂排出量見通し																																				82.2		80.8		81.5		80.8		79.9		79.1		78.2		77.5

				エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330				0.299		0.299

				エネルギー原単位見通し																																				0.294		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299		0.299

				CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]		0.763		0.764		0.798		0.773		0.774		0.785		0.785		0.795		0.764		0.799		0.769		0.769		0.723		0.706		0.684		0.714		0.730		0.758		0.732		0.738		0.729		0.734		0.726		0.743				0.705		0.704

				CO₂排出原単位見通し																																				0.652		0.691		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704		0.704



&C&F



【参考 グラフ】基準年度目標

		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9

86.3011304037

2.4465674354

0

0.6320726517

0

73.78

0

2.118277035

0

12.8596848855



【別紙4-2】実績（BAU）

		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5

77.5523774757

3.6023198491

0

0

0

73.78

0

0.6418948245

0.4847864212

5.0180665514



【参考 グラフ】BAU目標

		



調整後排出係数

自主行動計画   低炭素社会実行計画

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量見通し

エネルギー原単位見通し

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙5-1】要因分析（CO2）

		

		生産活動量、エネルギー消費量、エネルギー原単位、CO₂排出量、CO₂排出原単位の実績と見通し

		○実績

		指標		単位等				実績 ジッセキ																																																		見通し・BAU水準
・BAU比削減目標 ミトオスイジュンヒサクゲンモクヒョウ

								1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2020年度		2030年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2				0.0		0.0

				見通し比 (2020年目標) ミトオネンモクヒョウ		(%)																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				見通し比 (2030年目標) ミトオモクヒョウ		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		BAU（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				原油換算ベース		実績（万kl）		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7

				うち購入電力量 コウニュウデンリョクリョウ		実績（万kWh） ジッセキ		69336.5		51896.3		48799.0		46621.9		45131.0		44247.6		41027.3		40145.7		40753.8		38333.4		38215.7		36786.8		41426.0		38556.0		39736.5		39244.2		37977.9		40449.2		38483.9		38463.3		37941.3		38595.5		37285.3		35488.7

				原油換算ベース		BAU比削減量（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		CO₂排出量 ハイシュツリョウ		調整後排出係数		BAU（万t-CO₂）																																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				調整後排出係数		実績（万t-CO₂） ジッセキ		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.0		67.4

				調整後排出係数		BAU比削減量（万t-CO₂） ヒサクゲンリョウ																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		BAU（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				原油換算ベース		実績（Kl/T）		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.31		0.31		0.31		0.33

				原油換算ベース		BAU比削減量（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		CO₂原単位		調整後排出係数		BAU（Kl/T）																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				調整後排出係数		実績（Kl/T）		0.647		0.669		0.707		0.689		0.693		0.706		0.706		0.722		0.693		0.728		0.698		0.704		0.662		0.645		0.621		0.650		0.671		0.698		0.672		0.678		0.670		0.671		0.655		0.679

				調整後排出係数		BAU比削減量（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

				進捗率（2020年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				進捗率（2030年度目標） ネンド		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				想定比		(%)																																				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		カバー率実績
（企業数） ジッセキキギョウスウ						83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				46%		46%

		○2020年度までの見通し及びBAU比削減量の想定 ネンドミトオオヨヒサクゲンリョウソウテイ

		指標		単位等				1990年度		1997年度		1998年度		1999年度		2000年度		2001年度		2002年度		2003年度		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度

		生産活動量				（万ｔｏｎ）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		エネルギー
消費量		原油換算ベース		実績（万kl）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		CO₂排出量		調整後排出係数		実績（万t-CO₂）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		エネルギー
原単位		原油換算ベース		実績（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		CO₂原単位		調整後排出係数		実績（Kl/T）																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		カバー率（企業数） キギョウスウ																																								46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%		46%

		【備考】
※進捗率：2020年度、2030年度の目標水準（基準年度からの削減幅）を100%として、目標水準と実績との比率。　進捗率【BAU目標】＝（当年度のBAU－当年度の実績水準）／（2020年度・2030年度の目標水準）×100（％）

※想定比：当年度について予め想定した水準を100%として、想定水準と実績との比率。想定比【BAU目標】＝（当年度のBAU比削減実績）／（当該年度に想定したBAU比削減量）×100（％）

※カバー率実績（企業数）：低炭素社会実行計画参加企業のうち、実績データに含まれる企業数（アンケート回答社数等）の団体加盟企業数に占める割合 ビコウシンチョクリツネンドネンドモクヒョウスイジュンキジュンサクゲンハバモクヒョウスイジュンジッセキヒリツソウテイヒネンドアラカジソウテイスイジュンソウテイスイジュンジッセキヒリツヒリツジッセキキギョウスウテイタンソシャカイジッコウケイカクサンカキギョウジッセキフクキギョウスウカイトウシャスウトウダンタイカメイキギョウスウシワリアイ



CO2排出量の増減要因分析

①省エネ努力分	②燃料転換	③購入電力	④生産変動

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量見通し

CO₂排出原単位見通し

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移

単位が記入されているか、調査票の桁数・進捗率等と同一であるかをご確認ください。

入力（基礎）で入力したBAU水準と実績から自動的にBAU比削減量が計算されます。

入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映されます。

生産活動量とエネルギー消費量からエネルギー原単位が自動的に計算されます

生産活動量とCO₂排出量からエネルギー原単位が自動的に計算されます



【別紙5-2】要因分析（エネルギー）

		日本ガラスびん協会　実績推移

		【2020年目標指標：目標値】CO₂排出量：2012年度比▲%

						1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2030年度 ネンド

				生産活動量[万ｔｏｎ]		243		195		176		168		162		154		150		140		140		135		134		131		127		121		122		123		118		118		116		115		115		110		107		99

				生産活動量見通し																																				0		0		0		0		0		0		0		0		0

				BAUエネルギー消費量[万kl]																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				エネルギー消費量[万kl]		67.1		56.7		54.4		50.6		48.6		47.2		45.4		43.1		42.0		42.9		42.5		42.3		41.2		39.2		38.8		38.4		37.7		37.2		35.2		35.4		35.4		34.7		33.4		32.7

				BAU CO₂排出量[万t-CO₂]																																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				CO₂排出量[万t-CO₂]		156.8		130.4		124.6		115.7		112.4		109.0		106.2		101.2		96.8		98.5		93.9		92.5		83.8		78.3		75.9		80.0		79.3		82.3		77.9		78.3		77.0		74.0		70.0		67.4

				BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]		0.277		0.291		0.309		0.301		0.300		0.306		0.302		0.307		0.300		0.317		0.317		0.322		0.325		0.323		0.317		0.312		0.319		0.315		0.304		0.307		0.308		0.315		0.313		0.330

				BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]																																				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]		0.647		0.669		0.707		0.689		0.693		0.706		0.706		0.722		0.693		0.728		0.698		0.704		0.662		0.645		0.621		0.650		0.671		0.698		0.672		0.678		0.670		0.671		0.655		0.679



&C&F



【別紙5-2】要因分析（エネルギー）

		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)		2012年度(基準年度)

