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平成 23 年 1 月 24 日

日本ＬＰガス協会

ＬＰガス業における地球温暖化対策の取り組み

Ⅰ．ＬＰガス業の温暖化対策に関する取り組みの概要

（１） 業界の概要

①主な事業

ＬＰガスを輸入し販売する事業

②業界全体に占めるカバー率

＊1 2009年度の団体加盟及び計画参加企業数。

＊2 取扱数量は2009年度実績

（２）業界の自主行動計画における目標

① 目 標

2010 年度までに LP ガス貯蔵出荷基地（輸入基地、二次基地）におけるエネルギー(電力)消費原

単位（電力原油換算 KL／LPG-千㌧）を、1990 年度比で 7.00％削減する。

（対象となる施設は、輸入ＬＰガス元売占有の基地とするが、その内、製油所の管理下にある基

地並びに他産業部門のユーザー基地を除く。）

上記目標は、2008～2012 年度の５年間の平均値として達成することとする。

② カバー率

環境自主行動計画に参加しているのは、業界全体の 17 社の内 14 社であり、カバー率は 82％で

あるが、環境自主行動計画の目標であるエネルギー消費原単位の調査対象基地のカバー率は

100％である。

③ 目標採用の理由とその妥当性

2008～2012 年度のエネルギー消費原単位の目標値は、京都議定書の我が国の削減約束である温

室効果ガスの削減量 6％に業界努力分として 1％を加算し設定した。2009 年度実績は、取扱数量

が減少したことにより▲7.65％と目標をわずかに超えた水準に留まった。

2008 年度、2009 年度の実績を踏まえ「平成 22 年度～26 年度ＬＰガス需要見通し」における

2010 年度～2012 年度の需要量の伸び率を勘案して、2008 年度～2012 年度の平均取扱数量を推

定すると、2009 年度より約 244 千㌧増の約 6,800 千㌧／年程度と推測され、エネルギー消費原

単位を大きく引き下げる程の要因とはならないと思われることから、現行目標の▲7.00％は妥当

と判断している。

CO2 排出量の目標化については、現在検討中である。目標化する場合には、CO2 の排出原単位

を目標とする方向で考えている。

業界全体の規模 業界団体の規模 自主行動計画参加規模

企業数 17社 団体加盟
企業数

＊1 16社 計画参加
企業数

＊1 14社
（82%）

市場規模
＊2取扱量
16,316千ｔ

団体企業
数量規模

＊2取扱量(96％)
15,597千ｔ

参加企業
数量規模

＊2取扱量(93％)
15,223 千ｔ

資料１１
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④ その他指標についての説明

・取扱数量は、LP ガス元売会社占有輸入基地（製油所の管理下にある基地並びに他産業部門の

ユーザー基地を除く）からの出荷量。

・使用電力量は、調査対象輸入基地・二次基地の合計値。

（３）目標を達成するために実施した対策と省エネ効果

■温暖化対策の事例、推定投資額、効果

対策内容 投資額

（百万円）

省エネ効果
（原油換算 KL）

備 考

2007 年度（1 社）

・出荷ポンプ台数制御システム

導入

・自動力率調整装置による

100％±1％制御

―

―

▲30kl/年
（▲46t-CO2/年）

▲3kl/年
（▲4t-CO2/年）

2007 年度合計 ― ▲33Kl/年
（▲50t-CO2/年）

2008 年度（2 社）

・輸入基地事務所照明器具更新

・海上ポンプ及び海上出荷ポンプ

の運転の最適化

3.5 
 

―

▲1.5kl/年
（▲2.5t-CO2/年）

▲62kl/年
（▲109t-CO2/年）

2008 年度合計 3.5 
 

▲63.5Kl/年
（▲111.5t-CO2/年）

2009 年度（5 社）

・ボトムヒーターの運転管理値

変更による運転時間削減

・計装用空気圧縮機の露点調整

によるロード時間削減

・事務所照明器具更新

・輸入基地出荷配管改造工事

・ISO14001 認証の継続取得

・コンプレッサー運転効率化

による使用電力量削減

・電力需要期のピーク電力

引き下げ

・夜間構内照明自動化

・計装空気コンプレッサー

省エネ V ベルト交換

―

―

3.5 
 

58.0 
 

2.8 
―

―

0.6 
 

0.06 
 

▲1.5Kl/年
（▲2.1t-CO2）

▲10.2Kl/年
（▲14.2t-CO2）

▲0.699Kl/年
（▲1.0t-CO2）
▲2.016Kl/年

（▲2.9t-CO2）

2009 年度合計 64.96  ▲14.415Kl/年
（▲20.2t-CO2/年）
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(4)今後実施予定の対策（2 社分）

今後実施予定の対策

(予定年度)
省エネ効果

（原油換算 Kl）
投資予定額

（百万円）
備 考

高効率変圧器への更新

（2011 年度）

▲ 7.1Kl/年
（▲10ｔ-CO2/年） ―

建屋蛍光灯 LED 導入 ― ―

ISO14001 認証の継続取得
―

―

コンプレッサー運転効率化

による使用電力量削減
― ―

電力需要期のピーク電力

引き下げ
― ―

照明設備の LED 導入の検討 ― ―

（5）新たな技術開発の取組

特になし。
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（6）エネルギー消費量・原単位、二酸化炭素排出量・原単位の実績及び見通し

