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石油精製業における地球温暖化対策の取り組み

平成２３年１１月９日

石油連盟

Ⅰ．石油精製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

石油製品の製造及び販売

②業界全体に占めるカバー率

業界の概要

注１）業界の概要は 2011/4/1 時点。市場規模・売上規模は 2010 年度実績に基づく。

２）目標指標に係わる実績値は業界団体非加盟会社の製油所も含め集計を行っている。

（2） 業界の自主行動計画における目標

①目標

2010 年度における製油所エネルギー消費原単位を 1990 年度から 13％低減する。

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

石油精製業の 100％（ただし、潤滑油製造専業者を除く）。

③上記指標採用の理由とその妥当性

・石油精製業は「エネルギー転換部門」として、国民生活・産業活動の基礎物資であ

る石油製品を需要に応じて安定的に供給する責務を負っている。

・このため、製油所におけるエネルギー消費量や CO2 排出量を左右する石油製品の需

要量及びその製品構成が、景気動向、国民のライフスタイルの変化、気候条件や自

然災害影響等、石油業界の努力が及ばない諸状況によって変化した場合、自らの生

産活動もそれにあわせ変化せざるを得ない。

・したがって、自らの省エネルギー努力を評価可能な指標として「原単位」を用いる

こととした。

・製油所の生産活動を表す指標の一つに「原油処理量」や「製品生産量」があるが、

これら指標を用いた原単位では、①需要が減少している重質油（Ｃ重油等）を原料

とした軽質製品（ガソリン・ナフサ等）の生産、②脱硫装置の増強による環境に配

慮した製品の生産等、こうした「質」の変化により精製工程が増加した場合のエネ

ルギー消費量の変動を合理的に評価することが困難である。

・そこで、精製設備の複雑度を考慮した「常圧蒸留装置換算通油量※（以下、換算通

油量）」を生産活動量とした「製油所エネルギー消費原単位」を目標指標とした。

※個々の精製装置について「装置の通油量×当該装置に割り当てられた係数（原則 90 年度以降一定）」を

算定し、製油所全体で積算したもの。この換算通油量を用いた原単位は、エネルギーの使用の合理化に

関する法律（省エネ法）における定期報告書の原単位として採用されている。

業界全体の規模 業界団体の規模 自主行動計画参加規模注2

企業数
１７社

(製油所所有１４社)

団体加盟
企業数

１４社
(製油所所有１２社)

計画参加
企業数

１４社
(製油所所有会社の

１００％)

市場規模 ２２兆円
団体企業
売上規模

２２兆円
参加企業
売上規模

１８兆円

資料５－１
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④その他指標についての説明
・生産活動量等の各種指標については上記③に記載済み。

（3） 平成22年度における自主行動計画の実績概要

※CO2 排出量はクレジット反映後の電力排出係数を用いて算出。

（4） 目標を達成するために実施した対策と省エネ効果

①製油所における省エネ対策

・製油所における省エネルギー対策は製油所内で広範囲に実施されており、多数の個

別対策の積み上げとして成り立っている。

・対策箇所は精製設備と用役設備（スチーム及び電気）に大別され、その方法は、

(a)制御技術や最適化技術の進歩による運転管理の高度化、(b)装置間の相互熱利

用拡大や廃熱・その他廃エネルギー回収設備の増設、(c)設備の適切な維持管理に

よる効率化、(d)高効率装置・触媒の採用等に分類できる。

・新エネルギー・産業技術開発総合機構（NEDO）等の省エネルギーに関する補助支援

事業を積極的に活用し、下記のような先進的技術・対策を導入して省エネルギー

対策に努めている。

NEDO エネルギー使用合理化支援事業に採択された省エネ技術・対策の例

導入された省エネ技術

1 可変速ガス圧縮機の導入

2 スチームトラップ排出蒸気回収による排熱回収

3 高性能トレイへの更新による加熱炉使用エネルギーの削減

4 デスーパーヒーター設置によるスチーム回収

5 廃熱ボイラーの設置

6
産業用ヒートポンプシステムを組み込んだ省エネ型プロピレン精留装置の

設置

・この他、複数の製油所が、隣接する工場群（石油コンビナート）の高度な一体運営

を目指したコンビナート・ルネッサンス事業※に参加し、直接的な省エネルギーに

限らず、原料融通、副生物の利用や生産管理面も含めた効率化を図り、プロジェ

クト全体としてのエネルギー消費削減に取り組んでいる。

※石油産業および化学産業に関連する企業が、経済産業省の支援を受け石油コンビナート全体の横断

的かつ高度な運営機能の融合を図り、単独企業のみでは達成困難なコンビナート域内の省資源、省

エネルギーの向上に取り組んでいる（石油精製高度機能融合技術開発事業）。

目標指標
基準年

度
目標水準

2010年度実績

（基準年度比）

（）内は、2009年度実績

CO2排出量

（万t-CO2）

CO2排出量

（万t-CO2）

（前年度比）

CO2排出量

（万t-CO2）

（基準年度比）

エネルギー
消費原単位

1990
年度

▲13％
▲16％

（▲16％）
3,963※ ＋1.0％ ＋28.1％
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②2010年度における省エネ効果と投資額