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9

86.3011304037

2.4465674354

0

0.6320726517

0

73.78

0

2.118277035

0

12.8596848855



【参考 グラフ】要因分析

		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度		2018年度

		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5

77.5523774757

3.6023198491

0

0

0

73.78

0

0.6418948245

0.4847864212

5.0180665514



【別紙6】対策リスト

		



調整後排出係数

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量見通し

生産活動量[万ｔｏｎ]

生産活動量の推移



【別紙7】クレジット活用実績

		



CO2排出量の増減要因分析

①省エネ努力分	②燃料転換	③購入電力	④生産変動

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移

&A

Page &P

自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO₂排出量[万t-CO₂]

CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

BAU CO₂排出量[万t-CO₂]

BAU CO₂排出原単位[万t-CO₂/万ｔｏｎ]

CO2排出量・原単位の推移



【別紙8】業務部門の対策と削減効果

		



自主行動計画   低炭素社会実行計画

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

エネルギー消費量[万kl]

エネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

BAUエネルギー消費量[万kl]

BAUエネルギー原単位[万kl/万ｔｏｎ]

エネルギー消費量・原単位の推移



		

				CO2排出量とCO2排出原単位の要因分析　－調整後排出係数-

								単位 タンイ		97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ				（万t-CO₂）		-5.827		-8.868		-3.327		-3.310		-2.864		-5.015		-4.384		1.697		-4.629		-1.383		-8.627		-5.565		-2.420		4.146		-0.684		3.025		-4.449		0.402		-1.270		-3.031		-4.035		-2.542		-67.422				3.025		-1.424		-1.022		-2.292		-5.322		-9.357		-11.899		-79.321

										-3.9%		-6.3%		-2.6%		-2.6%		-2.4%		-4.3%		-3.9%		1.6%		-4.3%		-1.3%		-8.5%		-6.1%		-2.8%		5.0%		-0.8%		3.5%		-5.0%		0.5%		-1.5%		-3.6%		-5.0%		-3.3%		-91.4%				3.8%		-1.8%		-1.3%		-2.9%		-6.7%		-11.8%		-15.0%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				7.600		-2.968		-0.561		2.202		-1.434		1.867		-2.246		5.270		-0.143		1.649		0.782		-0.445		-1.449		-1.337		1.824		-0.945		-3.048		0.799		0.335		1.594		-0.360		3.602		-22.474				-0.945		-3.912		-3.116		-2.752		-1.080		-1.424		2.447		-26.440

										5.1%		-2.1%		-0.4%		1.8%		-1.2%		1.6%		-2.0%		4.9%		-0.1%		1.6%		0.8%		-0.5%		-1.7%		-1.6%		2.1%		-1.1%		-3.4%		0.9%		0.4%		1.9%		-0.4%		4.6%		-30.5%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.8%		3.1%		-33.3%

						燃料転換等による変化 ネンリョウテンカントウヘンカ				0.519		-1.479		0.900		-0.253		0.803		-1.301		-1.893		0.798		-3.487		-2.033		-5.397		-0.466		-2.072		0.138		0.686		-0.801		0.518		0.850		-0.410		-1.491		-0.122		-0.642		-16.997				-0.801		-0.257		0.623		0.199		-1.343		-1.446		-2.118		-20.351

										0.3%		-1.1%		0.7%		-0.2%		0.7%		-1.1%		-1.7%		0.7%		-3.2%		-2.0%		-5.3%		-0.5%		-2.4%		0.2%		0.8%		-0.9%		0.6%		1.0%		-0.5%		-1.8%		-0.2%		-0.8%		-23.0%				-1.0%		-0.3%		0.8%		0.3%		-1.7%		-1.8%		-2.7%		-25.7%

						購入電力分原単位変化 コウニュウデンリョクブンゲンタンイヘンカ				-0.953		1.382		0.254		0.155		0.596		1.695		0.103		-1.173		-0.428		1.113		-0.756		-1.180		0.535		4.825		-0.073		4.956		-0.446		-0.954		-0.842		-0.053		-1.193		-0.485		-5.477				4.956		4.371		3.396		2.526		2.448		1.158		0.632		-6.089

										-0.6%		1.0%		0.2%		0.1%		0.5%		1.4%		0.1%		-1.1%		-0.4%		1.1%		-0.7%		-1.3%		0.6%		5.8%		-0.1%		5.7%		-0.5%		-1.1%		-1.0%		-0.1%		-1.5%		-0.6%		-7.4%				6.2%		5.5%		4.3%		3.2%		3.1%		1.5%		0.8%		-7.7%

						生産変動分 セイサンヘンドウブン				-12.993		-5.805		-3.920		-5.414		-2.829		-7.277		-0.348		-3.198		-0.571		-2.113		-3.256		-3.473		0.565		0.519		-3.121		-0.185		-1.473		-0.292		-0.354		-3.080		-2.361		-5.018		-22.474				-0.185		-1.626		-1.925		-2.265		-5.346		-7.645		-12.860		-26.440

										-8.7%		-4.1%		-3.0%		-4.3%		-2.3%		-6.2%		-0.3%		-3.0%		-0.5%		-2.0%		-3.2%		-3.8%		0.7%		0.6%		-3.6%		-0.2%		-1.6%		-0.3%		-0.4%		-3.7%		-2.9%		-6.5%		-30.5%				-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.6%		-16.2%		-33.3%

						※検算（絶対量） ケンザンゼッタイリョウ				-5.827		-8.868		-3.327		-3.310		-2.864		-5.015		-4.384		1.697		-4.629		-1.383		-8.627		-5.565		-2.420		4.146		-0.684		3.025		-4.449		0.402		-1.270		-3.031		-4.035		-2.542		-67.422		0.000		3.025		-1.424		-1.022		-2.292		-5.322		-9.357		-11.899		-79.321

						※前年度（変化前の年度）のCO2排出量 ゼンネンドヘンカマエネンドハイシュツリョウ				148.982		140.555		129.686		125.559		121.250		117.985		111.471		106.787		107.984		103.364		100.979		91.572		85.667		83.560		87.805		86.301		89.486		84.830		85.209		83.810		80.939		77.552		73.780				79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321		79.321

						※検算（パーセント） ケンザン				-3.9%		-6.3%		-2.6%		-2.6%		-2.4%		-4.3%		-3.9%		1.6%		-4.3%		-1.3%		-8.5%		-6.1%		-2.8%		5.0%		-0.8%		3.5%		-5.0%		0.5%		-1.5%		-3.6%		-5.0%		-3.3%		-91.4%				3.8%		-1.8%		-1.3%		-2.9%		-6.7%		-11.8%		-15.0%		-100.0%

										97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				CO2原単位の増減 ゲンタンイゾウゲン				（）		386.160		-178.172		35.936		132.972		-2.339		155.708		-288.362		356.080		-301.087		54.913		-416.371		-168.712		-245.214		295.821		202.006		271.673		-254.488		60.043		-79.535		4.412		-154.226		240.286		-6793.814				271.673		17.185		77.227		-2.308		2.105		-152.122		88.164		-6705.650