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2008～2012
年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

(注 1) (注 2) (注 1) (注 2) 見通し 目標

取扱量

6,727 7,805 7,747 7,816 7,810 7,542 7,556 7,517 7,526 6,908 6,908 6,556 6,556 6,800 6,800（千㌧）

使用電力量

59,370 65,918 66,842 66,289 64,214 64,138 64,981 65,491 64,905 58,754 58,754

57,071 57,071

（千 kwh） 内自家

発

内自家

発
59,680 59,680

326 326

電力換算係数

9.42 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81(MJ/kwh）

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2.145 1.961 2.003 1.969 1.909 1.975 1.955 1.98 1.96 1.933 1.933 1.981 1.981 1.995 1.995(kl/千㌧）

1990 年度比

－ -8.58 -6.62 -8.21 -11.00 -7.93 -8.86 -7.69 -8.62 -9.88 -9.88 -7.65 -7.65 -7.00 -7.00 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

削減率（%）

CO2排出量

2.2 2.21 2.25 2.39 2.49 2.4 2.46 2.41 2.64 2.35 1.97 2.12 1.82 1.82 1.82（万㌧）

電力 CO2

3.71 3.35 3.36 3.6 3.87 3.74 3.79 3.68 4.07 4.0 3.35 3.70 3.16 3.05 3.05排出係数

(t-CO2/万
kwh) 

1990 年度比

－ 0.45 2.27 8.64 13.18 9.09 11.82 9.55 20.0 6.82 -10.5 -3.6 -17.3 -17.3 -17.3排出量削減率

（％）

CO2 排出

3.27 2.83 2.9 3.06 3.18 3.18 3.26 3.21 3.51 3.4 2.86 3.23 2.78 2.68 2.68原単位

(Kg-CO2/
㌧）

1990 年度比

－ -13.5 -11.3 -6.42 -2.75 -2.75 -0.31 -1.83 7.34 3.98 -12.5 -1.2 -15.0 -18.0 -18.0 排出原単位

削減率（％）

（注1） 電力の実排出係数に基づいて算定。
（注2） 電力のクレジット等反映排出係数とクレジット量等の償却量・売却量に基づいて算定。

電気事業連合会・PPS以外の業界団体の排出量の算定式 ：
｛（電力使用量×電力のクレジット等反映排出係数）+（燃料・熱の使用に伴うエネ起CO2排出量）｝

－（業界団体・自主行動計画参加企業が償却したクレジット量等（注3））
＋（自主行動計画参加企業が他業種の自主行動計画参加企業等に売却した排出枠）

電気事業連合会・PPSの排出量の算定式 ：
（実排出量）

－（自主行動計画参加企業が償却したクレジット量等）
＋（自主行動計画参加企業が他業種の自主行動計画に参加する企業等に売却した排出枠）

（注3） クレジット量等とは、京都メカニズムによるクレジット・国内クレジット・試行排出量取引スキーム
の排出枠を指す。
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＊エネルギー原単位は、使用電力量を原油ベースに換算して記載した。
（1990年度～2008年度）

エネルギー原単位(Kl/千㌧)＝(買電使用電力量（Kwh）×8.81MJ/Kwh×原油換算係数（0.0000258Kl/MJ）
÷取扱数量(千㌧)

＊2009年度のエネルギー原単位は、自家発電分を含んだ使用電力量を原油ベースに換算して記載した。
（2008年度も自家発による電力使用量は約9万Kwhあったが、使用量が少なく原単位の数値に影響しな

いので考慮しなかった。）
エネルギー原単位(Kl/千㌧)＝(買電使用電力量（Kwh）×8.81MJ/Kwh＋自家発電力量（Kwh）×*10.41MJ/Kwh) 

×原油換算係数（0.0000258Kl/MJ）÷取扱数量(千㌧)
（*A重油使用量86,759L×39.1MJ/L÷326千Kwh＝10.41MJ/Kwh）

＊2009年度のエネルギー原単位は、1.981Kl/千㌧であった。1990年度の2.145Kl/千㌧と比較して
▲7.65％で、目標値▲7.00％を達成した。

(参考) 電力の排出係数を3.05t-CO2/万kwh(発電端)に固定した時のエネルギー消費量・原単位、二酸化炭素
排出量・原単位の実績及び見通し

1990 
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

2008～2012 
年度

見通し 目標

取扱量

（千㌧） 6,727 7,805 7,747 7,816 7,810 7,542 7,556 7,517 7,526 6,908 6,556 6,800 6,800

使用電力量

（千 kwh） 59,370 65,918 66,842 66,289 64,214 64,138 64,981 65,491 64,905 58,754
57,071 内

自家発

（326）
59,680 59,680

電力換算係数

(MJ/kwh） 9.42 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81 8.81

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

(kl/千㌧） 2.145 1.961 2.003 1.969 1.909 1.975 1.955 1.980 1.960 1.933 1.981 1.995 1.995

