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1. 制度概要 東京都環境確保条例 
～総量削減義務と排出量取引制度の主な内容～① 

◇対象となる事業所： 

①指定地球温暖化対策事業所  ⇒排出量報告義務等 
  前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で年間1,500kℓ以上の事業所 
 
②特定地球温暖化対策事業所  ⇒排出量削減義務等 
  前年度のエネルギー使用量が３年度（年度の途中に使用開始された事業所の場合、 
  その年度を 除いて３年度）連続して原油換算1,500kℓ以上の事業所  
※ 特定地球温暖化対策事業所になると、削減義務が課される。 

◇削減計画期間： 

５年間 （第一計画期間：2010年度～2014年度、第二計画期間：2015～2019年度） 

◇削減義務率:  

原則、2002-2007年度までの間のいずれか連続する３か年度の平均排出量から設定 

◇基準年度： 

６～８％ （区分等により異なる、第二計画期間における削減義務率：15～17％（平均）（基準年度比）） 

→トップレベル事業所※1は、削減義務率を１／２に緩和 
準トップレベル事業所※2は、削減義務率を３／４に緩和 

※1：地球温暖化対策推進の程度が極めて優れた事業所 ※2：地球温暖化対策推進の程度が特に優れた事業所 
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1. 制度概要 東京都環境確保条例 
～総量削減義務と排出量取引制度の主な内容～② 

①自らで削減 
 
 ○高効率なエネルギー消費施設・機器への更新など 
 

②他者から「削減量」の取得（排出量取引） 
 
 ○超過削減量：他の対象事業所が義務量を超えて削減した量 
 ○中小クレジット：都内の中小規模事業所が省エネ対策の実施により削減した量 
 ○都外クレジット：都外の事業所における削減量（一定の制限付き） 
 ○再エネクレジット：再生可能エネルギーの環境価値（グリーン電力証書など） 

◇実効性の確保: 

○削減義務未達成の場合、不足量を削減するよう措置命令 
（必要な削減量は義務違反により加算分を含む） 
 
→措置命令違反の場合、 
罰金（上限５０万円）、氏名公表、 
知事が代わって必要量を調達（費用は違反者に求償） 

◇削減義務の履行手段: 
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1.-1 トップレベル事業所等認定のメリット 

①ブランド力UP 
  

 東京都環境局のホームページに公表され、地球温暖化対
策に積極的に取り組んだ事業者として、広く社会に認識さ
れ、ビルの環境性能、CSR（企業の社会的責任）の取組み
をアピールすることができる。 
 

 

②財務的なインセンティブ、メリット 
 

 削減義務率の緩和、超過した削減量は、排出量取引によ
り売却が可能。 
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1.-2 トップレベル事業所等の要件 

◇トップレベル事業所の要件 

  総合得点が８０.０点以上であること 

  必須項目について、評価点が0点（＊）の項目が１つもないこと 

 

◇準トップレベル事業所の要件 
    総合得点が７０.０点以上であること 

   （最も古い建物の竣工年度が平成25年度（2013年度）以降の認定申請事業所） 

   必須項目について、評価点が0点（＊）の項目が１つもないこと 

         （最も古い建物の竣工年度が平成24年度（2012年度）以前の認定申請事業所） 

       必須項目について、評価点が0点（＊）の項目が4以内であること 

        ＊必須項目によっては、「評価点が0点」ではなく、別途の要件を設定しているものもある 

 

 必須項目・・・すべての認定申請事業所において評価の対象、トップレベル事業所等が 

                          必ず取り組むべきもの 

 一般項目・・・すべての認定申請事業所において評価の対象、トップレベル事業所等が 

                          優先的に取り組むべきもの 

 加点項目・・・認定申請事業所において、取組を行っているとき、評価の対象とするもの 
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1.-3 トップレベル事業所等の認定基準 

総合得点 

    総合得点＝基礎得点＋加点項目の得点 

    基礎得点＝必須項目の得点＋一般項目の得点＝１００点 

    加点項目の合計点数は、２０.０点を上限 

配点 

    基礎得点１００点の配点 

    Ⅰ 一般管理事項：１０点 

    Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項：６０点 

    Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項：３０点 

各評価項目の得点 

   各評価項目は、取組状況に応じて1点から0点の間で評価点を付す 

    評価項目の得点＝評価点×重み係数 

 

「重み係数」設定の考え方 

   エネルギー使用量が大きい設備ならびに省エネ効果が大きい評価項目は、得点が大きい 

   比較的省エネ率の小さい「事業所及び設備の運用に関する事項」の評価項目でも、総合得点への影
響が大きい。 

地球温暖化対策推進状況評価書（評価ツール） 
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1.-4 トップレベル事業所等の認定状況 

総量削減義務と排出量取引制度の対象事業所（約1,400事
業所）の約5％、認定取得はかなりの難関、認定水準を維
持し続けることが重要！！ 
   

区分 

第一区分事業所 第二区分事業所 
24年度 
認定計 

22年度～ 
24年度 計 オフィス 

ビル 
その他 工場 

廃棄物 
処理 

トップレベル 5 1 1 0 7 34 

準トップレベル 5 3 0 1 9 45 

合計 10 4 1 1 16 79 
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1.簡易評価業務（フェーズⅠ） ＜準備・計画段階＞ 
  取り組み状況の現状把握・問題点・課題等の抽出して、対策優先度評価より、 
 改善対策を立案を行い、事業者の意思決定を支援します。 
 
2.詳細評価業務（フェーズⅡ） ＜運用実施段階＞ 
  トップレベル事業所等の認定申請（検証）に係わる評価書・調書・根拠資料 
 作成を支援し、技術的な指導及び助言・協力をします。 
 
3.検証・審査立会い（フェーズⅢ）＜検証・申請段階＞ 
  指定登録検証機関による検証（1週間）から東京都の審査（1日）に立会 
 い、お客様をサポートいたします。 

→準備・計画から検証・申請段階まで、ワンストップサービス 

2.ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所等認定支援ｻｰﾋﾞｽの主な内容 
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3. トップレベル事業所等認定に向けた取り組みの事例 
～K社様、Sビルの場合 

評価書・調書・根拠資料・拾い図の作成 8 



3.-1 具体的な取り組み内容① 
～管理・運用対策の強化 

啓蒙活動、運用マニュアル作成等 
 熱源2次ポンプ運転台数の削減 

 冷温水発生機運転台数の制限 

 冷却水温度設定の変更 

 熱源機器運転方法の見直し 

 給湯ボイラ運転台数の削減 

 クールビズ・ウォームビズの実施 

 端末室設定温度の緩和 

 EVホール設定温度の緩和 

 冷暖4管式空調を暖房空調に変更 

 空調運転スケジュールの見直し（照明連動） 

 中間期の空調運用の改善 

 中間期の外気の有効活用 

 外気導入量の調整 

 サーバー室外気取入量の抑制 

 換気ファン動力の低減 

 駐車場ファンの停止 

 

 基準照度の調整［Lx］ 

 EVホール、便所照明の間引き 

 屋外ネオン管の消灯 

 トイレ暖房便座の停止、エアタオルの停止 

 洗面所電気温水器の停止 

 エスカレータ動力の削減 

 エレベータの間引き運転 

 エレベータカゴ内温度の緩和 

 フロントビジョン、フラッシュボードの停止 

 OA機器待機電源の軽減 

 自販機の消灯 

 コピー複合機の省エネモード設定 
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3.-1 具体的な取り組み内容② 
～PDCA管理ｻｲｸﾙの強化 

～進捗・維持管理シートの活用 

改善の 

実施（Ｄ） 

改善効果の 

確認(C) 

現状の問題点 

の抽出(A) 

改善目標の 

設定（P) 
CO2削減
推進体制 
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3.-1 具体的な取り組み内容③ 
～評価水準の維持活動の推進と管理 

 「認定取得」が最終目標ではなく、「トップ
レベル評価水準の維持」（＝「持続性」）が
CO2削減につながる！ 

 関係者が共通認識を持つこと。 

 管理・運用で忘れないための仕組みづくり 

 トップレベル評価項目に合わせた点検記録
表・整備表の作成 

 評価項目の見直し、根拠資料の整理（最新の
運転実績データ等へ更新） 

など 

 

 

 

11 ～進捗・維持管理シートの活用 



3.-2 トップレベル評価項目の進捗管理表、 
維持管理シートの活用！ 

個票による評価項目・内容の把握 

計画と実施状況確認 

維持管理状況チェック＆改善事項指摘シート 

Action    →Plan→Do     →Check 
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3.-3 問題点・課題の抽出① お客様の声 
～苦労した点 ビルの「強み」・「弱み」を知る！ 

トップレベル評価項目に適合させることは、非常に困
難＝＞＞具体的には・・・・・ 
 

◇竣工後10年弱のビルのため、なかなか得点が伸びず
苦労した。（改修時期としては早い、投資が伴わない
運用対策のみで対応） 
 

◇熱源空調システムを4管式から2管式に変更したが、
トップレベル認定では評価されない（＝加点されない、
マイナス的な要素であった。）。 
 

◇総合評価となる一部の項目については、せっかくの
取組みも、ホテル客室で対応できない等で、高得点が
取れなかった。 
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3.-3 問題点・課題の抽出② お客様の声 
～改善・工夫した取組みの一例（1/2） 

◇クールビズ・ウォームビズへの対応 

 

→クールビズ（室内設定温度28℃）にも挑戦していた
が、クレームが多く、作業効率の低下等が懸念される
ため、空調設定温度をもとに戻すことにした。 

 

→このような取組みは、準トップレベルの得点を分析
し、得点の増減を事前把握できていたから決断する事
ができた。 
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3.-3 問題点・課題の抽出③ お客様の声 
～改善・工夫した取組みの一例（2/2） 

トップレベル評価項目の進捗管理表、維持管理 

シートの活用を通して 
 

 

→工程表によるこまめなチェックと進捗管理により、
現場からの気づき・意見等の吸い上げ（ボトムアッ
プ）が行うことができた。さらに、日常管理へのブ
レークダウンが可能となり、CO2削減推進会議と連
動した「事業者」、「運営管理会社」が一体となっ
た取組みとなった。 
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3.-4 第二計画期間の認定基準等が決まる！！ 

①トップレベルの認定効果の適用期間（改正内容抜粋） 
第1計画期間に認定された事業所に限り、認定後５年間削減義務率が緩和 

②トップレベル事業所の認定基準の見直し（改正内容抜粋） 
省エネルギー技術の進展に合わせ、認定基準を２段階で見直し 

 ②-1 2015年度から適用する認定基準の見直し 

・照明照度など定着してきた評価指標の追加、部分点とれるよう評価項
目の配点の細分化など 

 ②-2 2017年度から適用する認定基準の見直し 

・最新のしゅん工物件等を調査し、新たな技術動向を踏まえた認定基準
が策定される。⇒熱源機器の評価指標であるＣＯＰ（成績係数）の評価
値を、最新高効率機器の動向にあわせて見直しが行われる、など 
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2017年度から厳しい基準が適用されるため、2016年度まで 
に検証・認定申請した方が有利となります。 



3.-5 CO2排出削減量の推移 
～削減量累計実績と推計の事例 

t-CO2 

◆年度別の推移 

準トップ 
失効 

準トップ 
維持 

準トップ失効の場合 
未達 

CO2削減量の 
貯金なし 
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		2010年度 ネンド		4月 ガツ		788		8.00%		56		(92)		56		(92)												3,019								第一計画期間 ダイイチケイカクキカン		猛暑 モウショ		2010年度 ネンド		4月 ガツ		56				(92)				3,019

		2010年度 ネンド		5月		753		8.00%		56		(49)		112		(142)												3,019														5月		112				(142)				3,019

		2010年度 ネンド		6月		854		8.00%		62		(78)		174		(220)												3,019														6月		174				(220)				3,019

		2010年度 ネンド		7月		1,016		8.00%		70		(138)		244		(358)												3,019														7月		244				(358)				3,019