・2010 年度に実施した省エネ対策のうち、定量的に把握可能であった効果は年間エ

ネルギー消費削減量として 21.1 万 kl/年（原油換算）であった。

・設備投資額は約 140 億円で、上記省エネ効果のうち設備投資の寄与による年間エネ

ルギー消費削減量は 11.1 万 kl/年（原油換算）であった。

省エネ対策による効果と投資額

2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度

省エネ対策による効果[万 kl/年(原油換算)] 15.2 22.5 26.9 21.1

うち設備投資額の寄与分 14.5 14.9 14.5 11.1

省エネ対策への設備投資額[百万円] 3,259 6,618 8,868 13,989

2010 年度に実施された省エネ対策内容

省エネ対策内容
省エネ効果

(原油換算 kl/年)

精
製
設
備
へ
の
対
策

塔槽および配管の保温･保冷の徹底 85

加熱炉空気予熱器の設置･洗浄･取替え廃熱ボイラーの設置 4,956

各種熱交換器の設置・洗浄 9,135

フレアーガスの回収 1,704

ヒートポンプの設置 14,394

加熱炉の空気量低減 4,383

精製装置間の相互熱利用 2,672

プロセスタービン設置(圧力エネルギーの回収) 2,175

ポンプの容量最適化(インペラ-カット) 763

コンピューター制御の推進 10,718

運転管理値の見直し 58,236

モーター化、コンプレッサー改良等、動力系の効率改善 3,265

高効率機器の導入 1,566

スチームトラップ管理強化 1,864

その他 33,302

用
役
設
備
へ
の
対
策

炉壁･各種保温材の補修･取替え 140

空気予熱器の設置･洗浄･取替え 351

ボイラー空気量低減 118

発電用スチームタービンの高効率化 97

コージェネレーションの導入 8,614

ポンプの容量最適化(インペラーカット) 56

コンピューター制御の推進 1,368

運転管理値の見直し 5,834

モーター化、コンプレッサー改良等、動力系の効率改善 3,069

スチームトラップ管理強化 14,868

その他 27,100
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（5） 今後実施予定の対策

・これまでの取り組みと同様の対策を更に推進する。

・なお、製油所では 1973 年の第一次石油危機以降、30 年以上に渡り積極的に省エネに

取り組んできたことから、単独の製油所における規模の大きな省エネ対策は概ね実

施済みである。

・現時点における今後実施予定（計画段階を含む）の省エネ対策による効果は、2012

年度の時点で約 11 万 kl/年、2016 年度の時点で約 17 万 kl/年（原油換算値、2011

年度から当年度までの年間エネルギー消費削減効果を累積）である。

（6） 新たな技術開発の取組

・一般財団法人石油エネルギー技術センター（JPEC）では、石油製品の需要構造の変化

への対応や非在来型原油の利用等を視野に入れた革新的な石油高度利用技術開発、先

進的な省エネ技術開発を目指した取組を実施している。開発中の各種技術の中で CO2

削減、省エネを通して地球温暖化防止に資するものとして下記が挙げられる。

① 超臨界水※による重質油分解プロセスの開発

・超臨界水は溶質を溶解する液体と気体の性質を併せ持つとともに、高い反応性も

持っている。これを利用することで、重質油の分解過程で必要だった系外からの

水素供給が不要となり、コークの副生量も抑制することが可能となる。従って、

水素供給に要していたエネルギーを節約することで省エネに繋がるとともに、

コーク燃焼により生じていた CO2排出を直接的に抑制することも可能となる。

※超臨界水・・・水の温度、圧力を上昇させていくと、374℃・230 気圧において液体・気体の境

界がなくなる。この点を臨界点と呼び、その温度・圧力以上の水を超臨界水と呼ぶ。超臨界水

は、気体としての拡散性と、液体としての溶解性、更には構成原子の高い反応性による触媒と

しての性質を併せ持つ。

② 炭化水素膜分離・PSA 分離技術

・製油所では石油留分を分留するために多数の蒸留塔が稼働しており、多くの熱エ

ネルギーを消費している。混合物中の浸透圧の差を利用した膜分離技術や、吸着

剤を利用した PSA（Pressure Swing Adsorption：圧力変動吸着）分離技術を、

油をはじめとする炭化水素混合物に適用できれば、究極的に蒸留を必要としない

石油精製が可能となり、エネルギー消費量の大幅な削減に繋がると考えられる。
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(7) 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

実績値
1990
年度

1997
年度

1998
年度

1999
年度

2000
年度

2001
年度

2002
年度

生産活動量
（換算通油量）[百万 kl]

1263 1820 1790 1850 1869 1865 1854

エネルギー消費量
[原油換算千 kl]

12866 17046 16699 16754 16611 16573 16504

製油所エネルギー
消費原単位 注１

10.19
(1.0)

9.37
(0.92)

9.33
(0.92)

9.06
(0.89)

8.89
(0.87)

8.89
(0.87)

8.90
(0.87)

CO2排出量
[万 t-CO2]

3094 4105 4062 4093 4053 4047 4016

CO2排出原単位
[kg-CO2/生産活動量 kl]