1990 年度比

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

削減率（%）

－ -8.58 -6.62 -8.21 -11.00 -7.93 -8.86 -7.69 -8.62 -9.88 -7.65 -7.00 -7.00

CO2排出量

（万㌧） 1.81 2.01 2.04 2.02 1.96 1.96 1.98 2.00 1.98 1.79 1.75 1.82 1.82

電力 CO2 

排出係数

(t-CO2/万 kwh) 

3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

1990 年度比

排出量削減率

（％）

－ ＋11.05 ＋12.71 +11.60 +8.29 +8.29 +9.39 +10.50 +9.39 -1.10 -3.31 +0.6 +0.6 

CO2 排出

原単位

(Kg-CO2/㌧）

2.69 2.58 2.63 2.58 2.51 2.60 2.62 2.66 2.63 2.59 2.67 2.68 2.68

1990 年度比

排出原単位

削減率（％）

－ -4.09 -2.23 -4.09 -6.69 -3.35 -2.60 -1.12 -2.23 -3.72 -0.74 -0.4 -0.4
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（7）算定方法とバウンダリーの調整状況
①温室効果ガス排出量等の算定方法
・ 温室効果ガス排出量等の算定方法は、原則として自主行動計画フォローアップにおける係数を主体

として算定。
ただし、使用電力量57,071千Kwhの内326千Kwhは、A重油を燃料とした自家発電によるものである
ので、自家発電分の電力換算係数（MJ/Kwh）は、A重油の熱量（39.1MJ/L）を用いて算定した。

エネルギー原単位(Kl/千㌧)＝(買電使用電力量（Kwh）×8.81MJ/Kwh＋自家発電力量（Kwh）× 
*10.41MJ/Kwh )×原油換算係数（0.0000258Kl/MJ）÷取扱数量(千㌧)
（*A重油使用量86,759L×39.1MJ/L÷326千Kwh＝10.41MJ/Kwh）

・CO2排出量については、Ａ重油による自家発電分の排出量を考慮する必要があるが、自家発電量が
326千Kwhと少ないため、自家発電分による影響は考慮しないこととした。

・原単位の算定方法の取扱量は、LPガス元売会社占有輸入基地（製油所の管理下にある基地並びに他
産業部門のユーザー基地を除く）からの出荷量。,

・使用電力量は、調査対象輸入基地・二次基地の合計値。

②温室効果ガス排出量等の算定方法の変更点
なし。

③バウンダリー調整の状況
当該調査の対象となるCO2排出量は、LPガス輸入基地・二次基地における使用電力を起源とする
ものであり、当該調査対象基地においてはバウンダリ調整の必要はない。

Ⅱ．目標達成に向けた考え方

＜目標に関する事項＞

（1） 目標達成の蓋然性

①目標達成の蓋然性

目標達成に向けて最大限努力していく。

2009 年度は、1990 年度比▲7.65％で目標の 7.0％を達成した。

当業界では、ＬＰガスの輸入基地、二次基地での電力消費原単位の削減を目標としているが、そ

の電力消費原単位は、LP ガスの受入・出荷及び低温貯蔵（－0.5℃～－45℃）するため等の電力

の消費原単位である。低温貯蔵（－0.5℃～－45℃）分の電力は常時一定量必要なため、電力消

費原単位は、LP ガスの取扱数量の増減に一概に比例しないという特性があり、また、その特性

には基地間格差がある。そういった特性を持った消費原単位であるが、2009 年度は、景気低迷

により LP ガスの取扱数量が前年度比▲352 千㌧と大きく減少したことにより、2008 年度と比

較して電力消費原単位を悪化させる結果となった。

今後は、電力消費原単位に影響を与える取扱数量が、景気の好転及び LP ガスへの燃料転換等に

より増加傾向にあると思われること並びに各基地における使用電力削減努力や更なる基地の集約

化を一層進めること等により目標の継続的達成を図ることとする。

②京都メカニズム・国内クレジット・試行排出量取引スキームの排出枠（以下、京都メカニズム

等）の活用方針

・京都メカニズム等を活用する。 1 社

・京都メカニズム等を含めて対応を検討する。 1 社

・活用を考えていない。 2 社 （残り 10 社回答なし）
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③クレジットの活用状況と具体的な取組み状況（ 0 社分）

＜クレジットの活用状況＞

（単位：t-CO2）

クレジット・排出枠の種類

償却量
2008～2012 年度

取得予定量

売却量

2008 年度 2009 年度 2008 年度 2009 年度

京都メカニズムによる

クレジット
－ － －

国内クレジット － － －

試行排出量取引スキームの

排出枠
－ － －

クレジット量等合計 － － － － ー

(注4) 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。試行排出量取引スキームの排出枠については

他業種から購入した排出枠の償却量とする。

(注5) 2008､2009年度分の償却量を含む。

(注6) 2008､2009年度売却量には、試行排出量取引スキーム2008､2009年度目標設定参加者が目標達成確認期間内までに売

却した量を算定。

(注7) 業界団体自主行動計画のバウンダリー内に所属する企業間での売買は、記載しない。

(注8) 自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）の排出枠（第３期以降）を含む。

*2008 年度の償却量については、2008 年 4 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までに償却した量（ただし、2009 年 4 月 1 日～2009 年