										5.1%		-2.2%		0.5%		1.7%		-0.0%		2.0%		-3.6%		4.7%		-3.8%		0.7%		-5.4%		-2.3%		-3.5%		4.3%		2.8%		3.7%		-3.4%		0.8%		-1.1%		0.1%		-2.1%		3.3%		-91.4%				4.1%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.0%		-2.3%		1.3%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				427.160		-197.748		-0.208		131.788		-67.241		108.409		-187.217		450.397		-12.880		137.724		-3.642		-22.131		-143.672		-108.260		154.183		-81.890		-260.118		69.056		29.919		137.975		-31.676		355.120		-3396.907				-81.890		-338.473		-273.395		-242.006		-107.257		-141.014		216.729		-3352.825

										5.6%		-2.5%		-0.0%		1.7%		-0.9%		1.4%		-2.4%		5.9%		-0.2%		1.8%		-0.0%		-0.3%		-2.0%		-1.6%		2.2%		-1.1%		-3.4%		0.9%		0.4%		1.9%		-0.4%		4.9%		-45.7%				-1.2%		-5.0%		-4.1%		-3.6%		-1.6%		-2.1%		3.2%		-50.0%

						燃料転換等による変化 ネンリョウテンカントウヘンカ				-8.406		-33.142		-21.483		1.183		-13.414		-33.782		-57.789		-143.381		-251.295		-206.965		-169.866		-78.856		-98.326		7.903		28.621		41.624		56.245		60.846		-59.701		-65.560		-27.464		-114.834		-2569.053				41.624		98.024		161.787		100.942		34.029		5.919		-111.329		-2580.682

										-0.1%		-0.4%		-0.3%		0.0%		-0.2%		-0.4%		-0.7%		-1.9%		-3.1%		-2.7%		-2.2%		-1.1%		-1.4%		0.1%		0.4%		0.6%		0.7%		0.8%		-0.8%		-0.9%		-0.4%		-1.6%		-34.6%				0.6%		1.5%		2.4%		1.5%		0.5%		0.1%		-1.7%		-38.5%

						購入電力分原単位変化 コウニュウデンリョクブンゲンタンイヘンカ				-32.594		52.719		57.627		0.000		78.317		81.080		-43.356		49.064		-36.912		124.153		-242.864		-67.726		-3.215		396.179		19.202		311.939		-50.615		-69.860		-49.753		-68.003		-95.087		0.000		-827.854				311.939		257.634		188.835		138.756		75.332		-17.026		-17.236		-772.143

										-0.4%		0.7%		0.7%		0.0%		1.0%		1.0%		-0.5%		0.6%		-0.5%		1.6%		-3.2%		-0.9%		-0.0%		5.8%		0.3%		4.3%		-0.7%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.3%		0.0%		-11.1%				4.7%		3.8%		2.8%		2.1%		1.1%		-0.3%		-0.3%		-11.5%

						※検算 ケンザン				386.160		-178.172		35.936		132.972		-2.339		155.708		-288.362		356.080		-301.087		54.913		-416.371		-168.712		-245.214		295.821		202.006		271.673		-254.488		60.043		-79.539		4.422		-154.234		240.319		-6794.616				271.673		17.185		77.211		-2.329		2.094		-152.142		88.180		-6706.535

						※変化年度CO2原単位 ヘンカネンドゲンタンイ				7640.165		7980.983		7728.626		7744.399		7853.407		7845.517		7951.281		7644.033		7986.957		7690.796		7685.678		7232.036		7062.016		6837.937		7137.707		7295.725		7582.309		7321.163		7381.475		7293.358		7336.841		7264.307		7434.502				6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650		6705.650

						※検算（パーセント） ケンザン				5.1%		-2.2%		0.5%		1.7%		-0.0%		2.0%		-3.6%		4.7%		-3.8%		0.7%		-5.4%		-2.3%		-3.5%		4.3%		2.8%		3.7%		-3.4%		0.8%		-1.1%		0.1%		-2.1%		3.3%		-91.4%				4.1%		0.3%		1.2%		-0.0%		0.0%		-2.3%		1.3%		-100.0%

		【計算用データ（自動計算されます）】 ケイサンヨウジドウケイサン						調整後排出係数

										単位 タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド				基準年度 キジュンネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ						万ｔｏｎ		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2		0.0				118.29

				ＣＯ２排出原単位 ハイシュツゲンタンイ						t-CO2／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		6468.0		6686.3		7072.5		6894.3		6930.2		7063.2		7060.9		7216.6		6928.2		7284.3		6983.2		7038.1		6621.7		6453.0		6207.8		6503.6		6705.6		6977.3		6722.8		6782.9		6703.3		6707.8		6553.5		6793.8		0.0				6705.6497086535

				ＣＯ２排出量（基礎排出係数）						万t-CO2 マン		156.850		130.382		124.555		115.686		112.359		109.050		106.185		101.171		96.787		98.484		93.854		92.471		83.844		78.280		75.860		80.005		79.321		82.346		77.897		78.299		77.030		73.999		69.964		67.422		0.000				79.3211304037

						ＣＯ２排出量（購入電力分） コウニュウデンリョクブン				万t-CO2 マン		28.913		18.994		17.275		17.390		16.969		16.637		16.575		17.383		17.035		16.215		15.668		16.701		15.493		13.610		13.987		18.641		18.267		22.935		21.243		20.424		19.578		19.143		17.263		16.431		0.000				18.2673542194

						ＣＯ２排出量（その他分） タブン				万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

				①総エネルギー使用量（熱量換算） ソウシヨウリョウネツリョウカンサン						GJ		26007736.820		21991645.300		21080433.460		19595150.000		18839977.000		18301182.860		17590396.130		16696033.970		16264079.480		16612897.220		16490051.710		16408130.840		15953867.000		15200687.200		15027467.831		14870631.411		14630494.216		14427361.559		13635631.600		13724328.998		13721104.490		13453640.162		12954537.256		12690115.759		0.000				14630494.21592

						②購入電力使用量（熱量換算） コウニュウデンリョクシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		7204062.350		5392025.570		5070216.100		4844015.410		4472482.100		4384937.160		4065805.430		3978438.870		4038701.580		3691506.420		3680171.910		3542568.840		3989323.800		3712942.800		3826626.992		3779214.534		3657268.631		3836201.066		3649812.991		3647861.525		3598353.992		3660392.535		3493632.310		3325286.505		0.000				3657268.63062

						③その他エネルギー使用量（熱量換算） タシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		18803674.470		16599619.730		16010217.360		14751134.590		14367494.900		13916245.700		13524590.700		12717595.100		12225377.900		12921390.800		12809879.800		12865562.000		11964543.200		11487744.400		11200840.840		11091416.877		10973225.585		10591160.493		9985818.609		10076467.474		10122750.498		9793247.628		9460904.945		9364829.254		0.000				10973225.5853

				①／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		107248.399		112778.651		119698.950		116776.818		116203.335		118537.656		116968.542		119093.802		116421.471		122876.459		122693.837		124885.021		125998.599		125307.895		122974.369		120883.619		123683.272		122245.885		117681.041		118890.723		119405.219		121952.601		121344.745		127872.992		0.000				123683.271755178

				②／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		29707.474		27651.654		28789.709		28867.791		27585.880		28401.452		27035.851		28378.441		28909.818		27304.042		27382.231		26963.082		31506.418		30607.896		31314.460		30721.300		30917.817		32504.890		31499.369		31600.590		31313.969		33180.194		32724.744		33507.522		0.000				30917.8174876997