		2010年度 ネンド		8月		1,034		8.00%		79		(50)		323		(407)												3,019														8月		323				(407)				3,019

		2010年度 ネンド		9月		870		8.00%		66		(46)		389		(454)												3,019														9月		389				(454)				3,019

		2010年度 ネンド		10月		734		8.00%		57		(27)		445		(481)												3,019														10月		445				(481)				3,019

		2010年度 ネンド		11月		662		8.00%		57		45		502		(436)												3,019														11月		502				(436)				3,019

		2010年度 ネンド		12月		737		8.00%		66		93		568		(343)												3,019														12月		568				(343)				3,019

		2010年度 ネンド		1月		741		8.00%		63		52		632		(291)												3,019														1月		632				(291)				3,019

		2010年度 ネンド		2月		677		8.00%		61		85		693		(206)												3,019														2月		693				(206)				3,019

		2010年度 ネンド		3月		723		8.00%		62		57		755		(150)												3,019														3月		755				(150)				3,019

		2011年度 ネンド		4月 ガツ		565		6.00%		42		130.7		797		(19)												3,019										節電 セツデン		2011年度（準トップ） ネンドジュン		4月 ガツ		797				(19)				3,019

		2011年度 ネンド		5月		610		6.00%		42		93.9		839		75												3,019														5月		839				75				3,019

		2011年度 ネンド		6月		697		6.00%		47		78.4		886		153												3,019														6月		886				153				3,019

		2011年度 ネンド		7月		793		6.00%		53		85.2		938		238												3,019														7月		938				238				3,019

		2011年度 ネンド		8月		820		6.00%		59		164.9		997		403												3,019														8月		997				403				3,019

		2011年度 ネンド		9月		730		6.00%		49		93.3		1,047		496												3,019														9月		1,047				496				3,019

		2011年度 ネンド		10月		614		6.00%		42		92.1		1,089		588												3,019														10月		1,089				588				3,019

		2011年度 ネンド		11月		582		6.00%		42		124.5		1,131		713												3,019														11月		1,131				713				3,019

		2011年度 ネンド		12月		681		6.00%		50		148.8		1,181		862												3,019														12月		1,181				862				3,019

		2011年度 ネンド		1月		685		6.00%		48		107.9		1,229		970												3,019														1月		1,229				970				3,019

		2011年度 ネンド		2月		658		6.00%		46		104.5		1,275		1,074												3,019														2月		1,275				1,074				3,019

		2011年度 ネンド		3月		669		6.00%		47		111.1		1,321		1,185												3,019														3月		1,321				1,185				3,019

		2012年度 ネンド		4月 ガツ		609		6.00%		42		86.30		1,363		1,271												3,019										節電緩和 セツデンカンワ		2012年度 ネンド		4月 ガツ		1,363				1,271				3,019										■月別の推移 ツキベツスイイ

		2012年度 ネンド		5月		626		6.00%		42		78.23		1,405		1,350												3,019														5月		1,405				1,350				3,019

		2012年度 ネンド		6月		650		6.00%		47		125.51		1,452		1,475												3,019														6月		1,452				1,475				3,019

		2012年度 ネンド		7月		790		6.00%		53		88.31		1,504		1,563												3,019														7月		1,504				1,563				3,019

		2012年度 ネンド		8月		887		6.00%		59		97.64		1,563		1,661												3,019														8月		1,563				1,661				3,019

		2012年度 ネンド		9月		754		6.00%		49		70.14		1,613		1,731												3,019														9月		1,613				1,731				3,019

		2012年度 ネンド		10月		642		6.00%		42		64.68		1,655		1,796												3,019														10月		1,655				1,796				3,019

		2012年度 ネンド		11月		612		6.00%		42		94.64		1,697		1,890												3,019														11月		1,697				1,890				3,019

		2012年度 ネンド		12月		695		6.00%		50		134.82		1,747		2,025												3,019														12月		1,747				2,025				3,019

		2012年度 ネンド		1月		656		6.00%		48		137.56		1,795		2,163												3,019														1月		1,795				2,163				3,019

		2012年度 ネンド		2月		634		6.00%		46		128.36		1,841		2,290												3,019														2月		1,841				2,290				3,019

		2012年度 ネンド		3月		620		6.00%		47		159.41		1,887		2,449												3,019														3月		1,887				2,449				3,019

		2013年度 ネンド		4月		577		6.00%		42		118		1,929		2,567												3,019										戦略的LCM策定 センリャクテキサクテイ		2013年度 ネンド		4月 ガツ		1,929				2,567				3,019

		2013年度 ネンド		5月		603		6.00%		42		102		1,971		2,668												3,019														5月		1,971				2,668				3,019

		2013年度 ネンド		6月		644		6.00%		47		131		2,018		2,800												3,019														6月		2,018				2,800				3,019

		2013年度 ネンド		7月		802		6.00%		53		77		2,070		2,876												3,019														7月		2,070				2,876				3,019

		2013年度 ネンド		8月		847		6.00%		59		137		2,129		3,013												3,019														8月		2,129				3,013				3,019

		2013年度 ネンド		9月		693		6.00%		49		131		2,179		3,144												3,019														9月		2,179				3,144				3,019

		2013年度 ネンド		10月		616		6.00%		42		90		2,221		3,235												3,019														10月		2,221				3,235				3,019

		2013年度 ネンド		11月		574		6.00%		42		132		2,263		3,367												3,019														11月		2,263				3,367				3,019

		2013年度 ネンド		12月		660		6.00%		50		170		2,313		3,537												3,019														12月		2,313				3,537				3,019

		2013年度 ネンド		1月		654		6.00%		48		139		2,361		3,676												3,019														1月		2,361						3,676		3,019

		2013年度 ネンド		2月		633		6.00%		46		130		2,407		3,805												3,019														2月		2,407						3,805		3,019

		2013年度 ネンド		3月		619		6.00%		47		161		2,453		3,966												3,019														3月		2,453						3,966		3,019

		2014年度 ネンド		4月		592		6.00%		42		103		2,495		4,069												3,019										第一計画期間最終年度 ダイイチケイカクキカンサイシュウネンド		2014年度 ネンド		4月 ガツ		2,495						4,069		3,019

		2014年度 ネンド		5月		640		6.00%		42		64		2,537		4,133												3,019														5月		2,537						4,133		3,019

		2014年度 ネンド		6月		759		6.00%		47		16		2,584		4,149												3,019														6月		2,584						4,149		3,019

		2014年度 ネンド		7月		864		6.00%		53		14		2,636		4,163												3,019														7月		2,636						4,163		3,019

		2014年度 ネンド		8月		860		6.00%		59		124		2,695		4,287												3,019														8月		2,695						4,287		3,019

		2014年度 ネンド		9月		767		6.00%		49		57		2,745		4,344												3,019														9月		2,745						4,344		3,019

		2014年度 ネンド		10月		645		6.00%		42		62		2,787		4,406												3,019														10月		2,787						4,406		3,019

		2014年度 ネンド		11月		611		6.00%		42		96		2,829		4,502												3,019														11月		2,829						4,502		3,019

		2014年度 ネンド		12月		715		6.00%		50		115		2,879		4,617												3,019														12月		2,879						4,617		3,019

		2014年度 ネンド		1月		719		6.00%		48		74		2,927		4,691												3,019														1月		2,927						4,691		3,019

		2014年度 ネンド		2月		690		6.00%		46		72		2,973		4,763												3,019														2月		2,973						4,763		3,019

		2014年度 ネンド		3月		702		6.00%		47		78		3,019		4,841												3,019														3月		3,019						4,841		3,019

		2015年度 ネンド		4月		592		12.75%		89		103		3,107		4,943														9,009		10,617				第二計画期間 ダイニケイカクキカン				2015年度 ネンド		4月 ガツ		3,107						4,943				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		5月		640		12.75%		90		64		3,196		5,007														9,009		10,617										5月		3,196						5,007				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		6月		732		12.75%		99		44		3,294		5,051														9,009		10,617										6月		3,294						5,051				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		7月		833		12.75%		112		46		3,405		5,097														9,009		10,617										7月		3,405						5,097				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		8月		860		12.75%		126		124		3,530		5,221														9,009		10,617										8月		3,530						5,221				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		9月		767		12.75%		105		57		3,635		5,278														9,009		10,617										9月		3,635						5,278				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		10月		645		12.75%		90		62		3,725		5,340														9,009		10,617										10月		3,725						5,340				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		11月		611		12.75%		90		96		3,815		5,435														9,009		10,617										11月		3,815						5,435				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		12月		715		12.75%		106		115		3,920		5,550														9,009		10,617										12月		3,920						5,550				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		1月		719		12.75%		101		74		4,021		5,624														9,009		10,617										1月		4,021						5,624				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		2月		690		12.75%		97		72		4,118		5,696														9,009		10,617										2月		4,118						5,696				9,009		10,617

		2015年度 ネンド		3月		702		12.75%		99		78		4,217		5,774														9,009		10,617										3月		4,217						5,774				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		4月		592		12.75%		89		103		4,305		5,877		17.00%		118		103		4,335		103				9,009		10,617						準トップ再取得 ジュンサイシュトク		2016年度 ネンド		4月 ガツ		4,305		4,335				5,877				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		5月		640		12.75%		90		64		4,394		5,941		17.00%		120		64		4,454		166				9,009		10,617										5月		4,394		4,454				5,941				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		6月		732		12.75%		99		44		4,492		5,984		17.00%		132		44		4,585		210				9,009		10,617										6月		4,492		4,585				5,984				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		7月		833		12.75%		112		46		4,603		6,030		17.00%		149		46		4,734		256				9,009		10,617										7月		4,603		4,734				6,030				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		8月		893		12.75%		126		92		4,728		6,122		17.00%		167		92		4,901		348				9,009		10,617										8月		4,728		4,901				6,122				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		9月		796		12.75%		105		28		4,833		6,150		17.00%		140		28		5,041		376				9,009		10,617										9月		4,833		5,041				6,150				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		10月		645		12.75%		90		62		4,923		6,212		17.00%		120		62		5,161		437				9,009		10,617										10月		4,923		5,161				6,212				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		11月		611		12.75%		90		96		5,013		6,307		17.00%		120		96		5,281		533				9,009		10,617										11月		5,013		5,281				6,307				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		12月		715		12.75%		106		115		5,118		6,422		17.00%		141		115		5,422		648				9,009		10,617										12月		5,118		5,422				6,422				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		1月		719		12.75%		101		74		5,219		6,496		17.00%		135		74		5,556		722				9,009		10,617										1月		5,219		5,556				6,496				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		2月		690		12.75%		97		72		5,316		6,568		17.00%		130		72		5,685		794				9,009		10,617										2月		5,316		5,685				6,568				9,009		10,617

		2016年度 ネンド		3月		702		12.75%		99		78		5,415		6,646		17.00%		133		78		5,817		872				9,009		10,617										3月		5,415		5,817				6,646				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		4月		592		12.75%		89		103		5,503		6,749		17.00%		118		103		5,935		975				9,009		10,617						　		2017年度 ネンド		4月 ガツ		5,503		5,935				6,749				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		5月		640		12.75%		90		64		5,592		6,813		17.00%		120		64		6,054		1,038				9,009		10,617										5月		5,592		6,054				6,813				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		6月		732		12.75%		99		44		5,690		6,856		17.00%		132		44		6,185		1,082				9,009		10,617										6月		5,690		6,185				6,856				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		7月		833		12.75%		112		46		5,801		6,902		17.00%		149		46		6,334		1,128				9,009		10,617										7月		5,801		6,334				6,902				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		8月		860		12.75%		126		124		5,926		7,026		17.00%		167		124		6,501		1,252				9,009		10,617										8月		5,926		6,501				7,026				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		9月		767		12.75%		105		57		6,031		7,083		17.00%		140		57		6,641		1,309				9,009		10,617										9月		6,031		6,641				7,083				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		10月		645		12.75%		90		62		6,121		7,145		17.00%		120		62		6,761		1,371				9,009		10,617										10月		6,121		6,761				7,145				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		11月		611		12.75%		90		96		6,211		7,241		17.00%		120		96		6,881		1,467				9,009		10,617										11月		6,211		6,881				7,241				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		12月		715		12.75%		106		115		6,316		7,356		17.00%		141		115		7,022		1,582				9,009		10,617										12月		6,316		7,022				7,356				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		1月		719		12.75%		101		74		6,417		7,430		17.00%		135		74		7,156		1,656				9,009		10,617										1月		6,417		7,156				7,430				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		2月		690		12.75%		97		72		6,514		7,502		17.00%		130		72		7,285		1,727				9,009		10,617										2月		6,514		7,285				7,502				9,009		10,617