6 月 30 日に償却した量で、2009 年度の償却量としたものを除く。）を算定。

*2009 年度の償却量については、2009 年 4 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日までに償却した量（ただし、2009 年 4 月 1 日～2009 年

6 月 30 日に償却した量で、2008 年度の償却量としたものを除く。）を算定。

＜具体的な取組み＞

Ａ社：現状、京都メカニズムの活用方針については、参加しておらず、また、現段階ではその必

要がないことから方針策定もしていない。ただし、今後の温暖化ガス削減実施状況次第で

は、必要に応じて方針策定を検討する可能性がある。

④目標を既に達成している場合における、目標引上げに関する考え方

・2009年度の電力消費原単位の目標達成度は、1990年度比▲7.65％であり、目標の▲7.0％を達成

したが、目標引き上げについては次の理由により2010年度も様子を見ることとしたい。

・2008年度の自主行動計画のフォローアップ調査において、2009年度は取扱数量の大幅減により電力

消費原単位が2008年度実績の▲9.88％から▲7.33％にまで悪化することが懸念されるとして、目標

の引き上げを行わなかった。

・2009年度の電力消費原単位実績は、取扱数量が▲352千㌧減少したことにより、▲7.65％と昨年度

予想した▲7.33％に近い数値にまで悪化した。

・2008 年度、2009 年度の実績を踏まえ「平成 22 年度～26 年度ＬＰガス需要見通し」における

2010 年度～2012 年度の需要量の伸び率を勘案して、2008 年度～2012 年度の平均取扱数量を推

定すると、2009 年度より約 244 千㌧増の約 6,800 千㌧／年程度と推測され、エネルギー消費原

単位を大きく引き下げる程の要因とはならないと判断される。よって、2010 年度は現行目標の

▲7.00％は据え置きとする。
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⑤排出量取引試行的実施への参加状況及び業界団体としての今後の方針

＜排出量取引試行的実施への参加状況＞

2010年度現在

排出量取引試行的実施参加企業数

（業界団体自主行動計画参加企業に限る） 0 社

業界団体自主行動計画参加企業 14 社

シェアー率 0 ％

＜業界団体としての今後の方針＞

排出量取引試行的実施については、LPガス業界としての参加は今のところない。

日本LPガス協会としては、環境自主行動計画の目標を達成することで環境貢献するとして、排出量取引

試行的実施の参加については、協会会員各社の自主的判断に委ねることにしている。

＜業種の努力評価に関する事項＞

（２）エネルギー原単位の変化

①エネルギー原単位が表す内容

ＬＰガスの輸入基地及び二次基地で使用する主エネルギーは、電力であるので、エネルギー原単

位は、使用電力量を原油ベースに換算したものである。

②エネルギー原単位の経年変化要因

LPガスの輸入基地及び二次基地で使用する電力の消費原単位は、LPガスの受入・出荷及び低温

貯蔵（－0.5℃～－45℃）等に使用される電気の消費原単位である。

低温貯蔵（－0.5℃～－45℃）分の電力は常時一定量必要なため、電力消費原単位は、LPガスの

取扱数量の増減に一概に比例しないという特性があり、その特性には基地間格差がある。

よって、経年変化の主な要因としては、取扱数量と輸入基地・二次基地が各々持っている電力消

費原単位の特性が挙げられる。

（３）CO２排出量・排出原単位の変化

①クレジット等反映排出係数とクレジット等の償却量・売却量によるCO２排出量の経年変化

要因

（単位：万ｔ-CO２）

年 度

要 因
2006→2007 2007→2008 2008→2009 1990→2009 

事業者の省エネ努力分
０

（０%）

▲0.13 
（▲4.9%）

▲0.01 
（▲0.5%）

▲0.35 
（▲15.9％）

購入電力分原単位の変

化
+0.25 

（+10.4%）

▲0.42 
（▲15.9%）

▲0.11 
（▲5.6%）

▲0.31 
（▲14.1％）

燃料転換等による改善

分
― ― ― ―

生産変動分
▲0.02 

（▲0.8%）

▲0.12 
(▲4.6%）

▲0.03 
（▲1.5％）

＋0.28 
（＋12.7％）

クレジット等の償却

量・売却量
― ― ― ―

合 計
+0.23 

（+9.6%）
▲0.67 

（▲25.4%）

▲0.15 
（▲7.6％）

▲0.38 
（▲17.3％）

( %)は削減率を示す
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②クレジット等反映排出係数とクレジット等の償却量・売却量による CO２排出原単位の経年変化
要因