				③／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		77540.926		85126.997		90909.241		87909.026		88617.456		90136.204		89932.691		90715.361		87511.653		95572.417		95311.606		97921.938		94492.181		94699.999		91659.909		90162.319		92765.454		89740.995		86181.672		87290.133		88091.250		88772.407		88620.000		94365.470		0.000				92765.4542674782

				全エネルギーのＣＯ２排出係数（熱量当たり） ゼンハイシュツケイスウネツリョウア						万t-CO2／GJ マン		0.000006031		0.000005929		0.000005909		0.000005904		0.000005964		0.000005959		0.000006037		0.000006060		0.000005951		0.000005928		0.000005692		0.000005636		0.000005255		0.000005150		0.000005048		0.000005380		0.000005422		0.000005708		0.000005713		0.000005705		0.000005614		0.000005500		0.000005401		0.000005313		0.000000000				0.0000054216

				熱量当たりのＣＯ２排出係数 ネツリョウアハイシュツケイスウ																																																												0

						購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり） コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウア				万t-CO2／GJ マン		0.000004013		0.000003523		0.000003407		0.000003590		0.000003794		0.000003794		0.000004077		0.000004369		0.000004218		0.000004393		0.000004258		0.000004714		0.000003884		0.000003666		0.000003655		0.000004933		0.000004995		0.000005978		0.000005820		0.000005599		0.000005441		0.000005230		0.000004941		0.000004941		0.000000000				0.0000049948

						その他エネルギーのＣＯ２排出係数 タハイシュツケイスウ				万t-CO2／GJ マン		0.000006804		0.000006710		0.000006701		0.000006664		0.000006639		0.000006641		0.000006626		0.000006588		0.000006523		0.000006367		0.000006104		0.000005889		0.000005713		0.000005629		0.000005524		0.000005533		0.000005564		0.000005609		0.000005673		0.000005744		0.000005676		0.000005601		0.000005570		0.000005445		0.000000000				0.0000055639

				購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり）：総エネルギー使用量に対する購入電力使用量の割合を利用 コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウアソウシヨウリョウタイコウニュウデンリョクシヨウリョウワリアイリヨウ								0.000001112		0.000000864		0.000000819		0.000000887		0.000000901		0.000000909		0.000000942		0.000001041		0.000001047		0.000000976		0.000000950		0.000001018		0.000000971		0.000000895		0.000000931		0.000001254		0.000001249		0.000001590		0.000001558		0.000001488		0.000001427		0.000001423		0.000001333		0.000001295		0.000000000				0.0000012486

				その他エネルギーのＣＯ２排出係数：総エネルギー使用量に対するその他エネルギー使用量の割合を使用 タハイシュツケイスウソウシヨウリョウタイタシヨウリョウワリアイシヨウ								0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173



入力（基礎）で選択された電力排出係数が自動的に反映され、この係数を基に要因分析が出力されます。

提出前に、原単位の桁数をご確認ください。
ここでは、CO2排出量を万t-CO2を前提として計算していますが、適宜、24行目、26行目、28行目の計算式を修正してください。

入力（基礎）で選択された2020年目標の基準年度が自動的に反映されます。BAU目標の場合には空欄となり、基準年度からの要因分析は出力されません。



		

				エネルギー消費量とエネルギー原単位の要因分析 ショウヒリョウゲンタンイヨウインブンセキ

								単位 タンイ		97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				エネルギー消費量の増減 ショウヒリョウ				（万kl）		-2.351		-3.832		-1.948		-1.390		-1.834		-2.307		-1.114		0.900		-0.317		-0.211		-1.172		-1.943		-0.447		-0.405		-0.620		-0.524		-2.043		0.229		-0.008		-0.690		-1.288		-0.682		-32.740				-0.524		-2.567		-2.338		-2.346		-3.036		-4.324		-5.006		-37.747

										-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-1.9%		-3.7%		-2.0%		-100.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

						事業者の省エネ努力分 ジギョウシャショウドリョクブン				3.144		-1.265		-0.240		0.930		-0.609		0.769		-0.963		2.252		-0.063		0.743		0.364		-0.216		-0.736		-0.664		0.854		-0.438		-1.365		0.360		0.153		0.725		-0.167		1.671		0.000				-0.438		-1.794		-1.427		-1.268		-0.493		-0.644		1.073		0.000

										5.5%		-2.3%		-0.5%		1.9%		-1.3%		1.7%		-2.2%		5.4%		-0.1%		1.7%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.2%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		2.0%		-0.5%		5.0%		0.0%				-1.2%		-4.8%		-3.8%		-3.4%		-1.3%		-1.7%		2.8%		0.0%

						生産変動分 セイサンヘンドウブン				-5.495		-2.567		-1.708		-2.320		-1.225		-3.076		-0.151		-1.352		-0.254		-0.954		-1.536		-1.727		0.289		0.259		-1.474		-0.086		-0.678		-0.131		-0.161		-1.415		-1.120		-2.354		-32.740				-0.086		-0.772		-0.911		-1.078		-2.544		-3.680		-6.079		-37.747

										-9.7%		-4.7%		-3.4%		-4.8%		-2.6%		-6.8%		-0.4%		-3.2%		-0.6%		-2.2%		-3.6%		-4.2%		0.7%		0.7%		-3.8%		-0.2%		-1.8%		-0.4%		-0.5%		-4.0%		-3.2%		-7.0%		-100.0%				-0.2%		-2.0%		-2.4%		-2.9%		-6.7%		-9.7%		-16.1%		-100.0%

						※検算 ケンザン				-2.351		-3.832		-1.948		-1.390		-1.834		-2.307		-1.114		0.900		-0.317		-0.211		-1.172		-1.943		-0.447		-0.405		-0.620		-0.524		-2.043		0.229		-0.008		-0.690		-1.288		-0.682		-32.740				-0.524		-2.567		-2.338		-2.346		-3.036		-4.324		-5.006		-37.747

						※前年度（変化前の年度）のエネルギー消費量 ゼンネンドヘンカマエネンドショウヒリョウ				56.738		54.388		50.555		48.607		47.217		45.383		43.076		41.961		42.861		42.544		42.333		41.161		39.218		38.771		38.366		37.747		37.223		35.180		35.409		35.400		34.710		33.423		32.740				37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747		37.747

						※検算（パーセント） ケンザン				-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-1.9%		-3.7%		-2.0%		-100.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

										97 → 98		98 → 99		99 → 00		00 → 01		01 → 02		02 → 03		03 → 04		04 → 05		05 → 06		06 → 07		07 → 08		08 → 09		09 → 10		10 → 11		11 → 12		12 → 13		13 → 14		14 → 15		15 → 16		16 → 17		17 → 18		18 → 19		19 → 20				基準年→13 キジュンネン		基準年→14 キジュンネン		基準年→15 キジュンネン		基準年→16 キジュンネン		基準年→17 キジュンネン		基準年→18 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン		基準年→20 キジュンネン

				エネルギー原単位の増減 ゲンタンイゾウゲン				（Kl/T）		178.544		-75.391		-14.796		60.225		-40.483		54.832		-68.946		166.539		-4.712		56.533		28.730		-17.820		-60.205		-53.941		72.231		-37.085		-117.773		31.210		13.274		65.722		-15.683		168.429		0.000				-37.085		-154.858		-123.648		-110.374		-44.651		-60.334		108.095		0.000