		2017年度 ネンド		3月		702		12.75%		99		78		6,613		7,580		17.00%		133		78		7,417		1,805				9,009		10,617										3月		6,613		7,417				7,580				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		4月		592		12.75%		89		103		6,701		7,682		17.00%		118		103		7,535		1,908				9,009		10,617								2018年度 ネンド		4月 ガツ		6,701		7,535				7,682				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		5月		640		12.75%		90		64		6,790		7,746		17.00%		120		64		7,654		1,972				9,009		10,617										5月		6,790		7,654				7,746				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		6月		759		12.75%		99		16		6,888		7,762		17.00%		132		16		7,785		1,988				9,009		10,617										6月		6,888		7,785				7,762				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		7月		864		12.75%		112		14		6,999		7,777		17.00%		149		14		7,934		2,002				9,009		10,617										7月		6,999		7,934				7,777				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		8月		860		12.75%		126		124		7,124		7,901		17.00%		167		124		8,101		2,127				9,009		10,617										8月		7,124		8,101				7,901				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		9月		767		12.75%		105		57		7,229		7,958		17.00%		140		57		8,241		2,184				9,009		10,617										9月		7,229		8,241				7,958				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		10月		645		12.75%		90		62		7,319		8,019		17.00%		120		62		8,361		2,245				9,009		10,617										10月		7,319		8,361				8,019				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		11月		611		12.75%		90		96		7,409		8,115		17.00%		120		96		8,481		2,341				9,009		10,617										11月		7,409		8,481				8,115				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		12月		715		12.75%		106		115		7,514		8,230		17.00%		141		115		8,622		2,456				9,009		10,617										12月		7,514		8,622				8,230				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		1月		719		12.75%		101		74		7,615		8,304		17.00%		135		74		8,756		2,530				9,009		10,617										1月		7,615		8,756				8,304				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		2月		690		12.75%		97		72		7,712		8,376		17.00%		130		72		8,885		2,602				9,009		10,617										2月		7,712		8,885				8,376				9,009		10,617

		2018年度 ネンド		3月		702		12.75%		99		78		7,811		8,454		17.00%		133		78		9,017		2,680				9,009		10,617										3月		7,811		9,017				8,454				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		4月		592		12.75%		89		103		7,899		8,557		17.00%		118		103		9,135		2,783				9,009		10,617						第二計画期間最終年度 ダイニケイカクキカンサイシュウネンド		2019年度 ネンド		4月 ガツ		7,899		9,135				8,557				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		5月		640		12.75%		90		64		7,988		8,621		17.00%		120		64		9,254		2,846				9,009		10,617										5月		7,988		9,254				8,621				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		6月		732		12.75%		99		44		8,086		8,664		17.00%		132		44		9,385		2,890				9,009		10,617										6月		8,086		9,385				8,664				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		7月		833		12.75%		112		46		8,197		8,710		17.00%		149		46		9,534		2,936				9,009		10,617										7月		8,197		9,534				8,710				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		8月		860		12.75%		126		124		8,322		8,834		17.00%		167		124		9,701		3,060				9,009		10,617										8月		8,322		9,701				8,834				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		9月		767		12.75%		105		57		8,427		8,891		17.00%		140		57		9,841		3,117				9,009		10,617										9月		8,427		9,841				8,891				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		10月		645		12.75%		90		62		8,517		8,953		17.00%		120		62		9,961		3,179				9,009		10,617										10月		8,517		9,961				8,953				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		11月		611		12.75%		90		96		8,607		9,049		17.00%		120		96		10,081		3,274				9,009		10,617										11月		8,607		10,081				9,049				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		12月		715		12.75%		106		115		8,712		9,164		17.00%		141		115		10,222		3,390				9,009		10,617										12月		8,712		10,222				9,164				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		1月		719		12.75%		101		74		8,813		9,238		17.00%		135		74		10,356		3,463				9,009		10,617										1月		8,813		10,356				9,238				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		2月		690		12.75%		97		72		8,910		9,310		17.00%		130		72		10,485		3,535				9,009		10,617										2月		8,910		10,485				9,310				9,009		10,617

		2019年度 ネンド		3月		702		12.75%		99		78		9,009		9,388		17.00%		133		78		10,617		3,613				9,009		10,617										3月		9,009		10,617				9,388				9,009		10,617

				max		1,034		0		79		170		3,019		4,841		0		0		0		0		0		3,019		0		0

				min		565		0		42		(138)		56		(481)		0		0		0		0		0		3,019		0		0

				sum		42,354		4		3,021		4,844		96,564		116,442		0		0		0		0		0		181,140		0		0

								前年度比 ゼンネンドヒ		2012年度比 ネンドヒ																														第一計画期間 ダイイチケイカクキカン		2010年度 ネンド		755				(150)				3,019

		第一計画期間 ダイイチケイカクキカン		2010年度 ネンド		9,588		-		17.3%																												1				2011年度 ネンド		1,321				1,185				3,019

				2011年度 ネンド		8,104		-15.5%		-0.8%																												2				2012年度 ネンド		1,887				2,449		2,449		3,019

				2012年度 ネンド		8,173		0.9%		0.0%																												3				2013年度 ネンド		2,453						3,966		3,019

				2013年度 ネンド		7,922		-3.1%		-3.1%																												4				2014年度 ネンド		3,019						4,841		3,019

				2014年度 ネンド		8,565		8.1%		4.8%																												5		第二計画期間 ダイニケイカクキカン		2015年度 ネンド		4,217						5,774				9,009		10,617

		第二計画期間 ダイニケイカクキカン		2015年度 ネンド		8,506		-0.7%		4.1%																												6				2016年度 ネンド		5,415		5,817				6,646				9,009		10,617

				2016年度 ネンド		8,567		0.7%		4.8%																										1		7				2017年度 ネンド		6,613		7,417				7,580				9,009		10,617

				2017年度 ネンド		8,506		-0.7%		4.1%																										2		8				2018年度 ネンド		7,811		9,017				8,454				9,009		10,617

				2018年度 ネンド		8,565		0.7%		4.8%																										3		9				2019年度 ネンド		9,009		10,617				9,388				9,009		10,617

				2019年度 ネンド		8,506		-0.7%		4.1%





削減義務履行見込み

		



削減義務量累計（準トップ維持）

削減義務量累計（準トップ失効）

削減量累計（実績）

削減量累計（推計）

第一計画期間削減義務達成ライン（準トップ維持）

第二計画期間削減義務達成ライン（準トップ維持）

第二計画期間削減義務達成ライン（準トップ失効）



各月の排出量

		



削減義務量累計（準トップ維持）

削減義務量累計（準トップ失効）

削減量累計（実績）

削減量累計（推計）

第一計画期間削減義務達成ライン（準トップ維持）

第二計画期間削減義務達成ライン（準トップ維持）

第二計画期間削減義務達成ライン（準トップ失効）



DataBase

		■月別の排出量比較 ツキベツハイシュツリョウヒカク

				2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド

		4月 ガツ		788		565		609		577

		5月		753		610		626		603

		6月		854		697		650		644

		7月		1,016		793		790		802

		8月		1,034		820		887		847

		9月		870		730		754		693

		10月		734		614		642		616

		11月		662		582		612		574

		12月		737		681		695		660

		1月		741		685		656		654

		2月		677		658		634		633

		3月		723		669		620		619

		合計 ゴウケイ		9,588		8,104		8,173		7,922

				：推計値 スイケイアタイ

		■2010年度比の低減率 ネンドヒテイゲンリツ

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド

		4月 ガツ		28%		23%		27%

		5月		19%		17%		20%

		6月		18%		24%		25%

		7月		22%		22%		21%

		8月		21%		14%		18%

		9月		16%		13%		20%

		10月		16%		13%		16%

		11月		12%		7%		13%

		12月		8%		6%		10%

		1月		8%		12%		12%

		2月		3%		6%		7%

		3月		8%		14%		14%

		合計 ゴウケイ		15%		15%		17%

				：推計値 スイケイアタイ



≪前提条件≫
■2013年度時点での基準排出量は9,439[t-CO2]であり、2011年度以降は準トップレベル事業所の認定により削減義務率8.0%が6.0%に
　緩和された。

≪削減義務の履行状況≫
■2011年度は積極的な震災対応により2010年度比で15%の大幅減となった。
■2012年度および2013年度も継続して対策を行ったことにより、2011年度同等水準の削減量が維持された。

≪2014年度以降の想定条件≫
■居住性向上を目的とした節電対策の一部緩和により各月の電力・ガスが2011年度水準から5%増加するものと想定した。
■2014年・2018年のサッカーワールドカップおよび2016年のオリンピックのイベントによる稼働率上昇により
　サッカーワールドカップ時は6月・7月、オリンピック時は8月9月でさらに4%増加するものと想定した。
■BFに飲食店舗が入居し、テナントガスは2011年度同等に復帰と想定した。

≪削減義務履行の見込み≫
■第一計画期間は達成が見込まれる。
■第二計画期間は準トップレベル事業所の認定を維持した場合は達成が見込まれる。

≪今後の対応方針≫
■第二計画期間においても準トップレベル事業所の認定継続は必須であり、設備機器更新時の高効率化や運用・保全の継続的な
　最適化を要する。
■準トップレベル事業所認定の継続により達成が見込まれるが、第三計画期間を見込むと超過削減量のバンキングは困難なもの
　と想定される。
　気候変動、2010年度をピークとしたサーバー負荷の増、ホテル稼働率の変動といった想定される潜在的なリスクを勘案した場
　合、現状の削減状況は楽観視できないと考えることができ、温室効果ガス排出量の更なる削減努力を要する。

汐留メディアタワー　削減義務履行の見込み

CO2削減量の貯金なし

準トップ再取得

準トップ失効

準トップ失効の場合は未達



DataBase

		



2010年度

2011年度

2012年度

2013年度



subData

		



2011年度

2012年度

2013年度



基準年度

		

						エネルギー使用量 シヨウリョウ														エネルギー使用量補正 シヨウリョウホセイ														一次エネルギー消費量 イチジショウヒリョウ																CO2排出量 ハイシュツリョウ

						昼間電気 ヒルマデンキ		夜間電気 ヤカンデンキ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		Ａ重油 ジュウユ		昼間電気 ヒルマデンキ		夜間電気 ヤカンデンキ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		Ａ重油 ジュウユ		昼間電気 ヒルマデンキ		夜間電気 ヤカンデンキ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		Ａ重油 ジュウユ		合計 ゴウケイ		昼間電気 ヒルマデンキ		夜間電気 ヤカンデンキ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		都市ガス トシ		Ａ重油 ジュウユ		合計 ゴウケイ

										共同通信 キョウドウツウシン		共同通信 キョウドウツウシン		パークホテル		テナント								共同通信 キョウドウツウシン		共同通信 キョウドウツウシン		パークホテル		テナント								共同通信 キョウドウツウシン		共同通信 キョウドウツウシン		パークホテル		テナント										共同通信 キョウドウツウシン		共同通信 キョウドウツウシン		パークホテル		テナント