単位：t-CO2/千㌧ 

2006→2007 2007→2008 2008→2009 1990→2009 

CO２排出原単位の増減
＋0.3

（＋9.3％）

▲0.65
（▲18.5%）

▲0.08
（▲2.8％）

▲0.49
（▲15.0％）

事業者の省エネ努力分 0 ▲0.17
（▲4.8%）

▲0.01
（▲0.35％）

▲0.53
（▲16.2％）

購入電力分原単位変化
＋0.33

（＋10.23％）

▲0.61
（▲17.4%）

▲0.17
（▲5.95％）

▲0.48 
（▲14.7％）

燃料転換等による変化 ― ― ― ―

生産変動分他
▲0.03

（▲0.93％）

+0.13
（+3.70%）

＋0.10
（＋3.50％）

＋0.52
（＋15.9％）

クレジット等の償却分・売却分 ― ― ― ―

（ %）は増減率を表す

（４） 取組についての自己評価

・2009年度の電力消費原単位は、1.981Kl/千㌧と1990年度比▲7.65％で目標の▲7.0％を達成した。

・しかしながら、2009年度は取扱数量が▲352千㌧減少したことにより、昨年度実績の▲9.88％より

＋2.23％も悪化した。

・電力消費原単位悪化の主因は、輸入基地では一定量の低温貯蔵（－0.5℃～－45℃）分の電力が

必要であるため、取扱数量の減少により輸入基地における電力消費原単位が上がったことである。

・当業界としては、1990 年度以降 3 つの輸入基地、45 か所の二次基地の集約化を図り、きめ細かな

基地管理を行ってきているが、急激な取扱数量の減少に対する対応について課題が残っている。

・このような状況下にあって、当業界としては今後 LP ガスへの燃料転換等による取扱数量の増加

に努めると共に、各基地における使用電力削減の努力や更なる基地の集約化を一層進めること等

により目標の継続的達成を図ることとしている。

（５） 国際比較と対外発信

国際比較等については、実施していないのでデータなし。

（６） ポスト京都議定書の取組

2013 年度以降の目標については、現在検討中である。

当協会は、日本経済団体連合会が提唱している「低炭素社会実行計画」への参加を表明しており、

本年１１月までに計画目標を策定することにしている。

Ⅲ．民生・運輸部門における取組の拡大 等

＜民生・運輸部門への貢献＞

(1) 業務部門（本社等オフィス）における取り組み

①本社ビル等オフィスにおける削減目標と目標進捗状況

LPガス業界の本社事務所の面積は、本調査参加企業14社中12社の合計でも13千㎡しかなく、ま

た、従来より事務所における省エネ活動を進めており、加えて大半がテナントビルに入居してい

るため、自己管理には自ずと限界があり、業界としての目標は設定しない。しかしながら、企業

単位では次のとおり目標を設定し、削減策を実行している。
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［目標内容］（ 6社分）

A社：2008年度のエネルギー使用量を基準として、2012年度までに10％削減する。この数値目標は、

2009年4月より新会社としてスタートし合理化して達成する。

B社：本社事務所の電力量削減のため、ライトダウンキャンペーンへの参加、ノー残業デーの実施

（毎月2回）、時間外・昼休み不要照明消灯、省エネ機器の導入、PCモニタ未使用時電源オフな

どを実施し、2008年度実績を維持目標としている。

また、グリーン電力の購入も本社事務所全電力使用量の前年度実績の10％を購入している。

C社：東京都の環境確保条例に基づき、2002～2004年度のCO2排出実績を基準に2009年度までに12.6％
削減する。

D社：電気使用量1999年度比10％削減（2008～2012年度平均）

E社：本社ビルオフィスの電力使用量削減のための方策実施

F社：オフィス利用に伴うCO2排出抑制のため、空調の効率運転、昼休みの消灯徹底等に取組んでいる。

オフィスのCO2排出実績

2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度

延べ床面積 ［千 m2］ 11 12 13 13
エネルギー消費量（千 MJ） 12,493 13,018 13,422 14,343
CO2 排出量（千ｔ－CO2） 0.5 0.6 0.6 0.6
エネルギー原単位（MJ/ m2） 1,136 1,085 1,065 1,103
CO2 排出原単位(Kg-CO2/ m2) 53 51 51 46

（＊回答数）
14 社 14 社 13 社 12 社

A社：2006年度よりISO活動において電力使用量の削減に取組み、A社が行える範囲の電力の削減は、

2008年度でほぼ達成された。そのため、2009年度からは、電力使用量の削減は維持管理項目と

して施策を継続し、以降は2008年度実績値程度の使用量を維持している。

＊ 石油兼業の各社においては、上記数値の自社分を石油連盟に重複して報告している。

また、他に１社が上記数値の自社分を日本貿易会、日本化学工業会に重複して報告している。
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②業務部門における対策とその効果