										6.1%		-2.4%		-0.5%		2.0%		-1.3%		1.8%		-2.2%		5.5%		-0.1%		1.8%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.3%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		21333.9%		-4984.4%		53799.2%		0.0%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.9%		3.4%		0.0%

						生産活動量の変化 セイサンカツドウリョウヘンカ				299.105		142.199		101.315		145.965		78.295		208.267		10.548		102.119		18.731		72.258		117.933		135.648		-23.364		-20.829		122.595		7.220		55.306		11.460		13.995		125.773		101.042		232.331		0.000				7.220		62.130		73.994		87.971		212.030		305.206		531.307		0.000

										10.3%		4.6%		3.4%		4.9%		2.6%		6.9%		0.3%		3.4%		0.6%		2.3%		3.7%		4.2%		-0.7%		-0.7%		3.9%		0.2%		1.8%		0.4%		0.5%		40826.8%		32113.6%		74210.7%		0.0%				0.2%		1.9%		2.3%		2.8%		6.6%		9.6%		16.7%		0.0%

						燃料消費量の変化 ネンリョウショウヒリョウヘンカ				-120.561		-217.590		-116.111		-85.739		-118.778		-153.436		-79.494		64.420		-23.442		-15.726		-89.203		-153.468		-36.841		-33.113		-50.364		-44.305		-173.079		19.750		-0.721		-60.051		-116.724		-63.902		-3299.123				-44.305		-216.988		-197.642		-198.345		-256.681		-365.540		-423.212		-3191.028

										-4.1%		-7.0%		-3.9%		-2.9%		-3.9%		-5.1%		-2.6%		2.1%		-0.7%		-0.5%		-2.8%		-4.7%		-1.1%		-1.0%		-1.6%		-1.4%		-5.5%		0.7%		-0.0%		-19492.9%		-37098.0%		-20411.5%		-1000000.0%				-1.4%		-6.8%		-6.2%		-6.2%		-8.0%		-11.5%		-13.3%		-100.0%

						※検算 ケンザン				178.544		-75.391		-14.796		60.225		-40.483		54.832		-68.946		166.539		-4.712		56.533		28.730		-17.820		-60.205		-53.941		72.231		-37.085		-117.773		31.210		13.274		65.722		-15.683		168.429		-3299.123				-37.085		-154.858		-123.648		-110.408		-44.665		-60.353		108.129		-3192.028

						※変化年度エネルギー原単位 ヘンカネンドゲンタンイ				2909.689		3088.233		3012.842		2998.046		3058.272		3017.788		3072.620		3003.674		3170.213		3165.501		3222.034		3250.764		3232.944		3172.739		3118.797		3191.028		3153.944		3036.171		3067.381		0.308		0.315		0.313		0.330				3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028		3191.028

						※検算（パーセント） ケンザン				6.1%		-2.4%		-0.5%		2.0%		-1.3%		1.8%		-2.2%		5.5%		-0.1%		1.8%		0.9%		-0.5%		-1.9%		-1.7%		2.3%		-1.2%		-3.7%		1.0%		0.4%		21333.9%		-4984.4%		53799.2%		-1000000.0%				-1.2%		-4.9%		-3.9%		-3.5%		-1.4%		-1.9%		3.4%		-100.0%

		【計算用データ（自動計算されます）】 ケイサンヨウジドウケイサン

										単位 タンイ		1990年度 ネンド		1997年度 ネンド		1998年度 ネンド		1999年度 ネンド		2000年度 ネンド		2001年度 ネンド		2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド				基準年度 キジュンネンド

				生産活動量 セイサンカツドウリョウ						万ｔｏｎ		242.5		195.0		176.1		167.8		162.1		154.4		150.4		140.2		139.7		135.2		134.4		131.4		126.6		121.3		122.2		123.0		118.3		118.0		115.9		115.4		114.9		110.3		106.8		99.2		0.0				118.29

				ＣＯ２排出原単位 ハイシュツゲンタンイ						t-CO2／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		5275.7		5712.2		6091.6		5857.9		5883.6		5985.6		5958.7		5976.6		5708.8		6085.0		5817.4		5767.0		5398.1		5331.1		5063.2		4988.3		5161.4		5034.0		4889.5		5013.6		4999.6		4972.5		4936.5		5138.1		0.0				5161.3641207424

				ＣＯ２排出量（業界指定ケース）						万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

						ＣＯ２排出量（購入電力分） コウニュウデンリョクブン				万t-CO2 マン		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

						ＣＯ２排出量（その他分） タブン				万t-CO2 マン		127.936		111.388		107.280		98.296		95.390		92.413		89.610		83.788		79.752		82.269		78.186		75.770		68.351		64.669		61.872		61.364		61.054		59.411		56.654		57.875		57.452		54.856		52.701		50.991		0.000				61.0537761843

				①総エネルギー使用量（熱量換算） ソウシヨウリョウネツリョウカンサン						GJ		26007736.820		21991645.300		21080433.460		19595150.000		18839977.000		18301182.860		17590396.130		16696033.970		16264079.480		16612897.220		16490051.710		16408130.840		15953867.000		15200687.200		15027467.831		14870631.411		14630494.216		14427361.559		13635631.600		13724328.998		13721104.490		13453640.162		12954537.256		12690115.759		0.000				14630494.21592

						②購入電力使用量（熱量換算） コウニュウデンリョクシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		7204062.350		5392025.570		5070216.100		4844015.410		4472482.100		4384937.160		4065805.430		3978438.870		4038701.580		3691506.420		3680171.910		3542568.840		3989323.800		3712942.800		3826626.992		3779214.534		3657268.631		3836201.066		3649812.991		3647861.525		3598353.992		3660392.535		3493632.310		3325286.505		0.000				3657268.63062

						③その他エネルギー使用量（熱量換算） タシヨウリョウネツリョウカンサン				GJ		18803674.470		16599619.730		16010217.360		14751134.590		14367494.900		13916245.700		13524590.700		12717595.100		12225377.900		12921390.800		12809879.800		12865562.000		11964543.200		11487744.400		11200840.840		11091416.877		10973225.585		10591160.493		9985818.609		10076467.474		10122750.498		9793247.628		9460904.945		9364829.254		0.000				10973225.5853

				①／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		107248.399		112778.651		119698.950		116776.818		116203.335		118537.656		116968.542		119093.802		116421.471		122876.459		122693.837		124885.021		125998.599		125307.895		122974.369		120883.619		123683.272		122245.885		117681.041		118890.723		119405.219		121952.601		121344.745		127872.992		0.000				123683.271755178

				②／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		29707.474		27651.654		28789.709		28867.791		27585.880		28401.452		27035.851		28378.441		28909.818		27304.042		27382.231		26963.082		31506.418		30607.896		31314.460		30721.300		30917.817		32504.890		31499.369		31600.590		31313.969		33180.194		32724.744		33507.522		0.000				30917.8174876997