										冷温水器 レイオンスイキ		真空ヒーター シンクウ				subData								冷温水器 レイオンスイキ		真空ヒーター シンクウ				subData								冷温水器 レイオンスイキ		真空ヒーター シンクウ				subData										冷温水器 レイオンスイキ		真空ヒーター シンクウ				subData												9440.399

																								圧力補正あり アツリョクホセイ		圧力補正あり アツリョクホセイ		圧力補正なし アツリョクホセイ		圧力補正なし アツリョクホセイ				9.97		9.28		45.00		45.00		45.00		45.00		39.10				0.38		0.38		2.277		2.277		2.277		2.277		2.70963

						kWh		kWh		m3		m3		m3		m3		kL		MWh		MWh		km3		km3		km3		km3		kL		GJ		GJ		GJ		GJ		GJ		GJ		GJ		GJ		t-CO2		t-CO2		t-CO2		t-CO2		t-CO2		t-CO2		t-CO2		t-CO2

		基準年度 キジュンネンド		4月 ガツ		698,878		752,377		36,566		1,974		22,820		2,704		0																6,968		6,982		1,586		86		1,001		119		0		16,740		267		287		80		4		51		6		0		695

		基準年度 キジュンネンド		5月		656,209		873,356		25,927		3,208		22,776		2,393		0																6,542		8,105		1,125		140		998		105		0		17,015		251		334		57		7		51		5		0		704

		基準年度 キジュンネンド		6月		823,849		746,264		47,584		1,844		27,716		2,669		0																8,214		6,925		2,064		80		1,215		117		0		18,615		315		285		104		4		61		6		0		776

		基準年度 キジュンネンド		7月		828,756		862,524		62,829		2,129		37,336		3,075		0																8,263		8,004		2,728		93		1,639		135		0		20,860		317		329		138		5		83		7		0		878

		基準年度 キジュンネンド		8月		930,794		834,080		84,259		1,457		48,147		2,901		3																9,280		7,740		3,657		63		2,111		127		130		23,109		356		319		185		3		107		6		9		984

		基準年度 キジュンネンド		9月		782,588		847,207		53,392		1,419		33,758		2,657		0																7,802		7,862		2,317		62		1,480		116		0		19,639		299		324		117		3		75		6		0		824

		基準年度 キジュンネンド		10月		776,764		800,261		20,228		2,387		21,807		2,739		0																7,744		7,426		876		104		955		120		0		17,225		297		306		44		5		48		6		0		706

		基準年度 キジュンネンド		11月		723,511		756,560		21,468		15,696		24,101		2,955		0																7,213		7,021		927		685		1,056		130		0		17,030		276		289		47		35		53		7		0		707

		基準年度 キジュンネンド		12月		716,676		789,843		69,201		8,765		34,266		3,025		0																7,145		7,330		3,003		384		1,504		133		0		19,498		274		302		152		19		76		7		0		830

		基準年度 キジュンネンド		1月		687,384		797,223		58,512		10,216		30,566		3,242		0																6,853		7,398		2,538		447		1,340		142		0		18,718		263		305		128		23		68		7		0		793

		基準年度 キジュンネンド		2月		703,231		683,200		62,439		7,787		32,091		3,209		0																7,011		6,340		2,707		340		1,407		141		0		17,945		269		261		137		17		71		7		0		762

		基準年度 キジュンネンド		3月		770,359		744,628		54,981		3,737		29,870		3,369		0																7,680		6,910		2,368		161		1,299		147		0		18,565		294		284		120		8		66		7		0		780		9,439		3,383

		2010年度 ネンド		4月 ガツ		771,465		855,344		40,148		3,062		29,306		3,444		0		771		855		38		3		28		3		0		7,692		7,938		1,729		132		1,275		150		0		18,914		295		327		87		7		65		8		0		788

		2010年度 ネンド		5月		732,745		981,935		19,938		1,907		19,958		3,142		0		733		982		19		2		19		3		0		7,305		9,112		859		82		868		137		0		18,363		280		375		43		4		44		7		0		753

		2010年度 ネンド		6月		912,970		849,194		45,296		1,875		32,564		2,788		0		913		849		43		2		31		3		0		9,102		7,881		1,951		81		1,417		121		0		20,552		349		324		99		4		72		6		0		854

		2010年度 ネンド		7月		945,465		925,979		85,261		1,732		47,848		2,940		0		945		926		82		2		46		3		0		9,426		8,593		3,672		75		2,081		128		0		23,975		361		354		186		4		105		6		0		1,016

		2010年度 ネンド		8月		954,701		932,329		89,042		1,570		49,687		2,849		0		955		932		85		2		48		3		0		9,518		8,652		3,835		68		2,161		124		0		24,358		365		356		194		3		109		6		0		1,034

		2010年度 ネンド		9月		835,187		899,198		53,584		1,714		36,994		2,553		0		835		899		51		2		36		2		0		8,327		8,345		2,308		74		1,609		111		0		20,773		319		343		117		4		81		6		0		870

		2010年度 ネンド		10月		798,354		860,334		14,827		1,932		26,282		2,627		0		798		860		14		2		25		3		0		7,960		7,984		639		83		1,143		114		0		17,922		305		329		32		4		58		6		0		734

		2010年度 ネンド		11月		736,719		799,824		2,952		4,439		23,974		2,625		0		737		800		3		4		23		3		0		7,345		7,422		127		191		1,043		114		0		16,242		281		306		6		10		53		6		0		662

		2010年度 ネンド		12月		731,530		826,514		8,220		20,824		32,694		2,887		0		732		827		8		20		32		3		0		7,293		7,670		354		897		1,422		126		0		17,762		279		316		18		45		72		6		0		737

		2010年度 ネンド		1月		713,658		829,453		24,384		14,283		27,688		2,842		0		714		829		23		14		27		3		0		7,115		7,697		1,050		615		1,204		124		0		17,805		273		317		53		31		61		6		0		741

		2010年度 ネンド		2月		727,284		683,466		28,174		2,567		29,558		2,724		0		727		683		27		2		29		3		0		7,251		6,343		1,213		111		1,286		118		0		16,321		278		261		61		6		65		6		0		677

		2010年度 ネンド		3月		745,628		713,150		26,644		5,024		26,352		2,905		12		746		713		26		5		25		3		12		7,434		6,618		1,148		216		1,146		126		469		17,157		285		272		58		11		58		6		33		723		9,588		3,461

		2011年度 ネンド		4月 ガツ		629,633		690,742		3,027		2,494		18,878		3,014		0		630		691		3		2		18		3		0		6,277		6,410		130		107		821		131		0		13,877		241		264		7		5		42		7		0		565

		2011年度 ネンド		5月		609,058		792,457		8,918		1,636		20,980		2,576		0		609		792		9		2		20		2		0		6,072		7,354		384		70		913		112		0		14,905		233		303		19		4		46		6		0		610

		2011年度 ネンド		6月		765,876		629,760		42,707		1,577		28,092		2,620		0		766		630		41		2		27		3		0		7,636		5,844		1,839		68		1,222		114		0		16,723		293		241		93		3		62		6		0		697

		2011年度 ネンド		7月		787,703		845,166		34,403		1,329		38,960		2,618		0		788		845		33		1		38		3		0		7,853		7,843		1,482		57		1,695		114		0		19,044		301		323		75		3		86		6		0		793

		2011年度 ネンド		8月		851,516		790,770		42,449		1,328		41,515		2,448		0		852		791		41		1		40		2		0		8,490		7,338		1,828		57		1,806		106		0		19,625		325		302		93		3		91		5		0		820

		2011年度 ネンド		9月		725,924		797,901		26,757		1,441		36,982		2,515		0		726		798		26		1		36		2		0		7,237		7,405		1,152		62		1,609		109		0		17,574		277		305		58		3		81		6		0		730

		2011年度 ネンド		10月		680,545		760,941		4,281		1,538		20,608		2,527		0		681		761		4		1		20		2		0		6,785		7,062		184		66		896		110		0		15,103		260		291		9		3		45		6		0		614

		2011年度 ネンド		11月		641,409		716,035		1,003		4,179		21,405		2,486		0		641		716		1		4		21		2		0		6,395		6,645		43		180		931		108		0		14,302		245		274		2		9		47		5		0		582

		2011年度 ネンド		12月		636,020		745,446		19,958		11,908		35,238		2,768		0		636		745		19		11		34		3		0		6,341		6,918		860		513		1,533		120		0		16,284		243		285		43		26		78		6		0		681

		2011年度 ネンド		1月		610,455		753,284		41,905		2,013		28,382		2,799		0		610		753		40		2		27		3		0		6,086		6,990		1,805		87		1,235		122		0		16,324		233		288		91		4		62		6		0		685

		2011年度 ネンド		2月		636,764		647,922		37,056		3,930		32,390		2,820		0		637		648		35		4		31		3		0		6,349		6,013		1,596		169		1,409		123		0		15,658		243		248		81		9		71		6		0		658

		2011年度 ネンド		3月		686,678		685,498		28,356		2,692		31,876		3,072		0		687		685		27		3		31		3		0		6,846		6,361		1,221		116		1,387		134		0		16,065		262		262		62		6		70		7		0		669		8,104		2,940				84.5%

		2012年度 ネンド		4月 ガツ		628,907		703,280		8,166		1,994		23,042		3,146		8		629		703		8		2		22		3		8		6,270		6,526		352		86		1,002		137		293		14,666		240		269		18		4		51		7		20		609

		2012年度 ネンド		5月		611,888		831,775		4,880		1,781		24,635		2,572		0		612		832		5		2		24		2		0		6,101		7,719		210		77		1,072		112		0		15,289		234		318		11		4		54		6		0		626

		2012年度 ネンド		6月		739,568		717,795		11,717		1,671		26,632		2,568		0		740		718		11		2		26		2		0		7,373		6,661		505		72		1,158		112		0		15,881		283		274		26		4		59		6		0		650

		2012年度 ネンド		7月		752,613		814,448		42,391		1,460		41,003		2,524		0		753		814		41		1		40		2		0		7,504		7,558		1,826		63		1,784		110		0		18,843		287		311		92		3		90		6		0		790

		2012年度 ネンド		8月		852,278		801,221		60,875		1,384		51,878		2,387		0		852		801		58		1		50		2		0		8,497		7,435		2,622		60		2,257		104		0		20,974		326		306		133		3		114		5		0		887

		2012年度 ネンド		9月		695,714		827,983		38,965		1,239		35,830		2,301		0		696		828		37		1		35		2		0		6,936		7,684		1,678		53		1,559		100		0		18,010		266		316		85		3		79		5		0		754

		2012年度 ネンド		10月		716,380		745,301		10,459		1,643		23,767		2,112		0		716		745		10		2		23		2		0		7,142		6,916		450		71		1,034		92		0		15,705		274		285		23		4		52		5		0		642

		2012年度 ネンド		11月		645,799		699,524		2,310		9,898		30,001		2,591		0		646		700		2		9		29		3		0		6,439		6,492		99		426		1,305		113		0		14,873		247		267		5		22		66		6		0		612

		2012年度 ネンド		12月		634,550		725,542		27,112		8,133		41,885		2,852		0		635		726		26		8		40		3		0		6,326		6,733		1,168		350		1,822		124		0		16,523		242		277		59		18		92		6		0		695

		2012年度 ネンド		1月		595,668		729,389		34,189		2,228		29,235		2,589		0		596		729		33		2		28		3		0		5,939		6,769		1,473		96		1,272		113		0		15,660		228		279		75		5		64		6		0		656

		2012年度 ネンド		2月		604,957		626,784		29,836		8,860		33,336		2,497		0		605		627		29		8		32		2		0		6,031		5,817		1,285		382		1,450		109		0		15,073		231		239		65		19		73		5		0		634

		2012年度 ネンド		3月		635,766		694,879		15,293		2,754		30,432		2,646		0		636		695		15		3		29		3		0		6,339		6,448		659		119		1,324		115		0		15,003		243		265		33		6		67		6		0		620		8,173		2,955				100.9%