【業務部門における主な対策の実施状況】（＊11社分）

対策項目

削減効果（t-CO2／年）

累積分 今年度実施分 今後予定分

照
明
設
備
等

昼休み時などに消灯を徹底する。 3.81 0.67 0.06

退社時にはパソコンの電源OFFを徹底する。 1.40 0.10 0.01

照明をインバータ式に交換する。 1.76

高効率照明に交換する。 3.00 0.24

トイレ等の照明に人感センサーを導入する 0.27

照明の間引きを行う

（その他）

白熱電球を電球型蛍光灯に交換 0.28

空
調
設
備

冷房温度を28度に設定する。 10.79 1.93

暖房温度を20度に設定する。 7.38 1.62

冷暖房開始から一定時間、空調による外気取

り入れを停止する。
0.58 0.33

室内空気のCO2濃度を管理して、空調による

外気取り入れを必要最小限にする。 1.41 0.81
氷蓄熱式空調システムの導入

エ
ネ
ル
ギ
ー

業務用高効率給湯器の導入

太陽光発電設備の導入

風力発電設備の導入

建
物
関
係

窓ガラスへの遮熱フィルムの貼付 1.19 0.69

エレベータ使用台数の削減

自動販売機の夜間運転の停止

特記事項

A社：賃貸オフィスではあるが、事務所内空調区域を細分化し、点灯時間・消灯時間の管理を

徹底している。夕方6時以降の空調停止、ノー残業デー（月2回）を実施している。ただし、

A社が行える範囲の対策は既に実施済みのため、2009年度からは、上記取組みを維持管理

項目として施策を継続している。

＊石油兼業の各社においては、上記数値を石油連盟に重複して報告している。

また、他に１社が上記数値の自社分を日本貿易会に重複して報告している。
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（２）運輸部門における取組

①運輸部門における目標設定に関する考え方

業界としては、目標を設定していないが、企業単位では次のとおり目標を設定している。

［目標内容］（ 7 社分）

A 社：特定荷主として、輸送距離の短縮、ローリー大型化により、2010 年度は前年度比年率 1％
の削減を目標とする。

B 社：特定荷主に義務付けられる毎年 1％削減目標を設定。

C 社：陸上輸送においては、車両の大型化、トレーラー化及び低公害・低燃費車両を導入すること

で燃費の改善を図り、陸上輸送に係るエネルギー消費量を削減することを運送会社に働きか

けている。

海上輸送においては、省エネ設備（フレンドフィン等）の取り付けられた船の傭船を推進し

ている。

D 社：特定荷主として、2006 年度比５カ年平均で輸送㌧・㌔原単位を１％／年以上削減する。

E 社：毎年 1％の消費原単位を削減する。

F 社：輸送エネルギー効率（エネルギー消費量／売上高）を概ね毎年 1％改善する。

G 社：燃費向上に関する貨物輸送会社への要請を実施し、燃料使用の効率化を推進する。

②運輸部門におけるエネルギー消費量・CO２排出量等の実績（＊12社分）

2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度

輸送量（①） 
（千㌧・km）

1,486,587 1,422,613 1,156,484 1,210,136 

エネルギー消費量（②）

（千 MJ） 1,696,560 1,605,629 1,433,659 1,378,230 

CO2 排出量（③） 
（千 t-CO2）

120.48 113.37 100.93 98.7

エネルギー原単位（②／①）

（MJ/㌧・km）
1.14 1.13 1.24 1.14 

CO2 排出原単位（③／①）

（kg-CO2/㌧・km）
0.08 0.08 0.09 0.08 

回答数 13 社 13 社 14 社 12 社

＊石油兼業の各社においては、上記数値は、石油連盟に重複して報告されている。

また、他に１社が日本貿易会に、１社が日本化学工業会に重複して報告している。
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③運輸部門における対策（8社分）

対策項目 対策内容 対策の効果

Ａ社

・社有車及びグループ会

社の配送車をLPG車も

しくはLPGバイフュー

エル車へ転換。

・配送効率を考えた物

流・受注体制の整備。

・社有車・配送車の買換え時、リース更新

時にLPG車を優先的に採用する。

・IN－タンク届先への運送会社起用にあた

り、配送効率を考慮した配車を行うよう

受注体制を整備する。

内航船の配船についても輸入基地、二次

基地在庫状況を見ながら効率的な配送と

なるよう調整する。

・ＣＯ２排出量の削減に繋がるが、測

定（定量化）は困難。

・ＣＯ２排出量の削減に繋がるが、測

定（定量化）は困難。

Ｂ社
燃料消費量削減

（船会社と協働）

・減速運転指示による消費燃料削減

・フレンドフィン導入による消費燃料削減

・回航距離減少のための配船効率の最適化

使用C重油量対前年比２％削減達成。

Ｃ社 

・支店営業車のLPG車導入

促進

・主要LPG輸送会社

・LPG内航タンカー

・物流関係会社会議を開催し導入促進及び

進捗報告

・運送会社毎の燃費を集計公表し燃費改善

を促進

・デジタル式運行記録導入奨励

・最適航路配船を実践

・船泊の経済巡航速度の徹底を指示

・営業車・配送車合わせて170台の

LPG車導入

・平均燃費向上

・低燃費運転による燃費向上

・輸送回数・距離を削減

・燃料消費を抑制

D社 LPガスの海上・陸上輸送

・製品転送・配送について、積地の変更等

による輸送距離の短縮により引き続きエ

ネルギー使用量の削減を図る。

・LPガス輸送における輸送距離の短縮

・ローリーの大型化

前年度比エネルギー消費量１%削減

E社
海上輸送量の削減 パイプラインの敷設 原油換算46.4Kl/年削減

F社

・タンカー積載率改善

・タンカーのリプレース

・ローリーの燃費改善

・省燃費エンジンオイル

の使用推進

・輸送手段の変更

・積載率90～95％を目標

・タンカーの減船、入れ替えによる省エネ

・エコドライブ及び大型化

・同エンジンオイルの利用推進

・トラックから鉄道輸送へのシフト等

▲2,116Kl/年
未算出

▲240Kl/年
▲57Kl/年

▲44Kl/年

G社

・適正運転の推進

・輸送の効率化

・デジタルタコグラフの搭載

・ローリーの大型化

H社 省エネ対策 燃費の改善
燃費の向上

排気ガス量の削減

（３） 民生部門への貢献

① 民生部門への取り組み

ＬＰガス業界では、省エネ機器の普及促進を図っている。

潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）については、CO2を約13％削減することができ、

また、家庭用ガスエンジンコジェネ（エコウィル）は、CO2排出量を約30％削減、高効率厨房機器

（ガスコンロ）は約15％削減可能で、現在その販売に取組んでいる。
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② 環境家計簿の利用拡大（3社分）