				③／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ						GJ／（生産活動量） セイサンカツドウリョウ		77540.926		85126.997		90909.241		87909.026		88617.456		90136.204		89932.691		90715.361		87511.653		95572.417		95311.606		97921.938		94492.181		94699.999		91659.909		90162.319		92765.454		89740.995		86181.672		87290.133		88091.250		88772.407		88620.000		94365.470		0.000				92765.4542674782

				全エネルギーのＣＯ２排出係数（熱量当たり） ゼンハイシュツケイスウネツリョウア						万t-CO2／GJ マン		0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173

				熱量当たりのＣＯ２排出係数 ネツリョウアハイシュツケイスウ																																																												0

						購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり） コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウア				万t-CO2／GJ マン		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000				0

						その他エネルギーのＣＯ２排出係数 タハイシュツケイスウ				万t-CO2／GJ マン		0.000006804		0.000006710		0.000006701		0.000006664		0.000006639		0.000006641		0.000006626		0.000006588		0.000006523		0.000006367		0.000006104		0.000005889		0.000005713		0.000005629		0.000005524		0.000005533		0.000005564		0.000005609		0.000005673		0.000005744		0.000005676		0.000005601		0.000005570		0.000005445		0.000000000				0.0000055639

				購入電力のＣＯ２排出係数（熱量当たり）：総エネルギー使用量に対する購入電力使用量の割合を利用 コウニュウデンリョクハイシュツケイスウネツリョウアソウシヨウリョウタイコウニュウデンリョクシヨウリョウワリアイリヨウ								0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000		0.000000000				0

				その他エネルギーのＣＯ２排出係数：総エネルギー使用量に対するその他エネルギー使用量の割合を使用 タハイシュツケイスウソウシヨウリョウタイタシヨウリョウワリアイシヨウ								0.000004919		0.000005065		0.000005089		0.000005016		0.000005063		0.000005050		0.000005094		0.000005018		0.000004904		0.000004952		0.000004741		0.000004618		0.000004284		0.000004254		0.000004117		0.000004127		0.000004173		0.000004118		0.000004155		0.000004217		0.000004187		0.000004077		0.000004068		0.000004018		0.000000000				0.000004173



入力（基礎）で選択された2020年目標の基準年度が自動的に反映されます。BAU目標の場合には空欄となり、基準年度からの要因分析は出力されません。



		

				【別紙5-1】要因分析（CO2）																		基準年度比 キジュンネンドヒ

																						データシートリンク								要因振り分け用 ヨウインフワヨウ										グラフラベル用 ヨウ

				基準年度比 キジュンネンドヒ								前年度比 ゼンネンドヒ												基準年→19 キジュンネン		基準年→19 キジュンネン								2012年度(基準年度)		2019年度 ネンド				2012年度(基準年度)		2019年度		2012年度(基準年度)		2019年度

																						CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ		-11.899		-15.0%						CO2排出量 ハイシュツリョウ		86.3		73.8				-		-		-		-

																						事業者の省エネ努力分		2.447		3.1%				①		事業者の省エネ努力分		2.447		0.000				79.47%		0.00		① +2.4		0

																						燃料転換等による変化		-2.118		-2.7%				②		燃料転換等による変化		0.000		2.118				0.00		14.14%		0		② -2.1

																						購入電力分原単位変化		0.632		0.8%				③		購入電力分原単位変化		0.632		0.000				20.53%		0.00		③ +0.6		0

																						生産変動分		-12.860		-16.2%				④		生産変動分		0.000		12.860				0.00		85.86%		0		④ -12.9

																																要因合計値 ヨウインゴウケイチ		3.079		14.978				CO2排出量の増減量 ハイシュツリョウリョウ		CO2排出量の増減率 ハイシュツリョウリツ		ラベル用 ヨウ

																																								-11.90		-15%		-12 (-15%)

																																						検算用 ケンザンヨウ		-12.52

																						前年度比 ゼンネンドヒ

																						データシートリンク								要因振り分け用 ヨウインフワヨウ										グラフラベル用 ヨウ

																								18 → 19		18 → 19								2018年度 ネンド		2019年度 ネンド				2018年度		2019年度		2018年度		2019年度

																						CO2排出量の増減 ハイシュツリョウ		-2.542		-3.3%						CO2排出量 ハイシュツリョウ		77.6		73.8				-		-		-		-

																						事業者の省エネ努力分		3.602		4.6%				①		事業者の省エネ努力分		3.602		0.000				100.00%		0.00		① +3.6		0

																						燃料転換等による変化		-0.642		-0.8%				②		燃料転換等による変化		0.000		0.642				0.00		10.45%		0		② -0.6

																						購入電力分原単位変化		-0.485		-0.6%				③		購入電力分原単位変化		0.000		0.485				0.00		7.89%		0		③ -0.5

																						生産変動分		-5.018		-6.5%				④		生産変動分		0.000		5.018				0.00		81.66%		0		④ -5

																																要因合計値 ヨウインゴウケイチ		3.602		6.145				CO2排出量の増減量 ハイシュツリョウリョウ		CO2排出量の増減率 ハイシュツリョウリツ		ラベル用 ヨウ

																																								-2.54		-5%		-3 (-5%)





		



-12 (-15%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +2.4

② -2.1

③ +0.6

④ -12.9



		



-3 (-5%)

CO2排出量(万t-CO2)

CO2排出量

事業者の省エネ努力分

燃料転換等による変化

購入電力分原単位変化

生産変動分

① +3.6

② -0.6

③ -0.5

④ -5



		

		実施した対策、投資額と削減効果 ジッシタイサクトウシガクサクゲンコウカ

				番号 バンゴウ		対策名 タイサクメイ		対策内容 タイサクナイヨウ		対策実施率 タイサクジッシリツ		投資額 トウシガク				削減効果①
（年間） サクゲンコウカネンカン				削減効果②
（投資期間全体） サクゲンコウカトウシキカンゼンタイ

												数量 スウリョウ		単位 タンイ		数量 スウリョウ		単位 タンイ		数量 スウリョウ		単位 タンイ				対策実施率 タイサクジッシリツ

		2018年度
まで ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1000		百万円 ヒャクマンエン		1.8		万ｔ-CO2 マン		14.4		万ｔ-CO2 マン		石塚 イシヅカ		2019年まで100％ ネン

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1940		百万円 ヒャクマンエン		0.4		万ｔ-CO2 マン		4.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ		2020年まで　0％と記入 ネンキニュウ

				3		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉部分修理） ブブン		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		242		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				4		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉全面修理） ゼンメンリ		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1478		百万円 ヒャクマンエン		0.4		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

		2019年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		1400		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		100.0%		178		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				3

				4

				5

		2020年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		900		百万円 ヒャクマンエン		0.2		万ｔ-CO2 マン		2.0		万ｔ-CO2 マン		石塚 イシヅカ

				2		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		155		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		2.4		万ｔ-CO2 マン		東洋 トウヨウ

				3		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		1350		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				4

				5

		2021年度 ネンド		1		生産設備の更新（ｶﾞﾗｽ炉修理）､生産設備集約		ガラス溶解炉の修理 ヨウカイロシュウリ		0.0%		1400		百万円 ヒャクマンエン		0.3		万ｔ-CO2 マン		3.0		万ｔ-CO2 マン		日山 ニチヤマ