24.50 22.55 22.69 22.12 21.69 21.70 21.66

実績値
2003
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

(実排出量)

(注 1)

2008
年度

(調整後)

(注 2)

生産活動量
（換算通油量）[百万 kl]

1888 1898 1996 1952 1996 1933 同左

エネルギー消費量
[原油換算千 kl]

16652 16651 17138 16824 17253 16876 同左

製油所エネルギー
消費原単位 注１

8.82
(0.87)

8.77
(0.86)

8.59
(0.84)

8.62
(0.85)

8.64
(0.85)

8.73
(0.86)

同左

CO2排出量
[万 t-CO2]

4058 4037 4133 4059 4164 4053 4036

CO2排出原単位
[kg-CO2/生産活動量 kl]

21.49 21.27 20.71 20.79 20.86 20.97 20.88

実績値

2009
年度

(実排出量)

(注 1)

2009
年度

(調整後)

(注 2)

2010
年度

(実排出量)

(注 1)

2010
年度

(調整後)

(注 2)

2008～2012 年度

見通し注 4 目標

生産活動量
（換算通油量）[百万 kl]

1896 同左 1925 同左 1850 －

エネルギー消費量
[原油換算千 kl]

16332 同左 16505 同左 16145 －

製油所エネルギー
消費原単位 注 3

8.61
(0.84)

同左
8.58

(0.84)
同左

8.73
(0.86)

8.87
(0.87)

CO2排出量
[万 t-CO2]

3936 3922 3978 3963 3870 －

CO2排出原単位
[kg-CO2/生産活動量 kl]

20.76 20.68 20.67 20.59 20.93 －

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。

注３）単位：原油換算 kl/生産活動量千 kl。（）内は 1990 年度を 1とした場合の指数。

注４）2008～2012 年度見通しのエネルギー消費量は、2011～2012 年度について総合資源エネルギー調査会石

油分科会石油部会石油市場動向調査委員会（2010 年 3 月）における各年度の石油製品需要見通しを基

に算出した生産活動量（換算通油量）に、製油所エネルギー消費原単位（目標レベル）を乗じて算定し、

2008～2010 年度の実績と合算することにより算定した。なお、CO2 排出量は購入電力分の CO2 排出原単

位改善分を見込んだ数値である。
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（参考）電気事業連合会が目標を達成した時の電力排出係数（※）に固定した時の、二酸化

炭素排出量・原単位の実績及び見通し

※ 3.05t-CO2／万kWh （発電端）

実績値
1990
年度

1997
年度

1998
年度

1999
年度

2000
年度

2001
年度

2002
年度

生産活動量
（換算通油量）[百万 kl]

1263 1820 1790 1850 1869 1865 1854

エネルギー消費量
[原油換算千 kl]

12866 17046 16699 16754 16611 16573 16504

製油所エネルギー
消費原単位 注１

10.19
(1.0)

9.37
(0.92)

9.33
(0.92)

9.06
(0.89)

8.89
(0.87)

8.89
(0.87)

8.90
(0.87)

CO2排出量
[万 t-CO2]

3080 4101 4060 4089 4047 4041 4007

CO2排出原単位
[kg-CO2/生産活動量 kl]

24.39 22.53 22.68 22.10 21.65 21.67 21.61

実績値
2003
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

生産活動量
（換算通油量）[百万 kl]

1888 1898 1996 1952 1996 1933 1896

エネルギー消費量
[原油換算千 kl]

16652 16651 17138 16824 17253 16876 16332

製油所エネルギー
消費原単位 注１

8.82
(0.87)

8.77
(0.86)

8.59
(0.84)

8.62
(0.85)

8.64
(0.85)

8.73
(0.86)

8.61
(0.84)

CO2排出量
[万 t-CO2]

4043 4025 4119 4046 4139 4028 3919

CO2排出原単位
[kg-CO2/生産活動量 kl]

21.41 21.21 20.63 20.73 20.73 20.83 20.67

実績値
2010
年度

2008～2012 年度

見通し 目標

生産活動量
（換算通油量）[百万 kl]

1925 1850 －

エネルギー消費量
[原油換算千 kl]

16505 16145 －

製油所エネルギー
消費原単位 注１

8.58
(0.84)

8.62
(0.85)

8.87
(0.87)

CO2排出量
[万 t-CO2]

3963 3870 －

CO2排出原単位
[kg-CO2/生産活動量 kl]

20.59 20.93 －
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（8）排出量の算定方法などについて変更点及び算定時の調整状況（バウンダリーなど）

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については、自主行動計画フォローアップにおける発熱量係数