		2013年度 ネンド		4月		613,812		678,277		6,533		2,232		26,709		2,730		0		614		678		6		2		26		3		0		6,120		6,294		281		96		1,162		119		0		14,072		234		259		14		5		59		6		0		577

		2013年度 ネンド		5月		592,492		774,586		4,278		2,092		27,721		2,454		0		592		775		4		2		27		2		0		5,907		7,188		184		90		1,206		107		0		14,682		226		296		9		5		61		5		0		603

		2013年度 ネンド		6月		705,439		708,142		12,838		1,762		26,115		1,966		4		705		708		12		2		25		2		4		7,033		6,572		553		76		1,136		86		156		15,611		269		271		28		4		57		4		11		644

		2013年度 ネンド		7月		798,881		787,649		40,367		1,782		45,345		1,804		0		799		788		39		2		44		2		0		7,965		7,309		1,739		77		1,972		78		0		19,140		305		301		88		4		100		4		0		802

		2013年度 ネンド		8月		838,870		776,563		49,464		1,668		52,120		1,785		0		839		777		47		2		50		2		0		8,364		7,207		2,130		72		2,267		78		0		20,117		320		297		108		4		115		4		0		847

		2013年度 ネンド		9月		681,779		799,261		22,150		1,693		32,572		1,647		0		682		799		21		2		31		2		0		6,797		7,417		954		73		1,417		72		0		16,729		260		305		48		4		72		4		0		693

		2013年度 ネンド		10月		698,490		696,675		7,509		2,020		26,698		1,591		0		698		697		7		2		26		2		0		6,964		6,465		323		87		1,161		69		0		15,070		267		266		16		4		59		4		0		616

		2013年度 ネンド		11月		617,350		655,198		7,956		3,086		27,372		1,835		0		617		655		8		3		26		2		0		6,155		6,080		343		133		1,191		80		0		13,981		236		250		17		7		60		4		0		574

		2013年度 ネンド		12月		589,589		711,862		31,046		3,241		38,030		1,877		0		590		712		30		3		37		2		0		5,878		6,606		1,337		140		1,654		82		0		15,696		225		272		68		7		84		4		0		660

		2013年度 ネンド		1月		595,668		729,389		34,189		2,228		29,235		1,966		0		596		729		33		2		28		2		0		5,939		6,769		1,473		96		1,272		86		0		15,633		228		279		75		5		64		4		0		654

		2013年度 ネンド		2月		604,957		626,784		29,836		8,860		33,336		1,966		0		605		627		29		8		32		2		0		6,031		5,817		1,285		382		1,450		86		0		15,050		231		239		65		19		73		4		0		633

		2013年度 ネンド		3月		635,766		694,879		15,293		2,754		30,432		1,966		0		636		695		15		3		29		2		0		6,339		6,448		659		119		1,324		86		0		14,973		243		265		33		6		67		4		0		619		7,922		2,869				96.9%

		2014年度 ネンド		4月		661,115		725,279		3,178		2,619		19,822		3,014		0		661		725		3		3		19		3		0		6,591		6,731		137		113		862		131		0		14,564		253		277		7		6		44		7		0		592		-2.7%

		2014年度 ネンド		5月		639,511		832,080		9,364		1,718		22,029		2,576		0		640		832		9		2		21		2		0		6,376		7,722		403		74		958		112		0		15,645		244		318		20		4		48		6		0		640		2.3%

		2014年度 ネンド		6月		834,805		686,438		46,551		1,719		30,620		2,620		0		835		686		45		2		30		3		0		8,323		6,370		2,005		74		1,332		114		0		18,218		319		262		101		4		67		6		0		759		16.8%

		2014年度 ネンド		7月		858,596		921,231		37,499		1,449		42,466		2,618		0		859		921		36		1		41		3		0		8,560		8,549		1,615		62		1,847		114		0		20,747		328		352		82		3		93		6		0		864		9.4%

		2014年度 ネンド		8月		894,092		830,309		44,571		1,394		43,591		2,448		0		894		830		43		1		42		2		0		8,914		7,705		1,920		60		1,896		106		0		20,601		342		317		97		3		96		5		0		860

		2014年度 ネンド		9月		762,220		837,796		28,095		1,513		38,831		2,515		0		762		838		27		1		38		2		0		7,599		7,775		1,210		65		1,689		109		0		18,447		291		320		61		3		85		6		0		767

		2014年度 ネンド		10月		714,572		798,988		4,495		1,615		21,638		2,527		0		715		799		4		2		21		2		0		7,124		7,415		194		70		941		110		0		15,853		273		305		10		4		48		6		0		645

		2014年度 ネンド		11月		673,479		751,837		1,053		4,388		22,475		2,486		0		673		752		1		4		22		2		0		6,715		6,977		45		189		978		108		0		15,011		257		287		2		10		49		5		0		611

		2014年度 ネンド		12月		667,821		782,718		20,956		12,503		37,000		2,768		0		668		783		20		12		36		3		0		6,658		7,264		903		539		1,609		120		0		17,092		255		299		46		27		81		6		0		715

		2014年度 ネンド		1月		640,978		790,948		44,000		2,114		29,801		2,799		0		641		791		42		2		29		3		0		6,391		7,340		1,895		91		1,296		122		0		17,134		245		302		96		5		66		6		0		719

		2014年度 ネンド		2月		668,602		680,318		38,909		4,127		34,010		2,820		0		669		680		37		4		33		3		0		6,666		6,313		1,676		178		1,479		123		0		16,434		255		260		85		9		75		6		0		690

		2014年度 ネンド		3月		721,012		719,773		29,774		2,827		33,470		3,072		0		721		720		28		3		32		3		0		7,188		6,679		1,282		122		1,456		134		0		16,861		275		275		65		6		74		7		0		702		8,565		3,107				108.1%

		2015年度 ネンド		4月		661,115		725,279		3,178		2,619		19,822		3,014		0		661		725		3		3		19		3		0		6,591		6,731		137		113		862		131		0		14,564		253		277		7		6		44		7		0		592

		2015年度 ネンド		5月		639,511		832,080		9,364		1,718		22,029		2,576		0		640		832		9		2		21		2		0		6,376		7,722		403		74		958		112		0		15,645		244		318		20		4		48		6		0		640

		2015年度 ネンド		6月		804,170		661,248		44,842		1,656		29,497		2,620		0		804		661		43		2		29		3		0		8,018		6,136		1,931		71		1,283		114		0		17,553		307		253		98		4		65		6		0		732

		2015年度 ネンド		7月		827,088		887,424		36,123		1,395		40,908		2,618		0		827		887		35		1		40		3		0		8,246		8,235		1,556		60		1,779		114		0		19,990		316		339		79		3		90		6		0		833

		2015年度 ネンド		8月		894,092		830,309		44,571		1,394		43,591		2,448		0		894		830		43		1		42		2		0		8,914		7,705		1,920		60		1,896		106		0		20,601		342		317		97		3		96		5		0		860

		2015年度 ネンド		9月		762,220		837,796		28,095		1,513		38,831		2,515		0		762		838		27		1		38		2		0		7,599		7,775		1,210		65		1,689		109		0		18,447		291		320		61		3		85		6		0		767

		2015年度 ネンド		10月		714,572		798,988		4,495		1,615		21,638		2,527		0		715		799		4		2		21		2		0		7,124		7,415		194		70		941		110		0		15,853		273		305		10		4		48		6		0		645

		2015年度 ネンド		11月		673,479		751,837		1,053		4,388		22,475		2,486		0		673		752		1		4		22		2		0		6,715		6,977		45		189		978		108		0		15,011		257		287		2		10		49		5		0		611

		2015年度 ネンド		12月		667,821		782,718		20,956		12,503		37,000		2,768		0		668		783		20		12		36		3		0		6,658		7,264		903		539		1,609		120		0		17,092		255		299		46		27		81		6		0		715

		2015年度 ネンド		1月		640,978		790,948		44,000		2,114		29,801		2,799		0		641		791		42		2		29		3		0		6,391		7,340		1,895		91		1,296		122		0		17,134		245		302		96		5		66		6		0		719

		2015年度 ネンド		2月		668,602		680,318		38,909		4,127		34,010		2,820		0		669		680		37		4		33		3		0		6,666		6,313		1,676		178		1,479		123		0		16,434		255		260		85		9		75		6		0		690

		2015年度 ネンド		3月		721,012		719,773		29,774		2,827		33,470		3,072		0		721		720		28		3		32		3		0		7,188		6,679		1,282		122		1,456		134		0		16,861		275		275		65		6		74		7		0		702		8,506		3,086				99.3%

		2016年度 ネンド		4月		661,115		725,279		3,178		2,619		19,822		3,014		0		661		725		3		3		19		3		0		6,591		6,731		137		113		862		131		0		14,564		253		277		7		6		44		7		0		592

		2016年度 ネンド		5月		639,511		832,080		9,364		1,718		22,029		2,576		0		640		832		9		2		21		2		0		6,376		7,722		403		74		958		112		0		15,645		244		318		20		4		48		6		0		640

		2016年度 ネンド		6月		804,170		661,248		44,842		1,656		29,497		2,620		0		804		661		43		2		29		3		0		8,018		6,136		1,931		71		1,283		114		0		17,553		307		253		98		4		65		6		0		732

		2016年度 ネンド		7月		827,088		887,424		36,123		1,395		40,908		2,618		0		827		887		35		1		40		3		0		8,246		8,235		1,556		60		1,779		114		0		19,990		316		339		79		3		90		6		0		833

		2016年度 ネンド		8月		928,152		861,939		46,269		1,448		45,251		2,448		0		928		862		44		1		44		2		0		9,254		7,999		1,993		62		1,968		106		0		21,382		355		329		101		3		100		5		0		893

		2016年度 ネンド		9月		791,257		869,712		29,165		1,571		40,310		2,515		0		791		870		28		2		39		2		0		7,889		8,071		1,256		68		1,753		109		0		19,146		302		332		64		3		89		6		0		796

		2016年度 ネンド		10月		714,572		798,988		4,495		1,615		21,638		2,527		0		715		799		4		2		21		2		0		7,124		7,415		194		70		941		110		0		15,853		273		305		10		4		48		6		0		645

		2016年度 ネンド		11月		673,479		751,837		1,053		4,388		22,475		2,486		0		673		752		1		4		22		2		0		6,715		6,977		45		189		978		108		0		15,011		257		287		2		10		49		5		0		611

		2016年度 ネンド		12月		667,821		782,718		20,956		12,503		37,000		2,768		0		668		783		20		12		36		3		0		6,658		7,264		903		539		1,609		120		0		17,092		255		299		46		27		81		6		0		715

		2016年度 ネンド		1月		640,978		790,948		44,000		2,114		29,801		2,799		0		641		791		42		2		29		3		0		6,391		7,340		1,895		91		1,296		122		0		17,134		245		302		96		5		66		6		0		719

		2016年度 ネンド		2月		668,602		680,318		38,909		4,127		34,010		2,820		0		669		680		37		4		33		3		0		6,666		6,313		1,676		178		1,479		123		0		16,434		255		260		85		9		75		6		0		690

		2016年度 ネンド		3月		721,012		719,773		29,774		2,827		33,470		3,072		0		721		720		28		3		32		3		0		7,188		6,679		1,282		122		1,456		134		0		16,861		275		275		65		6		74		7		0		702		8,567		3,108				100.7%

		2017年度 ネンド		4月		661,115		725,279		3,178		2,619		19,822		3,014		0		661		725		3		3		19		3		0		6,591		6,731		137		113		862		131		0		14,564		253		277		7		6		44		7		0		592

		2017年度 ネンド		5月		639,511		832,080		9,364		1,718		22,029		2,576		0		640		832		9		2		21		2		0		6,376		7,722		403		74		958		112		0		15,645		244		318		20		4		48		6		0		640

		2017年度 ネンド		6月		804,170		661,248		44,842		1,656		29,497		2,620		0		804		661		43		2		29		3		0		8,018		6,136		1,931		71		1,283		114		0		17,553		307		253		98		4		65		6		0		732