				2

				3

				4

				5

		※１　業界として特に重要だと考えている対策を毎年度3～5つ程度記載。
※２　対策実施率は、業界内での対策の実施状況（最新設備の導入率等）を記載。
※３　2018年度実施の対策は必ず記入すること。 ギョウカイトクジュウヨウカンガタイサクマイトシドテイドキサイギョウカイナイタイサクトウキサイネンドジッシタイサクカナラキニュウ





		

		クレジット等の活用実績 トウカツヨウジッセキ

		○クレジット合計（参考） ゴウケイサンコウ																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量（※） シュトクリョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		償却量 ショウキャクリョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○京都メカニズムクレジット キョウト																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量（※） シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○JCMクレジット																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量 シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		○Ｊークレジット（国内クレジットも含む） コクナイフク																		単位：t-CO2 タンイ

				2012年度まで ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		取得量 シュトクリョウ

		償却量 ショウキャクリョウ

		期末保有量 キマツホユウリョウ

		※ 京都メカニズムクレジットにおいては、政府口座への償却前移転量とする。 キョウトセイフコウザショウキャクマエイテンリョウ





		

				業務部門（本社等オフィス）の対策と削減効果 ホンシャトウサクゲンコウカ

						対策項目 タイサクコウモク		削減効果 サクゲンコウカ

								CO2削減量（t-CO2/年） サクゲンリョウネン						エネルギー削減量（MJ/年) サクゲンリョウネン

								2019年度 ネンド		2018年度まで ネンド		2020年度以降 ネンドイコウ		2019年度 ネンド		2018年度まで ネンド		2020年度以降 ネンドイコウ

				照明設備等 ショウメイセツビトウ		昼休み時などに消灯徹底化 ヒルヤストキショウトウテッテイカ		0.00		6.48		0.00		0		126,756		0

						退社時にはパソコンの電源ＯＦＦの徹底化 タイシャトキデンゲンテッテイカ		0.00		2.49		0.00		0		48,807		0

						照明のインバーター化 ショウメイカ		0.00		8.20		0.00		0		160,380		0

						高効率照明の導入 コウコウリツショウメイドウニュウ		2.29		64.66		0.05		44,769		1,265,006		895

						トイレ等の照明の人感センサー導入 トウショウメイジンカンドウニュウ		0.01		0.57		0.02		288		11,088		360

						照明の間引き ショウメイマビ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

				空調設備 クウチョウセツビ		冷房温度を２８度設定にする レイボウオンドドセッテイ		0.00		20.66		0.00		0		404,279		0

						暖房温度を２０度設定にする ダンボウオンドドセッテイ		0.00		14.23		0.00		0		278,370		0

						冷暖房開始時の外気取り入れの停止 レイダンボウカイシトキガイキトイテイシ		0.00		6.52		0.00		0		127,532		0

						空調機の外気導入量の削減 クウチョウキガイキドウニュウリョウサクゲン		0.00		1.42		0.00		0		27,750		0

						氷蓄熱式空調システムの導入 コオリチクネツシキクウチョウドウニュウ		0.00		161.66		0.00		0		3,162,827		0

				エネルギー		業務用高効率給湯器の導入 ギョウムヨウコウコウリツキュウトウキドウニュウ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

						太陽光発電設備の導入 タイヨウコウハツデンセツビドウニュウ		50.60		0.00		0.00		990,000		0		0

						風力発電設備の導入 フウリョクハツデンセツビドウニュウ		0.00		0.00		0.00		0		0		0

				建物関係 タテモノカンケイ		窓ガラスの遮熱フィルム マドシャネツ		0.00		0.12		0.00		0		2,402		0

						エレベータ使用台数の削減 シヨウダイスウサクゲン		0.00		0.00		0.00		0		0		0

						自動販売機の夜間運転の停止 ジドウハンバイキヤカンウンテンテイシ		0.00		0.20		0.00		0		3,924		0







４．2019年度の取組実績（３）

ＢＡＴ、ベストプラクティスの導入推進状況

【削減見込み量算定根拠】
 ガラス溶解炉の更新により、エネルギー使用量を削減でき、CO2排出量

を削減できる。

 ガラス溶解炉の更新は大規模な設備投資であり、経済的合理性を考慮
して行われていくが、2030年度の実施計画は未定である。

 2019年度において、ガラス溶解炉の更新が2件あった。ガラス溶解炉の
更新をしなかった場合、CO2排出量はさらに悪化したと推察する。

2020年12月16日

BAT・ベストプラクティス

等
導入状況・普及率等 導入・普及に向けた課題

ガラス溶解炉の更新

2019年度 7%
2020年度 11%

2030年度○○%

・ガラス溶解炉の更新時に導入した省エ

ネ設備などの情報交換を行っている。革

新的な技術は無く、導入した省エネ設備

単体での効果が把握し辛い。
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 ガラスびん協会では、ガラスびんの軽量度を一定の
数式で量ることとし、すべてのびんをⅠ〜Ⅳの4つの

レベルに層別・区分しています。最も軽量度の高い
レベルⅣのびんを「超軽量びん」と呼び、ガラスびん
全体の軽量化のシンボルとしています。

５．低炭素製品・サービス等による他部門での貢献

左のグラフ 
軽量度の４層別。軽量度は次の計算式により求め、その数値を L値と呼びます。 

L値＝0.44×ガラスびん質量（g）÷満量容量(ml)0.77 

右のマーク 日本ガラスびん協会の超軽量びんシンボルマーク 

 

【ガラスびんの軽量化】

軽量化により、省資源、
省エネルギーを実現し、
CO2排出量を抑制。

「超軽量びん」は、日本
環境協会から、「エコ
マーク」の認定を得た
製品群もある。

2020年12月16日

2019年度CO2排出削減量：3.4万t-CO2
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参考資料（超軽量びんの出荷本数の推移）

 調味料用ガラスびんで超軽量びんが普及している。
 2012年（平成24年）以降、ビールびんでも超軽量化が進んだ。
 2018年は超軽量びんの主力商材であった調味料びん、ﾋﾞｰﾙびんの他素材化

の影響を受け、大幅な減少となったが、2019年は4％程度の緩やかな落ち幅
になっている。

2020年12月16日

超軽量びんの出荷本数ベースでの比率推移
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出荷本数ベースでの比率

図．超軽量びんの本数ベースでの比率の推移
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びん平均重量

		

						平均 ヘイキン

				2004年 ネン		192.3

				2005年 ネン		187.2

				2006年 ネン		187.7

				2007年 ネン		186.4

				2008年 ネン		184.9

				2009年 ネン		182.3

				2010年 ネン		180.5

				2011年 ネン		178.9

				2012年 ネン		179

				2013年 ネン		180.5

				2014年 ネン		179.7

				2015年 ネン		179.3

				2016年 ネン		178.1

				2017年 ネン		177.2

				2018年 ネン		173.8

				2019年 ネン		173





びん平均重量

		



平均

平均重量（g/本）

図．ガラスびん１本当たりの平均重量の推移



超軽量びん

		