と炭素排出係数を用いて算定。

・エネルギー消費原単位については、省エネ法に基づく目標設定及び実績把握を行っ

ているため、省エネ法指定の発熱量係数を用いて算出したエネルギー使用量を生産

活動量で除して算定。

②温室効果ガス排出量の算定方法の変更点

・変更点なし。

③バウンダリー調整の状況

・エネルギー消費量は省エネ法に基づくエネルギー管理指定工場単位で管理・把握さ

れており、バウンダリー調整の必要はない。

・今年度のフォローアップにあたり、改めて確認を行い、問題の無いことを確認した。

（9）ポスト京都議定書の取組

・石油業界は、地球環境の保全、循環型社会の形成及び経済社会の持続的発展に寄与す

ることを基本理念とした「低炭素社会実行戦略」を策定した。これは石油の高度利用

かつ有効利用及び持続可能な再生可能エネルギーの導入に取り組むことで、低炭素社

会の形成とエネルギー政策の「３Ｅ」（安定供給の確保、環境への適合、経済性）の

同時達成を追求していくものである。日本経団連等と協調しつつ、産業界の主体的取

り組みを引き続き推進していく。

＜各段階における具体的な取り組み内容＞

①製造段階

既存最先端技術の導入や近隣工場との連携推進等により、各国・各地域の需要動

向を考慮しつつ、世界最高水準にあるエネルギー効率の維持・向上を目指し、

2010年度から2020年度までの各年の累積で原油換算53万kl/年分*の省エネ対策を

実施する。

*：想定を上回る大幅な需要変動や品質規制強化が明らかになった場合、目標の再検討を視野に入

れる。

②輸送・供給段階

物流の更なる効率化（油槽所の共同利用、製品の相互融通推進、タンクローリー

大型化等）、給油所の照明ＬＥＤ化、太陽光発電設置等を実施する。

③消費段階

LCA での温室効果ガス削減効果、食料との競合問題、供給安定性、生態系へ

の配慮など持続可能性が確保され、安定的・経済的な調達が可能なバイオ燃料を導

入していく（2017 年度に原油換算 50 万 kl 分のバイオ燃料導入）。また、クリーン

ディーゼル乗用車普及への働きかけ、高効率石油機器の普及拡大、石油利用燃料電

池の開発普及等の各種活動を実施する。
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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

・中長期的な国内燃料油需要の減少、東日本大震災等の要因が製油所のエネルギー効

率に与える影響が懸念される状況ではあるが、新たな目標値の達成に向け引き続き

省エネ努力を継続することにより、現時点において目標達成は可能と判断している。

・ 中長期的な需要減少に対応するための過剰設備の廃棄等の対策を行った場合には、

結果としてエネルギー消費原単位の改善に寄与する可能性がある。

（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」という。）の活用について

①京都メカニズム等の活用方針

・目標達成が困難な状況になった場合は、京都メカニズムを活用することとし、未達

成分（５年間）のクレジット（排出権）を取得の上、これを政府に無償移転する旨、

石油連盟として機関決定している。

②クレジットの活用状況と具体的な取組み状況

・石油業界としてのクレジットの償却とその予定はない。

【参考】なお、自主行動計画とは直接的な関係はないものの、石油各社は以下に示すクリー

ン開発メカニズム（CDM）を海外諸国で展開する他、世界銀行のコミュニティ開発炭素基金

（CDCF）や日本温室効果ガス削減基金（JGRF）等への出資を積極的に実施している。

石油各社における CDM への取り組み（CDCF 及び JGRF の承認案件を除く）

CDM プロジェクト概要
削減量

(万 t-CO2/年)

ベトナムでの石油採掘時に発生する随伴ガス回収・有効利用 68

ブラジルでの埋め立て処分場におけるメタンガスの回収 66

中国での水力発電プロジェクト 32

ブラジルでのバイオマス利用発電機の導入による購入電力の代替 18

ブラジルでの埋め立て処分場におけるガス発電 17

中国での石炭ボイラーの高効率化 0.56
※上記は政府承認プロジェクトとして『京都メカニズム情報プラットフォーム』にて公表されて

いる内容（2011 年 8 月現在）

※上記は各社個別の取組の例示であり、これらにより得られたクレジットを業界として償却する

わけではない。

（3）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

・2007 年度に目標レベルの引き上げ（製油所エネルギー消費原単位の 1990 年度比改

善率を 10％から 13％に引き上げた）を行い、以降 2010 年度まで連続して目標値を

達成した。

・しかし、各種省エネ対策を実施しているものの、国内燃料油需要量の減少に伴う装

置稼働率低下により、2005 年度を境にエネルギー消費原単位は悪化に転じ、特に、

2007 年度から 2008 年度にかけては景気の悪化に伴う需要の急減により装置稼働率

が一層低下したため、エネルギー消費原単位が大幅に悪化した。

・2009 年度と 2010 年度は各種の省エネ対策の効果や、一部製品の需要回復により製

油所全体のエネルギー効率に及ぼす影響の大きい接触分解装置等の稼働上昇によっ

てエネルギー消費原単位が改善した。しかし、この需要回復の要因は、
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（a）2009 年度は高速道路料金の値下げによるガソリン需要の増加と、景気回復

によるナフサ需要の増加

（b）2010 年度は景気回復の継続と猛暑の影響によるガソリン・軽油需要の増加

と、厳冬の影響による灯油需要の増加

という特殊かつ一時的なものである。

・東日本大震災の影響により、現在も休止中の製油所もあり、中長期的な石油製品需

要の見通しも不確実性を増す中、新たな目標値の設定は極めて困難であるため、

2010 年度においては目標の引き上げは行わなかった。

（4）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年度の石油業界の自主行動計画参加企業14社のうち、排出量取引試行的実施参