対 策 進 捗

Ａ社
従業員や関係会社社員宅への環境家計簿利用推奨を

継続している。

Ｂ社
社内エコポイント制度のチャレンジコースとして

「環境家計簿」の記入を設定。

エコチャレンジにエントリーしている社員の

一部が「環境家計簿」の記入を実施。

Ｃ社

社内プロジェクトを立ち上げ、環境家計簿利用促進

を検討しているが、2009年6月からエコマインドア

クション活動を通じて、社員並びに家族の環境意識

啓発活動を実施している。

エコマインドアクションを開始。今後は参加

率の向上を図る。

③ 製品・サービス等を通じた貢献（ 7 社分）

CO２排出量削減効果のある製品等 削減効果

A社
グループ会社活動としてエコウィル、燃料電池エネファーム

＋太陽光発電の普及促進活動

試算では、標準家庭でエネファーム

設置で従来比、１台当たり約1300Kg-
CO2/年の削減効果あり。

B社

・販売会社において省エネ機器拡販キャンペーンを実施

（エコジョーズ、ハイブリッド給湯器、太陽熱利用給湯シ

ステム、太陽光発電システム）

・シリンダー容器の軽量化による配送車の燃費効率改善を企

図し、FRP容器導入に向けた研究を進めている。

・LPGとバイオガスの混合利用の研究を進めている。

CO2排出量の削減に繋がるが、測定

（定量化）は困難。

CO2排出量の削減に繋がるが、測定

（定量化）は困難。

C 社

・ガラストップコンロ販売（▲0.053t-CO2/年・台）

・エコジョーズ販売（▲0.227t-CO2/年・台）

・GHPの販売（削減効果は、EHP20馬力をGHP20馬力に置

換えた場合と仮定し、その削減量から計算）

・エネファーム・エコウィルの販売（▲1.2t-CO2/年・台）

▲895t-CO2/年
▲1,970t-CO2/年
▲757t-CO2/年

▲265t-CO2/年（エネファーム▲240
ｔ-CO2、エコウィル▲25t-CO2）

D 社

高効率給湯器販売促進キャンペーン（給湯でクールアース

キャンペーン）を展開［2009年10～12月：エコジョーズな

ど］

▲ 864t-CO2/年

E 社

・エネファームの販売

・エコウィルの販売

・GHPの販売

・エコジョーズの販売

F 社 エネファーム販売 8台販売 ▲ 9.6t-CO2/年

G 社

・ノンフロン冷媒の普及拡大。

・地球温暖化係数ゼロのクリーニングガスの普及拡大。

・エコウィル、高効率給湯器、家庭用燃料電池 等の販売。

＊③の省エネ機器については、元売として原則直接販売はしていないが、販売促進の指導を行ない、
各元売の販売子会社・特約店経由の販売台数である。
なお、LP ガス業界全体での 2009 年度の省エネ機器の販売台数は次のとおりである。

【参考】
2009 年度

エコジョーズ 125,300 台（日本 LP ガス団体協議会調査）
エコウィル 500 台（日本 LP ガス団体協議会調査）
ガスコンロ 2,102,000 台 (工業会自主統計 2009 年 1 月～12 月実績)
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④ ＬＣＡ的観点からの評価