						万ton マン		千本 センホン		千本 センホン

						出荷重量 シュッカジュウリョウ		出荷本数 シュッカホンスウ		超軽量びん チョウケイリョウ		比率 ヒリツ

		H16		2004年 ネン		139.7		7199187		215288		3.0%

		H17		2005年 ネン		135.2		7105273		221628		3.1%

		H18		2006年 ネン		134.4		6995604		216063		3.1%

		H19		2007年 ネン		131.3859		6850520		213762		3.1%

		H20		2008年 ネン		126.6194		6762681		234221		3.5%

		H21		2009年 ネン		121.3067		6587040		250225		3.8%

		H22		2010年 ネン		122.2		6727512		250225		3.7%

		H23		2011年 ネン		123.0161		6645502		234268		3.5%

		H24		2012年 ネン		118.29		6468014		224377		3.5%

		H25		2013年 ネン		118.0192		6398780		228946		3.6%

		H26		2014年 ネン		115.8694		6259498		229365		3.7%

		H27		2015年 ネン		115.4365		6421521		219235		3.4%

		H28		2016年 ネン		114.9121		6315619		211351		3.3%

		H29		2017年 ネン		110.3186		6188062		205876		3.3%

		H30		2018年 ネン		106.7696		5992550		159558		2.7%

		R1		2019年 ネン		983281		5684034		153742		2.7%



https://www.glass-3r.jp/data/pdf/data_02.pdfの読み取り



超軽量びん

		



比率

出荷本数ベースでの比率

図．超軽量びんの本数ベースでの比率の推移



ECO

		

						万ton マン		千本 センホン		千本 センホン

						出荷重量 シュッカジュウリョウ		出荷本数 シュッカホンスウ		ECOﾎﾞﾄﾙ		比率 ヒリツ

		H16		2004年 ネン		139.7		7199187				0.0%
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参考資料（ガラスびん1本当たりの平均重量の推移）

 ガラスびん１本当たりの平均重量は、減少傾向である。
 近年、ｳｲｽｷｰびんなどは、高級感や重厚感を演出するため、重量化する

傾向にあるが、ガラスびん全体としては、平均重量は2014年以降、軽量化
する傾向にある。

2020年12月16日
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図．ガラスびん１本当たりの平均重量の推移
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 ガラスびん協会では、規格統一リターナブルびん（Ｒびん）を認定し、図面
を公開している。

 業界の統一ＬＣＡデータとして共有し、リターナブルのＰＲ活動に取組んで
いる。

 リターナブル使用はCO2排出量の抑制に直接作用、ガラスびんだけが持つ
大きな特性。

 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸによる海洋汚染問題に対しｶﾞﾗｽは天然素材であり、ｶﾞﾗｽびんは
問題解決の役割を果たす。特にﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙびんは環境汚染と低炭素の両面
で効果が期待できる。

５．低炭素製品・サービス等による他部門での貢献

【リターナブルびん】

2020年12月16日

2019年度CO2排出削減量：7.92万t-CO2

【輸入びんのカレット化】 2019年度CO2排出削減量：6.1万t-CO2

 市場の輸入びんをカレットとしてリサイクル使用することで、省資源、省エネ
ルギーを実現し、CO2排出量の抑制にもつながる
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 原料としてカレットを90%以上使用し製品化したものを

「エコロジーボトル」、無色・茶色以外のその他のカレ
ットを90%以上使用し製品化したものを特に「スーパ
ーエコロジーボトル」といいます。

 エコロジーボトルの強度は、通常のびんとまったく変
わりません。

 「エコロジーボトル」普及推進の一環として、シンボル
マークを用意し、ボトラー、ユーザーへの利用促進を
行っている。

５．低炭素製品・サービス等による他部門での貢献

【エコロジーボトルの推進】

2020年12月16日

2019年度CO2排出削減量：0.23万t-CO2

17



• 削減貢献の概要、削減見込量の算定方法

 業界6社中2社で、おもに中国・ブラジルなどでの技術援助による生産性
向上に寄与。

 技術援助先では、数値的な評価を行われていないため、国内のCO2排
出量を基準に概算で試算した。

６．海外での削減貢献

2020年12月16日

海外での削減貢献
削減実績

（2019年度）
削減見込量
（2020年度）

削減見込量
（2030年度）

1
中国での技術指導
（T社３窯分）

0.111万t-CO2 0.111万t-CO2 0.111万t-CO2t

2
ブラジルでの技術指導
（I社２窯分）

0.129万t-CO2 0.129万t-CO2 0.129万t-CO2t

18



 予熱酸素燃焼技術、全電気溶融などのEU諸国での最新燃焼技術の導入

検討。

 日本での導入に際しては、電気コストが障壁。電気必要量についても不確

定なので、実質的には削減率は10％～20％と推定。詳細な試算は今後の

課題。

 アンモニアや水素燃焼などの研究開発の導入検討。燃焼時にCO2を発生

せず、化石燃料に替わる可能性を秘めている。詳細な試算は今後の課題。

 ※上記3項目は、同時に実施できないので、いずれの技術の選択となる。

７．革新的な技術開発・導入

2020年12月16日
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革新的技術・サービス 導入時期 削減見込量

1 予熱酸素燃焼技術 未定 6.5(万t-CO₂)

2 全電気溶融技術 未定 19.4(万t-CO₂)

3
CO2を排出しない燃焼技術（アンモ
ニア燃焼、水素燃焼）

未定 34.8(万t-CO₂)

革新的技術・サービスの概要、導入時期、削減見込量及び算定根拠



• 業務部門での取り組み

– 目標：業界としての統一目標はない。

事務所が工場の一部にあり、定量的な把握がしづらい企業もあるが、

各社とも実績の把握に努め、業界統一の目標設定が可能かどうか、

さらに検討を進めていく。

加盟６社ともISO14001取得済みで、環境対策の一貫として実施中。

• 運輸部門での取り組み

– 目標：業界としての統一目標はない。

輸送量が3000万トン・ｋｍをこえる企業は、『エネルギーの使用の合理

化に関する法律』の目標値を設定し、個々に取り組みを行っている。

目標の一例として、

ａ．2008～2012年平均のCO2排出量を2002年度比10％削減する。

ｂ．輸送エネルギー原単位を2006年度対比で、4％削減する。

８．その他取組（１）

2020年12月16日
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• 情報発信の取り組み
– 日本ガラスびん協会
ガラスびんの普及活動のほか、カレ

ット利用、省エネ、物流、技術に関す
る各委員会活動を定期的に開催し、
CO2排出削減につながる活動を行っ
ている。

低炭素社会実行計画の進捗状況を
ホームページに公開。
SDGs検討WGを設置し取組み開始。

– ガラスびん３Ｒ促進協議会
中身メーカー（ボトラー）などと協力し

ながら３Ｒ（リデュース、リユース、リ
サイクル）を推進し、環境負荷の低減
を図る取り組みを継続的に推進して
いる。

８．その他取組（２）

2020年12月16日
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• 個社の取り組み

 ガラスびん工場への積極的な見学の受入実施。学校､地域､行政､リサ
イクル関係､メディアなど、多数受入。

 ガラスびんの良さやリサイクルについてPR。地域行政、学校などとタイ

アップして、環境への取り組みを伝えるための学習会、フォーラムの開
催、展示会への出展を実施。

 環境報告書等にて、ガラスびん製造企業としての取り組みやその成果
について定期的に情報公開を行っている。

８．その他取組（３）

2020年12月16日
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END

www.glassbottle.org
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2020年12月16日
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