加企業は12社であり、そのシェアは売上高ベース・CO2排出量ベースともに99％で

ある。

排出量取引試行的実施への参加状況

2011 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）
１３社

業界自主行動計画参加企業 １４社

シェア率
９９％（売上高）

９９％（CO2排出量）

※ 参加企業数は自主行動計画参加企業と同様の計数方法による。

※ 参加状況は2011年4月1日時点、CO2排出量シェアは温対法届出値に基づく。

＜業界団体としての今後の方針＞

・石油業界においては排出量取引試行的実施への参加は各社の任意としており、業界

団体としての方針や、参加企業目標数等は設定していない。

＜業種の努力評価に関する事項＞

（5） 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

・エネルギー原単位としては、精製設備の複雑度を考慮した「常圧蒸留装置換算通油

量※（換算通油量）」を生産活動量とした製油所エネルギー消費原単位を採用して

いる（詳細はⅠ．(2)③の記載を参照）。

※個々の精製装置について「装置の通油量×当該装置に割り当てられた係数（原則 90 年度以降一

定）」を算定し、製油所全体で積算したもの。この換算通油量を用いた原単位は、省エネ法の定期

報告書で採用されている。

②エネルギー原単位の経年変化要因の説明

・製油所エネルギー消費原単位は (ア)生産活動量と (イ)エネルギー消費量の両要因

により変化する。
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・これら数値の 1990 年度から 2010 年度にかけての実績値は、製品の安定供給・品質

改善（環境対策）等に伴い生産活動量・エネルギー消費量とも 1990 年度より増加

しているが、省エネ対策の推進等によりエネルギー消費量の増加幅を抑制した結果、

製油所エネルギー消費原単位は対 90 年度比 16％の改善となった。

・なお、1990 年度から 2010 年度にかけてのエネルギー消費量の変動要因は次のよう

に推算される（何れも原単位の改善による効果を含まない場合の数値）。

(a)環境に配慮した製品の生産（低硫黄化、低ベンゼン化等） ＋8％

(b)需要構成変化（需要軽質化）への対応 ＋34％

(c)原油処理量増加への対応 ＋2％

1990年度から2010年度にかけての変化要因

・2009 年度から 2010 年度にかけてエネルギー消費原単位は 0.03（約 0.3％）改善し

た。

・2010 年度は年度末の東日本大震災により複数の製油所が被災したものの、年度全

体では改善した理由として、

（a）Ⅰ．（3）に述べたような各種対策を実施して省エネが成された。

（b）景気回復の継続と猛暑の影響によりガソリン・軽油の需要が、厳冬の影響に

より灯油の需要がそれぞれ増加した。特にガソリン需要の増加に対応するた

め、製油所全体のエネルギー効率に及ぼす影響の大きい接触分解装置の稼働

量が前年度に続いて上昇し、製油所全体としてのエネルギー効率が改善した。

こと等が挙げられる。

（6） 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

・石油業界はエネルギー転換部門として、市場が求める需要量と品質に応じた製品を

安定的に供給する義務があることから、その生産活動量並びに CO2 排出量は製品の

需要量、製品需要の構成、製品品質の改善、等に大きく影響される（エネルギー消

費量の経年変化要因については前節参照）。

・1990 年度から 1997 年度までは、順調な経済成長を背景とした燃料油需要の増加、
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C 重油の需要減少とガソリンの需要増加を中心とした製品需要の軽質化の両面によ

り生産活動量が大幅に増加し、CO2排出量は約 1000 万 t の増加となった。

・1997年度以降は燃料油需要量が緩やかな減少傾向となったものの、引き続き軽質化

の進展が進み、またガソリン・軽油の低硫黄化に代表される製品品質の改善を図っ

た結果、2004年度から2007年度にかけてのCO2排出量は概ね横ばいから微増傾向で推

移してきた。2008年度から2009年度にかけては景気悪化の影響もあり、石油製品需

要の減少傾向が顕著となりCO2排出量は減少した。

・2010年度のCO2排出量は3963万t（クレジット反映後の電力排出係数による算定。実

排出係数では3978万t）で、2009年度からは41万t増加した。2010年度はエネルギー

石油製品の需要回復により生産活動量が増加したため、効率改善がなければCO2排出

量は59万t増加したものと試算されるが、各種省エネ対策の効果等により、CO2排出

量の増加は41万tに抑制された。

CO2排出量の増減要因分析

単位：万 t-CO2

1990→1997 2007→2008 2008→2009 2009→2010 1990→2010

CO２排出量の増減
1011

（33％）
-128

（-3.2％）
-114

（-2.8％）
41

（1.0％）
869

（28％）

事業者の省エネ努力分
（原単位の変化分）

-305 41 -54 -18 -618

燃料転換等による変化 33 -27 20 -5 7

購入電力分原単位変化 -28 -11 -3 5 -12

生産変動分 1310 -131 -77 59 1492

クレジット等の償却量・売
却量

0 0 0 0 0

注1）電力排出係数についてはクレジット反映後の係数を使用している。

注2）四捨五入の関係で、排出量増減（最上行の値）と各要素の合計とが一致しない場合がある。

国内燃料油需要量、製品構成、品質改善の推移
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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