		2017年度 ネンド		7月		827,088		887,424		36,123		1,395		40,908		2,618		0		827		887		35		1		40		3		0		8,246		8,235		1,556		60		1,779		114		0		19,990		316		339		79		3		90		6		0		833

		2017年度 ネンド		8月		894,092		830,309		44,571		1,394		43,591		2,448		0		894		830		43		1		42		2		0		8,914		7,705		1,920		60		1,896		106		0		20,601		342		317		97		3		96		5		0		860

		2017年度 ネンド		9月		762,220		837,796		28,095		1,513		38,831		2,515		0		762		838		27		1		38		2		0		7,599		7,775		1,210		65		1,689		109		0		18,447		291		320		61		3		85		6		0		767

		2017年度 ネンド		10月		714,572		798,988		4,495		1,615		21,638		2,527		0		715		799		4		2		21		2		0		7,124		7,415		194		70		941		110		0		15,853		273		305		10		4		48		6		0		645

		2017年度 ネンド		11月		673,479		751,837		1,053		4,388		22,475		2,486		0		673		752		1		4		22		2		0		6,715		6,977		45		189		978		108		0		15,011		257		287		2		10		49		5		0		611

		2017年度 ネンド		12月		667,821		782,718		20,956		12,503		37,000		2,768		0		668		783		20		12		36		3		0		6,658		7,264		903		539		1,609		120		0		17,092		255		299		46		27		81		6		0		715

		2017年度 ネンド		1月		640,978		790,948		44,000		2,114		29,801		2,799		0		641		791		42		2		29		3		0		6,391		7,340		1,895		91		1,296		122		0		17,134		245		302		96		5		66		6		0		719

		2017年度 ネンド		2月		668,602		680,318		38,909		4,127		34,010		2,820		0		669		680		37		4		33		3		0		6,666		6,313		1,676		178		1,479		123		0		16,434		255		260		85		9		75		6		0		690

		2017年度 ネンド		3月		721,012		719,773		29,774		2,827		33,470		3,072		0		721		720		28		3		32		3		0		7,188		6,679		1,282		122		1,456		134		0		16,861		275		275		65		6		74		7		0		702		8,506		3,086				99.3%

		2018年度 ネンド		4月		661,115		725,279		3,178		2,619		19,822		3,014		0		661		725		3		3		19		3		0		6,591		6,731		137		113		862		131		0		14,564		253		277		7		6		44		7		0		592

		2018年度 ネンド		5月		639,511		832,080		9,364		1,718		22,029		2,576		0		640		832		9		2		21		2		0		6,376		7,722		403		74		958		112		0		15,645		244		318		20		4		48		6		0		640

		2018年度 ネンド		6月		834,805		686,438		46,551		1,719		30,620		2,620		0		835		686		45		2		30		3		0		8,323		6,370		2,005		74		1,332		114		0		18,218		319		262		101		4		67		6		0		759

		2018年度 ネンド		7月		858,596		921,231		37,499		1,449		42,466		2,618		0		859		921		36		1		41		3		0		8,560		8,549		1,615		62		1,847		114		0		20,747		328		352		82		3		93		6		0		864

		2018年度 ネンド		8月		894,092		830,309		44,571		1,394		43,591		2,448		0		894		830		43		1		42		2		0		8,914		7,705		1,920		60		1,896		106		0		20,601		342		317		97		3		96		5		0		860

		2018年度 ネンド		9月		762,220		837,796		28,095		1,513		38,831		2,515		0		762		838		27		1		38		2		0		7,599		7,775		1,210		65		1,689		109		0		18,447		291		320		61		3		85		6		0		767

		2018年度 ネンド		10月		714,572		798,988		4,495		1,615		21,638		2,527		0		715		799		4		2		21		2		0		7,124		7,415		194		70		941		110		0		15,853		273		305		10		4		48		6		0		645

		2018年度 ネンド		11月		673,479		751,837		1,053		4,388		22,475		2,486		0		673		752		1		4		22		2		0		6,715		6,977		45		189		978		108		0		15,011		257		287		2		10		49		5		0		611

		2018年度 ネンド		12月		667,821		782,718		20,956		12,503		37,000		2,768		0		668		783		20		12		36		3		0		6,658		7,264		903		539		1,609		120		0		17,092		255		299		46		27		81		6		0		715

		2018年度 ネンド		1月		640,978		790,948		44,000		2,114		29,801		2,799		0		641		791		42		2		29		3		0		6,391		7,340		1,895		91		1,296		122		0		17,134		245		302		96		5		66		6		0		719

		2018年度 ネンド		2月		668,602		680,318		38,909		4,127		34,010		2,820		0		669		680		37		4		33		3		0		6,666		6,313		1,676		178		1,479		123		0		16,434		255		260		85		9		75		6		0		690

		2018年度 ネンド		3月		721,012		719,773		29,774		2,827		33,470		3,072		0		721		720		28		3		32		3		0		7,188		6,679		1,282		122		1,456		134		0		16,861		275		275		65		6		74		7		0		702		8,565		3,107				100.7%

		2019年度 ネンド		4月		661,115		725,279		3,178		2,619		19,822		3,014		0		661		725		3		3		19		3		0		6,591		6,731		137		113		862		131		0		14,564		253		277		7		6		44		7		0		592

		2019年度 ネンド		5月		639,511		832,080		9,364		1,718		22,029		2,576		0		640		832		9		2		21		2		0		6,376		7,722		403		74		958		112		0		15,645		244		318		20		4		48		6		0		640

		2019年度 ネンド		6月		804,170		661,248		44,842		1,656		29,497		2,620		0		804		661		43		2		29		3		0		8,018		6,136		1,931		71		1,283		114		0		17,553		307		253		98		4		65		6		0		732

		2019年度 ネンド		7月		827,088		887,424		36,123		1,395		40,908		2,618		0		827		887		35		1		40		3		0		8,246		8,235		1,556		60		1,779		114		0		19,990		316		339		79		3		90		6		0		833

		2019年度 ネンド		8月		894,092		830,309		44,571		1,394		43,591		2,448		0		894		830		43		1		42		2		0		8,914		7,705		1,920		60		1,896		106		0		20,601		342		317		97		3		96		5		0		860

		2019年度 ネンド		9月		762,220		837,796		28,095		1,513		38,831		2,515		0		762		838		27		1		38		2		0		7,599		7,775		1,210		65		1,689		109		0		18,447		291		320		61		3		85		6		0		767

		2019年度 ネンド		10月		714,572		798,988		4,495		1,615		21,638		2,527		0		715		799		4		2		21		2		0		7,124		7,415		194		70		941		110		0		15,853		273		305		10		4		48		6		0		645

		2019年度 ネンド		11月		673,479		751,837		1,053		4,388		22,475		2,486		0		673		752		1		4		22		2		0		6,715		6,977		45		189		978		108		0		15,011		257		287		2		10		49		5		0		611

		2019年度 ネンド		12月		667,821		782,718		20,956		12,503		37,000		2,768		0		668		783		20		12		36		3		0		6,658		7,264		903		539		1,609		120		0		17,092		255		299		46		27		81		6		0		715

		2019年度 ネンド		1月		640,978		790,948		44,000		2,114		29,801		2,799		0		641		791		42		2		29		3		0		6,391		7,340		1,895		91		1,296		122		0		17,134		245		302		96		5		66		6		0		719

		2019年度 ネンド		2月		668,602		680,318		38,909		4,127		34,010		2,820		0		669		680		37		4		33		3		0		6,666		6,313		1,676		178		1,479		123		0		16,434		255		260		85		9		75		6		0		690

		2019年度 ネンド		3月		721,012		719,773		29,774		2,827		33,470		3,072		0		721		720		28		3		32		3		0		7,188		6,679		1,282		122		1,456		134		0		16,861		275		275		65		6		74		7		0		702		8,506		3,086				99.3%

		総量 ソウリョウ		基準年度 キジュンネンド		9,099,001		9,487,523		597,386		60,619		365,255		34,937		3		0		0		0		0		0		0		0		90,717		88,044		25,894		2,644		16,005		1,531		130		224,959		3,476		3,624		1,310		134		810		77		9		9,440

				2010年度 ネンド		9,605,706		10,156,720		438,470		60,929		382,905		34,326		12		9,606		10,157		420		58		370		33		12		95,769		94,254		18,885		2,624		16,656		1,493		469		230,144		3,669		3,880		956		133		843		76		33		9,588

				2011年度 ネンド		8,261,581		8,855,922		290,820		36,065		355,306		32,263		0		8,262		8,856		278		35		343		31		0		82,368		82,183		12,526		1,553		15,456		1,403		0		195,484		3,156		3,383		634		79		782		71		0		8,104

				2012年度 ネンド		8,114,088		8,917,921		286,193		43,045		391,676		30,785		8		8,114		8,918		274		41		379		30		8		80,897		82,758		12,326		1,854		17,038		1,339		293		196,500		3,100		3,407		624		94		862		68		20		8,174

				2013年度 ネンド		7,973,093		8,639,265		261,459		33,418		395,685		23,587		4		7,973		8,639		250		32		382		23		4		79,492		80,172		11,261		1,439		17,212		1,026		156		190,754		3,046		3,300		570		73		871		52		11		7,922

		原単位 ゲンタンイ		基準年度 キジュンネンド																														1,364		1,324		389		40		241		23		2		3,383		52		55		20		2		12		1		0		142

				2010年度 ネンド																														1,440		1,418		284		39		251		22		7		3,461		55		58		14		2		13		1		0		144

				2011年度 ネンド																														1,239		1,236		188		23		232		21		0		2,940		47		51		10		1		12		1		0		122

				2012年度 ネンド																														1,217		1,245		185		28		256		20		4		2,955		47		51		9		1		13		1		0		123

				2013年度 ネンド																														1,196		1,206		169		22		259		15		2		2,869		46		50		9		1		13		1		0		119

		■リバウンド率（2012年度比） リツネンドヒ

		4月～10月 ガツガツ				5.0%

		11月～3月 ガツガツ				5.0%

		■イベント増加率（2012年度比） ゾウカリツ

		ワールドカップ				4.0%		2014年および2018年の6月・7月 ネンネンガツガツ

		オリンピック				4.0%		2016年の8月・9月 ネンガツガツ



低減効果が大きい
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		2005年度 ネンド		4月 ガツ		683799		741918		33254		1870		35124		23993		300		543		624		1200		0		2667				684		742		32		2		23		3		0		6,817		6,885		1,466		82		1,068		119		0		16,437		261		283		74		4		54		6		0		683				基準年度 キジュンネンド		4月 ガツ		698,878		752,377		36,566		1,974		22,820		2,704				6,968		6,982		1,586		86		1,001		119		0		267		287		80		4		51		6		0

		2005年度 ネンド		5月		625318		841264		24267		5395		29662		22013		281		669		559		1023		0		2532				625		841		23		5		21		2		0		6,234		7,807		1,069		238		980		113		0		16,441		239		321		54		12		50		6		0		682				基準年度 キジュンネンド		5月		656,209		873,356		25,927		3,208		22,776		2,393				6,542		8,105		1,125		140		998		105		0		251		334		57		7		51		5		0

		2005年度 ネンド		6月		788412		717036		42767		2154		44921		28068		262		593		607		1057		378		2897				788		717		41		2		27		3		0		7,860		6,654		1,885		95		1,249		129		0		17,872		301		274		95		5		63		7		0		745				基準年度 キジュンネンド		6月		823,849		746,264		47,584		1,844		27,716		2,669				8,214		6,925		2,064		80		1,215		117		0		315		285		104		4		61		6		0

		2005年度 ネンド		7月		804940		832364		64790		3439		68229		42930		230		543		527		866		832		2998				805		832		62		3		41		3		0		8,025		7,724		2,855		152		1,911		133		0		20,800		307		318		144		8		97		7		0		881				基準年度 キジュンネンド		7月		828,756		862,524		62,829		2,129		37,336		3,075				8,263		8,004		2,728		93		1,639		135		0		317		329		138		5		83		7		0