LCA 的観点からの評価については、LP ガスは製品ではないが、当協会では、地球環境の視点に

立って、生産から燃焼利用に至るエネルギーの定量的 LCA 評価の重要性の観点から、中立機関に

依頼して LP ガスを含めたエネルギーの LCA 調査を下記の通り行った。 
（単位：g-CO2/MJ）

製 排

石炭 石油 ＬＮＧ 都市ガス ＬＰＧ

生産 2.16 1.31 9.44 9.08 3.58

輸送 2.48 1.18 2.37 2.29 2.32

二次生産 2.84 0.14 0.49 0.69

設備(貯蔵タンク等) 0.11 0.08 0.12 0.50 0.09

小計 4.75 5.41 12.07 12.35 6.68

燃焼時
ＣＯ２排出原単位

90.23 68.57 49.50 50.60 59.03

合計 94.98 73.98 61.57 62.95 65.71

出典：「エネルギー製造・利用の LCI（ライフサイクルインベントリー）分析」日本工業大学（2009 年 3 月） 

分析値による LP ガスの CO2 排出原単位は、石炭や石油系燃料に比べて小さく、LNG,都市ガスなどの

ガス体エネルギーに近い値となっており、環境に優しいエネルギーである。

＜その他＞

（1） 省エネ・CO２排出削減のための取組・ＰＲ活動（8社分）

Ａ社
2005年以降エコトライ21キャンペーンと題して、様々なエコ活動を実施推奨継続している。

（個人によるエコライフ日記記帳・エコドライブなど）

B 社

・2007年度よりグリーン電力証書システムの日本自然エネルギー(株)と契約を締結し、バイオマスによる

グリーン電力を購入している。2007年度から2009年度の累計発電量は53,000Kwh/年（CO2削減量20,617㌧

に相当）。

・この契約により提供されるグリーンパワーマークをホームページ等に掲載することで対外的に環境貢献を

PRしている。

・また、国民運動チャレンジ25に参加し、ライトダウンキャンペーンにも協力している。

C 社

・特約店・販売会社を通じ家庭用、業務用の高効率ガス機器の普及活動「エコアクション2009」を展開

・産業用需要家に対し使用燃料を重油からLPガスへの転換を提案活動により推進。

・支店、関係会社に対し、社有車のLPガス車への導入を促進。

・家庭用燃料電池「エネファーム」の販売を行っている。

・一人一日１KgのCo2を減らす消費者向け活動を支援する冊子の作成・配布。

D社 学校への環境についての出張授業を行っている。

E 社

・燃料電池普及促進（大規模実証事業参画）

・エコウィル普及促進フォロー（コジェネ研究会において検証）

・LPガス自動車の普及促進(導入補助制度の活用)

・高効率給湯器の普及促進（提案トークコンテスト実施による普及フォロー）

F 社

F1輸入基地

① ISO14001に沿った省エネ・CO2排出削減のための取組み。

② 事務所電気系統への電力量計設置による管理と省エネ電灯、照明コントローラーなどによる電力使用

量削減。

③ チームマイナス6％に全員参加。

F2輸入基地

①チームマイナス6％に全員参加。

G 社 機関紙等を活用し、消費者に対し、省エネルギー等に関する啓発活動を実施。

H 社

・環境への取組みの一環として、平成21年度より全社において文具・事務用品を購入する際にグリーン調達

の取組みを実施している。

・ISO14001は認証取得していないが、できることから環境への取組みを行っている。本年度は、全社におけ

る環境方針を制定した。
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2009年度自主行動計画参加企業一覧表

会社名
CO2排出

量(㌧)
■１．輸入基地を保有している事業所

（１）温対法対象事業所使用会社

（CO2排出量報告会社）
エネルギー管理指定工場 (*1) 

1 岩谷産業株式会社 2,568 鹿島液化ガス共同備蓄基地

2 全国農業協同組合連合会 2,472 坂出輸入基地

3 アストモスエネルギー(株) 2,450 波方ターミナル(株)
4 コスモ石油ガス(株) 4,046 四日市エルピージー基地

5 昭和シェル石油（株） 1,696 碧南 LPG 基地

合 計 13,232
（２）自主行動計画参加全事業所ＣＯ２排出量

(電力を起源とするＣＯ２排出量) （*2) 自主行動計画対象基地

1 岩谷産業株式会社 ― 一次基地 2 箇所、二次基地 5 箇所

2 新日本石油株式会社 ― 一次基地 2 箇所、二次基地 2 箇所

3 アストモスエネルギー株式会社 ― 一次基地 2 箇所、二次基地 3 箇所

4 コスモ石油ガス株式会社 ― 一次基地 2 箇所

5 株式会社ジャパンガスエナジー ― 一次基地 1 箇所、二次基地 3 箇所

6 三井丸紅液化ガス株式会社 ― 一次基地 4 箇所、二次基地 5 箇所

7 昭和シェル石油株式会社 ― 一次基地 2 箇所、二次基地 1 箇所

8 全国農業協同組合連合会 ― 一次基地 1 箇所

合 計 21,116 一次基地 16 箇所、二次基地 19 箇所

■２．製油所内もしくは製油所に隣接している輸入基地保有企業

9 エクソンモービル有限会社 ― 石油連盟から報告される

■３．輸入基地を保有していない企業 (*3) 
10 住友商事株式会社 ―

11 エスケイ産業株式会社 ―

12 太陽石油株式会社 ―

13 キグナス液化ガス株式会社 ―

14 国際石油開発帝石株式会社 ―

(*1) エネルギー管理指定工場における排出量は、温対法に基づき省エネ法の定期報告書に記載した数値である。

(*2) 2009年度電力炭素実排出係数（クレジットなし）を用いて算出。

一つの輸入基地を複数の企業が使用している場合は、代表会社が数値をまとめて報告している。

鹿島液化ガス共同備蓄基地・・代表会社岩谷産業株式会社（施設利用会社3社）

九州液化ガス福島基地・・・ 代表会社新日本石油株式会社（施設利用会社2社）

大分液化ガス共同備蓄基地・・代表会社昭和シェル石油株式会社（施設利用会社3社）

四日市エルピージー基地・・・代表会社コスモ石油ガス株式会社（施設利用会社3社）

（*3）輸入基地を保有していない企業については、民生、運輸部門での取り組みを行っている。

（別紙１）（別紙１）
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（別紙２）

各企業の目標水準及び実績値

日本LPガス協会

当業界においては、各企業ごとの目標水準は設定していない。

以上