・2010 年度の CO2 排出原単位は 20.69kg-CO2/換算通油量 kl（クレジット反映後の電

力排出係数による算定。実排出係数では 20.67kg-CO2/換算通油量 kl）で、1990 年

度に比べ 3.91kg-CO2/換算通油量 kl の改善となった。要因分析結果からは、エネ

ルギー原単位の改善（表中、事業者の省エネ努力分）による削減効果が大きいこと

が判る。

・2009 年度から 2010 年度にかけては、主に省エネ対策の効果等によるエネルギー原

単位の改善により、0.11kg-CO2/換算通油量 kl 改善した。

CO2排出原単位の増減要因分析

単位：kg-CO2/生産活動量 kl

2007→2008 2008→2009 2009→2010 1990→2010

CO２排出原単位の増減
0.02

（0.2％）
-0.20

（-1.0％）
-0.09

（-0.4％）
-3.91

（-16％）

事業者の省エネ努力分
（原単位の変化分）

0.18 -0.29 -0.11 -3.86

燃料転換等による変化 -0.07 0.12 0.02 0.01

購入電力分原単位変化 -0.09 -0.03 0.00 -0.06

クレジット等の償却分・
売却分

0 0 0 0

（ ％）は変化率を表す。

注１）CO２排出原単位＝エネルギー原単位 × CO２排出係数 として表されるため、「事業者の省エネ努力分」は
エネルギー原単位の変化に、「購入電力分原単位の改善分」と「燃料転換等による改善分」は CO２排出係数

の変化に寄与する。

注２）「燃料転換等による改善分」は、CO２排出係数の変化に係るもののうち、「購入電力分原単位の改善分」以

外での要因を全て含む。
注３）電力排出係数についてはクレジット反映後の係数を使用している。
注４）四捨五入の関係で、原単位増減量（最上行の値）と各要素の合計とが一致しない場合がある。また、燃料

転換による変化と購入電力原単位による変化が微小量の場合、計算上の交絡項の取り扱いによって CO2排出
量の要因分析結果と逆符合の数値となることがある。

（7） 取組についての自己評価

・省エネルギーへの弛まぬ取り組みの結果、（財）省エネルギーセンター実施の「省エ

ネルギー優秀事例全国大会」（2008 年度まで実施）、「省エネ大賞（組織部門）」にお

いて、石油各社の製油所が次の通り受賞している。

省エネルギー優秀事例全国大会・省エネ大賞（組織部門）受賞状況

省エネルギー優秀事例
全国大会

（90 年～08 年度
合計受賞件数）

省エネ大賞
（09 年度受賞件数）

経済産業大臣賞 ５件 １件

資源エネルギー長官賞 １２件 １件

経済産業局長賞 ２９件 ―

省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ会長賞 ２０件 ―

・また、事業所や業種の枠を越え、隣接する工場群（石油コンビナート）が一体とな
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り高効率化を目指す取り組みにも着手している。

（8） 国際比較と対外発信

・エネルギー消費指数の国際比較を下図に示す。エネルギー消費指数は米国 Solomon

Associates 社の開発した製油所エネルギー効率指標であり、この値が小さいほど高

効率となる。2004 年の調査結果を世界の主要地域毎の平均として見ると、日本を

100 とした場合、先進アジア諸国 101、西ヨーロッパ 103、米国及びカナダ 113 で

あった。

・先進アジア諸国は韓国・シンガポール・マレーシア・タイであり、中国を含まない。
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Ⅲ．民生・運輸部門からの取組の拡大 等