		2005年度 ネンド		8月		924083		814021		84028		1519		85547		50277		229		484		530		837		809		2889		0		924		814		80		1		49		3		0		9,213		7,554		3,703		67		2,238		129		0		22,903		353		311		187		3		113		7		0		974				基準年度 キジュンネンド		8月		930,794		834,080		84,259		1,457		48,147		2,901		3		9,280		7,740		3,657		63		2,111		127		130		356		319		185		3		107		6		9

		2005年度 ネンド		9月		776244		814747		52874		1434		54308		34737		234		383		525		760		724		2626				776		815		51		1		34		3		0		7,739		7,561		2,330		63		1,546		117		0		19,356		297		311		118		3		78		6		0		813				基準年度 キジュンネンド		9月		782,588		847,207		53,392		1,419		33,758		2,657				7,802		7,862		2,317		62		1,480		116		0		299		324		117		3		75		6		0

		2005年度 ネンド		10月		735924		785688		13260		2669		15929		18990		229		525		575		764		699		2792				736		786		13		3		18		3		0		7,337		7,291		584		118		845		124		0		16,299		281		300		30		6		43		6		0		666				基準年度 キジュンネンド		10月		776,764		800,261		20,228		2,387		21,807		2,739				7,744		7,426		876		104		955		120		0		297		306		44		5		48		6		0

		2005年度 ネンド		11月		694697		727933		5738		26774		32512		21409		243		616		582		764		743		2948				695		728		5		26		21		3		0		6,926		6,755		253		1,180		953		131		0		16,198		265		278		13		60		48		7		0		671				基準年度 キジュンネンド		11月		723,511		756,560		21,468		15,696		24,101		2,955				7,213		7,021		927		685		1,056		130		0		276		289		47		35		53		7		0

		2005年度 ネンド		12月		697784		763349		67140		18734		85874		39213		263		602		596		838		726		3025				698		763		64		18		38		3		0		6,957		7,084		2,959		826		1,745		135		0		19,705		267		292		150		42		88		7		0		845				基準年度 キジュンネンド		12月		716,676		789,843		69,201		8,765		34,266		3,025				7,145		7,330		3,003		384		1,504		133		0		274		302		152		19		76		7		0

		2005年度 ネンド		1月		676535		770977		52248		20823		73071		31535		295		645		641		885		890		3356				677		771		50		20		30		3		0		6,745		7,155		2,303		918		1,404		149		0		18,673		258		295		117		46		71		8		0		794				基準年度 キジュンネンド		1月		687,384		797,223		58,512		10,216		30,566		3,242				6,853		7,398		2,538		447		1,340		142		0		263		305		128		23		68		7		0

		2005年度 ネンド		2月		682891		661097		52890		13899		66789		31569		269		659		622		869		851		3270				683		661		51		13		31		3		0		6,808		6,135		2,331		613		1,405		146		0		17,437		261		253		118		31		71		7		0		741				基準年度 キジュンネンド		2月		703,231		683,200		62,439		7,787		32,091		3,209				7,011		6,340		2,707		340		1,407		141		0		269		261		137		17		71		7		0

		2005年度 ネンド		3月		760443		723211		56378		6186		62564		34056		291		644		660		916		944		3455				760		723		54		6		33		3		0		7,582		6,711		2,428		266		1,481		150		0		18,619		290		276		123		13		75		8		0		786				基準年度 キジュンネンド		3月		770,359		744,628		54,981		3,737		29,870		3,369				7,680		6,910		2,368		161		1,299		147		0		294		284		120		8		66		7		0

		2006年度 ネンド		4月 ガツ		693970		740102		34682		1893		36575		21965		294		1022		709		899		0		2924				694		740		33		2		21		3		0		6,919		6,868		1,494		82		955		127		0		16,444		265		283		76		4		48		6		0		682

		2006年度 ネンド		5月		659462		879949		23725		2471		26196		22009		272		691		616		787		0		2366				659		880		23		2		21		2		0		6,575		8,166		1,022		106		957		103		0		16,929		252		336		52		5		48		5		0		699						sum		9,099,001		9,487,523		597,386		60,619		365,255		34,937		3		90,717		88,044		25,894		2,644		16,005		1,531		130		3,476		3,624		1,310		134		810		77		9

		2006年度 ネンド		6月		829459		749546		43778		1754		45532		26772		238		575		613		820		378		2624				829		750		42		2		26		3		0		8,270		6,956		1,886		76		1,165		114		0		18,465		317		286		95		4		59		6		0		767

		2006年度 ネンド		7月		838721		871594		59042		1475		60517		35570		233		661		625		813		832		3164				839		872		57		1		34		3		0		8,362		8,088		2,543		64		1,547		138		0		20,741		320		333		129		3		78		7		0		870

		2006年度 ネンド		8月		927896		834544		79603		1443		81046		44463		214		544		582		761		809		2910		0		928		835		76		1		43		3		0		9,251		7,745		3,429		62		1,934		127		0		22,547		354		319		173		3		98		6		0		954

		2006年度 ネンド		9月		802397		842717		44137		1519		45656		30194		230		509		575		638		724		2676				802		843		42		1		29		3		0		8,000		7,820		1,901		65		1,313		116		0		19,216		307		322		96		3		66		6		0		800

		2006年度 ネンド		10月		788049		830548		19317		2783		22100		23601		221		509		593		803		699		2825				788		831		18		3		23		3		0		7,857		7,707		832		120		1,027		123		0		17,665		301		317		42		6		52		6		0		725

		2006年度 ネンド		11月		735016		783509		23672		10205		33877		23439		232		606		619		806		743		3006				735		784		23		10		23		3		0		7,328		7,271		1,020		440		1,020		131		0		17,208		281		299		52		22		52		7		0		712

		2006年度 ネンド		12月		730476		806756		67118		5163		72281		28827		255		632		644		788		726		3045				730		807		64		5		28		3		0		7,283		7,487		2,891		222		1,254		132		0		19,269		279		308		146		11		63		7		0		815

		2006年度 ネンド		1月		692154		803124		57641		4786		62427		29659		236		614		691		884		890		3315				692		803		55		5		29		3		0		6,901		7,453		2,483		206		1,290		144		0		18,476		264		307		126		10		65		7		0		780

		2006年度 ネンド		2月		691064		673810		56820		3453		60273		26306		238		606		643		848		851		3186				691		674		54		3		25		3		0		6,890		6,253		2,447		149		1,144		139		0		17,021		264		257		124		8		58		7		0		718

		2006年度 ネンド		3月		781692		735924		55424		2977		58401		26577		249		626		636		804		944		3259				782		736		53		3		26		3		0		7,793		6,829		2,387		128		1,156		142		0		18,436		299		281		121		6		58		7		0		773

		2007年度 ネンド		4月 ガツ		718865		775112		41761		2158		43919		22502		298		614		692		918		0		2522				719		775		40		2		22		2		0		7,167		7,193		1,799		93		979		110		0		17,340		275		296		91		5		50		6		0		721

		2007年度 ネンド		5月		683847		898854		29789		1758		31547		24307		271		544		644		823		0		2282				684		899		29		2		23		2		0		6,818		8,341		1,283		76		1,057		99		0		17,674		261		343		65		4		54		5		0		732

		2007年度 ネンド		6月		853675		772209		56207		1625		57832		28308		239		521		586		761		378		2485				854		772		54		2		27		2		0		8,511		7,166		2,421		70		1,231		108		0		19,507		326		295		122		4		62		5		0		815

		2007年度 ネンド		7月		842608		883613		64654		1474		66128		33508		270		537		639		784		832		3062				843		884		62		1		32		3		0		8,401		8,200		2,785		63		1,458		133		0		21,039		322		338		141		3		74		7		0		884

		2007年度 ネンド		8月		940404		853675		89145		1410		90555		49700		235		566		577		716		809		2903		10		940		854		85		1		48		3		10		9,376		7,922		3,840		61		2,162		126		391		23,877		359		326		194		3		109		6		27		1,026

		2007年度 ネンド		9月		769124		884157		63165		1304		64469		36342		232		518		534		660		724		2668				769		884		60		1		35		3		0		7,668		8,205		2,721		56		1,581		116		0		20,346		294		338		138		3		80		6		0		858

		2007年度 ネンド		10月		806319		784547		28107		1710		29817		22831		225		450		545		680		699		2599				806		785		27		2		22		3		0		8,039		7,281		1,211		74		993		113		0		17,710		308		300		61		4		50		6		0		729

		2007年度 ネンド		11月		740820		758238		34993		10110		45103		27456		205		553		622		787		743		2910				741		758		33		10		27		3		0		7,386		7,036		1,507		435		1,194		127		0		17,685		283		290		76		22		60		6		0		738

		2007年度 ネンド		12月		721768		799425		73346		2398		75744		34759		211		556		644		869		726		3006				722		799		70		2		34		3		0		7,196		7,419		3,159		103		1,512		131		0		19,519		276		305		160		5		77		7		0		829

		2007年度 ネンド		1月		693464		817569		65648		5038		70686		30505		195		563		602		805		890		3055				693		818		63		5		29		3		0		6,914		7,587		2,827		217		1,327		133		0		19,005		265		312		143		11		67		7		0		805

		2007年度 ネンド		2月		735739		714692		77608		6008		83616		38397		217		562		632		909		851		3171				736		715		74		6		37		3		0		7,335		6,632		3,343		259		1,670		138		0		19,377		281		273		169		13		85		7		0		828

		2007年度 ネンド		3月		768943		774749		53141		2047		55188		28978		222		580		659		989		944		3394				769		775		51		2		28		3		0		7,666		7,190		2,289		88		1,261		148		0		18,641		294		296		116		4		64		7		0		781





		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		1

				建物名称 タテモノメイショウ				汐留メディアタワー シオドメ																				2

																												3

				延床面積 ノベユカメンセキ				66,488.90		m2		100.0%																4

						事務所 ジムショ		40,043.50		m2		60.2%				85		kg-CO2/m2・年 ネン		3,403,698		kg-CO2						5

						商業（物販） ショウギョウブッパン		869.00		m2		1.3%				130		kg-CO2/m2・年 ネン		112,970		kg-CO2						6

						商業（飲食） ショウギョウインショク		2,631.20		m2		4.0%				130		kg-CO2/m2・年 ネン		342,056		kg-CO2						7

						宿泊 シュクハク		14,217.60				21.4%				150		kg-CO2/m2・年 ネン		2,132,640		kg-CO2						8

						情報通信 ジョウホウツウシン		1,552.50		m2		2.3%				320		kg-CO2/m2・年 ネン		496,800		kg-CO2						9

						駐車場 チュウシャジョウ		7,175.10		m2		10.8%				20		kg-CO2/m2・年 ネン		143,502		kg-CO2						10

																				6,631,666		kg-CO2		100		kg-CO2/m2・年 ネン		11

		１．排出量の算定手順 ハイシュツリョウサンテイテジュン																										12

																												13

				（１）各種エネルギーの把握 カクシュハアク																								14

																												15

						ア．電気 デンキ		供給会社の請求伝票の記載値 キョウキュウカイシャセイキュウデンピョウキサイアタイ						kWh														16

																												17

						イ．ガス		供給会社の請求伝票の記載値 キョウキュウカイシャセイキュウデンピョウキサイアタイ						m3														18

																												19

						ウ．Ａ重油 ジュウユ		供給会社の請求伝票の記載値 キョウキュウカイシャセイキュウデンピョウキサイアタイ						kL														20

																												21

																												22

				（２）各種換算係数 カクシュカンサンケイスウ																								23

																												24

						一次エネルギー消費量およびCO2排出係数は以下のとおりとする。 イチジショウヒリョウハイシュツケイスウイカ																						25

																												26

						東京都環境確保条例に基づく換算係数 トウキョウトカンキョウカクホジョウレイモトカンサンケイスウ																						27

						燃料等の種類 ネンリョウトウシュルイ								一次エネルギー換算係数 イチジカンサンケイスウ				t-C換算 カンサン				CO2排出量換算係数 ハイシュツリョウカンサンケイスウ				備考 ビコウ		28