＜民生・運輸部門への貢献＞

（1） 業務部門（本社等オフィス）における取組

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

・製油所外に本社部門を設置する 8 社のうち 3 社で、自主的に CO2排出量またはエネ

ルギー使用量削減数値目標を設定し、省エネルギー対策に取り組んでいる。下記

に目標の具体例を挙げる。

○2012 年までにエネルギー消費原単位 3%削減（2009 年度比）を目指す。

○電力使用量を 2007～2009 年度実績の平均値から 10.9%削減する（加えて

2011 年度においては節電のため 7 月～9 月の電力使用量を前年同期比で

15％削減する）。

○2010～2014 年度の CO2排出量を、2005～2008 年の 3 年の平均値に対し 8%削

減する。

②業務部門（本社等オフィス）における対策とその効果

・石油各社では、目標に掲げている製油所エネルギー消費原単位の低減のみならず、

オフィスについても積極的に省エネルギー対策に取り組んでいる。

○空調温度管理の徹底（夏期 28℃・冬期 20℃への設定等）

○高効率ボイラー等、省エネルギー機器の採用

○人感センサー導入によるきめ細かな節電、使用していない照明の消灯の徹底

○最新省エネ型ＯＡ機器の導入

○終業時間後のエレベーター運行台数削減

○最適化配置等による床面積の削減

○クールビズ・ウォームビズの実施

○長期離席時・退社時のパソコン・プリンター等の電源ＯＦＦ徹底

・本社ビルにおける2010年度のエネルギー消費量は11万GJ、CO2排出量は4.7千tと

なった。各種省エネの対策の効果や、会社統合の影響もあり2009年度より17.0％、

CO2排出量は11.4％減少した（製油所外に本社部門を設置する8社の合計値）。

本社部門のエネルギー使用量・CO2排出量実績

2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度

床面積(千㎡)① 116,427 114,340 102,026 98,005

エネルギー消費量(GJ)② 146,223 134,173 132,543 109,965

CO2 排出量(千 t-CO2)③ 7.3 5.8 5.3 4.7

エネルギー原単位(GJ/㎡)②/① 1.26 1.17 1.30 1.12

CO2 排出原単位(kg-CO2/㎡)③/① 62.6 51.1 52.1 48.0

（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

・石油業界の運輸部門の削減目標については、改正省エネ法施行に伴い、従来の業界

全体の目標から、改正省エネ法に基づく特定荷主となった石油元売各社等がそれぞ

れ努力目標を設定し、より効率的なエネルギーの使用を実践することにより、輸送

に係る省エネを推進することとした。

・石油連盟では、法改正による省エネ活動の促進と荷主企業の報告の義務化を踏まえ、
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石油業界特有のテーマや石油業界共通の事項について、一定の指針を示すべく、

2006 年 10 月に『石油業界の改正省エネ法荷主対応ガイドライン』を策定した。

・特定荷主となった石油元売各社等は、上記ガイドラインを参考に省エネ計画、委託

輸送に係るエネルギー消費量、エネルギー消費原単位、省エネ措置の実施状況など

の定期報告を作成し、改正省エネ法に基づき経済産業大臣に提出する。

②運輸部門におけるエネルギー消費量の実績

・2010 年度の運輸部門におけるエネルギー消費量は 39.6 万 kl（原油換算）で、2009

年度の 39.7 万 kl（原油換算）から約 0.3％削減された。前年比べ石油製品の需要

が増加したものの、各種省エネ対策による効果によりエネルギー消費量は減少した。

・運輸部門における石油業界全体のエネルギー消費量については、特定荷主の石油元

売全社及び石油連盟加盟の精製会社の改正省エネ法に基づく報告値を集計して算出

した。

③運輸部門における対策

・タンクローリーや内航タンカーの大型化、油槽所の共同利用化及び製品融通等によ

る輻輳輸送の解消などの物流の効率化を推進する。

イ)陸上輸送の効率化対策

○タンクローリーの大型化と積載率の向上

○油槽所の共同化、製品融通による総輸送距離の削減

○給油所地下タンクの大型化等による配送の効率化

○夜間・休日配達の推進(交通渋滞による燃費悪化防止)

ロ)海上輸送の効率化対策

○船舶の大型化と積載率の向上

○油槽所の共同化に伴う共同配船及び総輸送距離の減少等による物流の効率

化

（3） 民生部門への貢献

①環境家計簿の利用拡大

・現在、会員各社において環境家計簿の利用に向け準備・検討を進めている段階にある。

②製品・サービス等を通じた貢献

Ａ．高効率機器の普及促進

・石油業界は、石油製品の消費先の一つである民生部門および業務部門における地球

温暖化対策を推進するため、高効率な石油機器の開発と普及に積極的に取り組んでい

る。

・これまで石油業界は、発電と熱供給を同時に行うことで高いエネルギー効率が得られ

る「石油コージェネレーション（以下、石油コージェネ）」にいち早く着目し、業界

独自の普及目標値を掲げ、同システムの認知度向上に努め、その結果、需要家への普

及に一定度の効果を上げてきた。

・しかしながら、ここ数年の原油高による燃料費高騰により、「経済性」の観点から石

油コージェネレーションは他のエネルギー源との間で競争力が低下し、今後の更なる

普及は難しい状況にある。

・石油業界としては、関係業界や国の協力を得つつ、民生・業務部門の省エネルギーに

資する新たな高効率機器の開発と普及活動に取り組んでいる。業務用向けの「高効率

ボイラー」や、2006 年 12 月より販売が開始された家庭用向けの潜熱回収型石油給湯

機「エコフィール」の普及活動を行っている。
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○石油コージェネレーションの普及