						一般電気事業者からの買電_昼間						kWh		9.97		MJ/kWh						0.382		kg-CO2/kWh				29

						一般電気事業者からの買電_夜間						kWh		9.28		MJ/kWh						0.382		kg-CO2/kWh				30

						昼夜不明またはその他からの買電 チュウヤフメイタバイデン						kWh		9.76		MJ/kWh						0.382		kg-CO2/kWh				31

						都市ガス13A   トシ						m3		45.00		MJ/m3		0.0138		t-C/GJ		2.277		kg-CO2/m3		標準状態（0℃、1気圧） ヒョウジュンジョウタイキアツ		32

						都市ガス13A※2005年度以前 ネンドイゼン						m3		46.05		MJ/m3		0.0138		t-C/GJ		2.330		kg-CO2/m3				33

						A重油						kL		39.10		GJ/kL		0.0189		t-C/GJ		2.710		kg-CO2/L				34

																												35

						都市ガス圧力補正 トシアツリョクホセイ																						36

						圧力補正あり アツリョクホセイ		中圧 チュウアツ		0.957		Nm3/m3		15℃、0.981kPa														37

						圧力補正なし アツリョクホセイ		低圧 テイアツ		0.967		Nm3/m3		15℃、2kPa														38







1
竣工図・各種機器表
等による事前確認業
務

- - ERS

2
機器納入仕様書の
現地確認、調査業
務

- - ERS

3
調書シートの入力
作業（現地作業に
よる）

- - ERS

4

事業所概要・エネル
ギーデータ・基本情
報・省エネルギー計算
結果（PAL・CEC）等の
取りまとめ

- 100% ERS

5
Ⅰ．一般管理事項
（1.1～5.3）

28 12%
ERS・事業
者・管理会

社様

先
行
実
施

（Ⅰ一般管理、検証対象期間（2014/4～2015/3））

6
Ⅱ．建物及び設備性
能に関する項目
（1.1～3f.10）

110 48%
ERS・管理

会社様
（Ⅱの改修工事、2014年度末迄に終了）　　　　　　　　　　

7
Ⅲ．事業所及び設備
の運用に関する事項
（1a.1～2f.3)

90 39%
ERS・管理

会社様

先
行
実
施

（Ⅲ運用項目、検証対象期間（2014/4～2015/3））

8
上記の根拠資料の情
報収集・整理

- -
ERS・管理

会社様

3
検証立
会い

9
ERS・事業
者・管理会

社様
検証・認定申請(9月迄)

4
都審査
立会い

10
ERS・事業
者・管理会

社様

業務
No

業務項目 作業項目
評価

項目数
作業分担

2

図面にて対応可能な部分については、ERS
が結果を評価書シートに記入する。その他、
現地調査・ヒアリングが必要な部分は、共
同実施とする。

（9月迄、準トップは12月迄）

作業
No

割合

登録検証機関の検証立会い（一週
間）

東京都の審査立会い(一日）

根拠資料作成を容易に行えるように、図面・
資料を参照先を記入する。不足資料は新た
に作成する。

1～3月

管理会社様に保守・管理に関する部分につ
いては、結果を評価書シートに記入していた
だく。

作業分担の内容

調書作
成業務

調書作成に必要な竣工図・各種機器表等を
ERSにて再確認を行い整理する。

上記1で把握できない機器仕様、制御方式
等について現地調査及びヒアリングを行う。

上記1,2の確認を行い、調書シートをERSに
て記入する。

評価書・
根拠資
料作成
業務

エネルギー使用量・各種届出書等の再確認
を行い、評価書シートにERSにて記入する。

管理会社様に保守・管理に関する部分につ
いては、結果を評価書シートに記入していた
だく。

1～3月 4・5月 6・7月 8・9月

特記事項：
（凡例の説明）

　

9月 10月 12月

1

4～6月

2013年度

11月

2014年度 2015年度

7・8月 9・10月 11・12月 10～12月 1～3月

フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
キ
ッ
ク
オ
フ

：資料受領日
（必要資料一覧参照）

一
般
管
理
・
運
用
項
目
の
実
施
・
維
持
状
況
の
確
認

フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
報
告
書
提
出(

詳
細
評
価)

・
検
証
作
業

：管理者ヒアリング＆現地調査の実施
：

：報告書提出：作業等実施
（色は作業項目別）

2
0
1
4
年
度
分
の
評
価
書
・
調
書
・
根
拠
資
料
の
作
成
・
更
新

検
証
立
会
い

審
査
立
会
い

現
地
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
/
調
書
・
根
拠
資
料
作
成
（
仮
作
成
）

事業所及び設備の運用に関する事項の
検証対象期間（2014/4～2015/3）

フェーズⅠより対策項目の抽出・コスト算出・

優先度評価→管理・運用体制の見直し等
を検討

：フェーズⅡの前回の御見積範囲
（検証立会い等は別途）

3.-6 第二計画期間認定に向けた今後のスケジュール 
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3.-7 第二計画期間に向けての課題抽出、分析、 
加点項目の模索 

加点ポテンシャルによる対策項目別の優先度評価 

 

 

 

 

 

 

 
・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先
順位

加点
ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ

区
分

No.
評価
分類

評価項目
現状の取組
状況の程度

今後対策を推奨する内容

1 1.4782 Ⅱ 3b.21 ＋ 全熱交換器の導入 5%以上30%未満に採用 外気導入量大な空調機に全熱交換器を導入する。要検討（30%以上70%未満に採用

2 1.2020 Ⅱ 3c.14 ＋ タスク＆アンビエント照明システムの導入 5%未満で採用又は採用無し タスク＆アンビエント照明システムを導入する（アンビエント照明（400LX以下）と手元

3 1.0000 Ⅱ 1.5 ＋ 再生可能エネルギー･未利用エネルギーシステムの導入 採用無し 太陽光、風力発電システム（発電容量10kW以上 得点＝1.0）

4 0.8000 Ⅰ 4.11 ＋ 利用者への環境･エネルギー情報提供システムの導入 採用無し 環境･エネルギー情報の「見える化」を検討する。（採用＝得点0→0.8）

5 0.7520 Ⅱ 3b.3 ＋ 高効率ファンの導入 JIS高効率モータ採用なし JIS高効率モーターへ更新する。（得点0.451→1.053(共同のみ：91%）～1.203（100%）

6 0.7297 Ⅱ 3b.10 ○ 空調温度制御の不感帯の設定 ±1℃以上 空調温度制御の不感帯の設定（±3　得点：0.730→1.459）

7 0.7160 Ⅱ 3a.3 ＋ 高効率空調用ポンプの導入 JIS高効率モータ採用なし JIS高効率モータへ更新する。（得点0→0.573(共同のみ：80%）～0.716（100%））

8 0.6889 Ⅱ 3b.6 ◎ 電気室の温度制御の導入 採用無し 温度検出器の設置（得点0→1.053(共同：75%＝概ね80%以上、ホテルは不要）

9 0.6884 Ⅱ 3a.13 ○ 空調1次ポンプ変流量制御の導入 5%未満に採用又は採用無し 空調1次ポンプにインバータ制御を導入する。（得点0→0.551(共同のみ：93%）～0.68

10 0.5722 Ⅱ 3a.14 ○ 冷却水ポンプ変流量制御の導入 5%未満に採用又は採用無し 冷却水ポンプにインバータ制御を導入する。（得点0→0.458(共同のみ：78%）～0.572

11 0.5393 Ⅱ 3a.21 ＋ 配管摩擦低減剤（DR剤）の導入 採用無し 配管摩擦低減剤（DR剤）を導入する。（得点0→0.539）

12 0.4320 Ⅱ 1.1 ＋ 自然採光を利用したシステムの導入 採用無し ホテルアトリウム照明の調光制御の導入（30％未満に採用＝得点0→0.432）　30％

13 0.4106 Ⅱ 3a.19 ＋ フリークーリングシステムの導入 採用無し フリークーリングシステムを導入する。（得点0→0.411(採用））

14 0.3782 Ⅱ 3e.4 ＋ エレベーターの電力回生制御の導入 5%未満に採用又は採用無し エレベーターの電力回生制御を導入する。（対応可能か検討）（得点0→0.378）

15 0.3593 Ⅱ 3b.2 ○ 高効率パッケージ形空調機の導入 ｼｮｰﾄｻｰｷｯﾄの可能性あり 屋外ショートサーキット（駐車場室外機の設置場所）の改善（得点1.581→1.940）

各対策項目は、重み係数により、点数が異なるため、
プライオリティ付けが可能 
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3.-8 今後の展望、評価 

①2013年時点で、光熱費（電気・ガス料金）は、約8,000万円のコストダウ
ン（基準年比累計） 

②削減量実績と推計より、第一計画期間は、超過削減量1,822ｔ-CO2程度のバ
ンキングが可能。排出量取引；1,476万円（8.1千円/トン換算） 

 

③準トップレベル事業所を失効した場合、第二計画期間における削減義務の達成
は困難である。→第二計画期間における準トップレベル事業所の再認定は必須で
ある。 

④第二計画期間は、竣工後12～17年目にあたり、主要な設備機器の耐用年数
（15年）に差し掛かるため、修繕更新計画とも照らし合わせ、継続的な運用対
策の推進ならびにさらなる強化期間と位置づけ、CO2削減推進を図る予定であ
る。 
 

 →最後に、このような煩雑で難しい評価が伴うトップレベ
ル事業所の認定、戦略的ライフサイクルマネジメント計画等
は、外部専門家の協力が必要であり、最も効果的である。 
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4. 弊社のエネルギー関連業務の主な実績 

■トップレベル事業所等の認定支援業務（2010年4月～） 
トップレベル事業所 : 2事業所(Tﾀﾜｰｽﾞ、Kﾀﾜｰ） 
準トップレベル事業所:4事業所（Sﾀﾜｰ、Uﾋﾞﾙ他） 
フェーズⅠのみ実施：2事業所（S美術館、KMﾋﾞﾙ） 
準トップ維持管理業務:1事業所（2012年度～） 
 合計：11事業所（現在進行中の案件も含む）  
 

■省エネルギー診断・コンサルタント業務（2010年4月～） 
省エネルギー診断・測定業務 :42件 
エネルギーコンサルティング業務 :15件 
 （行政委託、エネルギー管理標準、シミュレーション等） 

■再生可能エネルギー関連業務 （2012年7月～） 
事業性評価業務               : 36サイト 
許認可調査業務               : 56サイト 
発電電力量評価業務            : 11ヶ所 
自然災害ハザード評価、立地比較評価等: 多数 
土木関連コンサル業務            : 3サイト 
その他（土壌汚染地歴・除草対策）  ：22サイト 21 



㈱イー・アール・エス 会社案内・連絡先 

                            連絡先 エンジニアリング部  倉橋 俊行 
                             
                            TEL:03-5786-0092  kurahashi@ers-co.jp  

主な業務： 
•建物・土木構造物の診断・評価 
•エンジニアリングレポート（建物状況調査報告書、長期修繕計画等）の作成 
•環境リスク（土壌汚染等）の分析及び浄化対策に係るコンサルティング 
•自然災害リスクの分析・評価（地震・台風） 
•企業のBCP,BCMに資する診断、コンサルティング 
•再生可能エネルギーの事業性評価（発電量評価、関係法令許認可等） 

 
                     

・国内最大の建物・生産施設、構造物の 

 プロフェッショナル集団 

・不動産サービス、都市開発も手掛ける 

 デベロッパー 屈指のR&D施設保有 

 

• 地盤・防災・環境分野の総合コンサル
タント会社 

• 国や自治体の地震被害想定調査、自
然災害リスク調査を実施 
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