2009 年度末現在の石油コージェネ設備能力は 348 万 kW と、1990 年度対比 234 万

kW 増加、これによる省エネルギー効果は約 95万 kl（原油換算）と推計される。

○環境対応型高効率業務用ボイラーの普及促進

従来品に比べ省エネルギー効果が高く、かつ NOx 排出抑制効果も高い業務用ボイ

ラーの普及に取り組んでいる。2005 年度の導入効果実証事業開始から、2010 年度

までの当該品の導入による CO2削減効果は約 4.8 万 t であった。

○高効率潜熱回収型石油給湯器「エコフィール」の普及促進

従来の石油給湯器と比較して、より経済的で環境にやさしい潜熱回収型高効率石

油給湯器「エコフィール」の普及促進を 2006 年から開始した。エコフィールは熱

効率の向上により従来の給湯器より約 13％の CO2 削減効果が見込まれる。2010 年

度末までに約 7.1 万台が導入され、これによる CO2削減効果は、年間約 1.4 万 t と

見込まれる（2011 年 8月現在）。

潜熱回収型高効率石油給湯器「エコフィール」

Ｂ．環境に配慮した製品の導入並びに製品品質の改善

１）バイオマス燃料の導入について

・石油業界は植物生まれのバイオエタノールと石油系ガ

スのイソブテンを合成した「バイオ ETBE」を配合した

「バイオガソリン※1」の販売を 2007 年 4 月より開始し、

2011 年 7 月時点でバイオガソリン販売ＳＳ数は約 990

箇所となっている。

・石油業界は、政府の要請に基づく 2010 年度における原

油換算 21 万 kl のバイオ燃料を導入する自主目標を達

成した。今後、エネルギー供給構造高度化法施行で示

された、2017 年度において原油換算 50 万 kl 分のバイ

オ燃料導入に向け、着実に努力していく。

・石油業界各社は、バイオ燃料の輸入・国内調達、受入

基地の整備、国内輸送などを目的として 2007 年に共同

で設立した、バイオマス燃料供給有限責任事業組合

（JBSL）を通じて調達した輸入 ETBE をガソリンに配合



- 17 -

するとともに、2009 年度に国内初、2010 年度には国内 2 基目の ETBE 製造装置が稼

働を開始したことにより国産のバイオエタノール等からのバイオ ETBE の製造も可

能となっている。

※ バイオガソリン（バイオ ETBE 配合）は、品質確保法の規格や日本工業規格（JIS）に完全に合致

したガソリンであり、従来のガソリンと全く同じ使い方ができる。

２）自動車燃料のサルファーフリー化

・サルファーフリー自動車燃料は、新型エンジンや最新排ガス後処理システムとの

最適な組み合わせにより燃費が改善し、CO2排出量の削減に貢献する。

・石油業界の取り組み及び CO2 排出量削減への寄与については「③ＬＣＡ的観点か

らの評価」を参照のこと。

３）省燃費型エンジンオイルの開発

・省燃費性能に優れたエンジンオイルの開発に取り組んでいる。

・例えば、ガソリン車用エンジンオイルについては、ILSAC※規格に規定された省

燃費性を満たすエンジンオイルの開発に取り組んでいる（ILSAC GF-5 では、標

準油基準値対比で 5W-30※油は 1.9％以上、5W-20※油は 2.6％以上の省燃費性向上

が求められている）。

※ILSAC（International Lubricant Standardization and Approval Committee：国際潤滑油標準

化認定委員会）。

※5W-30，5W-20 とは、SAE（Society of Automotive Engineers：アメリカ自動車技術協会）で定

めた粘度分類のうち、低温始動性の良い低粘度タイプの自動車用潤滑油のクラスのこと。

（4）ＬＣＡ的観点からの評価

・石油製品の品質改善は、製油所においては CO2 排出量の増加要因となるものの、消費

段階では CO2排出量の削減に寄与するものが多い。

＜自動車燃料のサルファーフリー化による CO2削減への貢献＞

・石油連盟では、国の規制を前倒しして、2005 年 1 月から加盟各社の製油所から出

荷される自動車燃料について硫黄分 10ppm 以下のサルファーフリー化を行った。

・サルファーフリー自動車燃料の製造にあたり製油所のエネルギー消費量は増加し

CO2 排出量の増加要因となるものの、同燃料が可能とする新型エンジンや最新排ガ

ス後処理システムとの最適な組み合わせにより燃費が改善し、自動車側での燃費改

善という形で CO2排出量の削減が可能であることが明らかになっている。

・また、サルファーフリー軽油の導入が可能とする排出ガス性能の大幅な改善を契機

に、ガソリン乗用車より一般的に燃費が良いとされるディーゼル乗用車の普及が欧

州と同様にわが国においても進めば、運輸部門における更なる CO2 削減効果に貢献

できる。

＜リサイクルに関する事項＞

（5） リサイクルによるCO2排出量増加状況

・石油業界は自らの事業活動に伴う廃棄物発生量の削減に努めている。

・製油所における産業廃棄物の削減について、従来目標※1 を 2007 年度に上方修正し、

2010 年度の廃棄物最終処分量を 1990 年度比 94％削減することとした。あわせて

「産業廃棄物ゼロエミッション（廃棄物最終処分率※21％以下）」を業界独自目標と

して設定した。

・2009 年度においては、1990 年度比の廃棄物最終処分量削減率が 97.0％、廃棄物最

終処分率は 0.4％となり、上記目標を達成した。
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※1 2010 年度の製油所における廃棄物最終処分量を 1990 年度比 6.6 万 t 削減する。

※2 廃棄物最終処分率＝廃棄物最終処分量／廃棄物発生量 （何れも製油所発生分が対象）。

＜その他＞

（6） 省エネ・CO２排出削減のための取組・ＰＲ活動

・会員企業において以下のような取り組みを行っている。

①省エネ・CO2排出削減に資する取り組み

石油利用（灯油・LPG）定置型燃料電池の開発、普及

水素ステーションの技術開発、実証試験、規制緩和

風力・太陽光発電の設置

②国民運動に繋がる取り組み

森林保全活動・里山保全活動

環境教育活動

クールビズ・ウォームビズの展開

チームマイナス６％クラブ（2009 年 12 月まで）への参加

「1人 1日 1kgCO2削減」応援キャンペーンへの協賛



- 19 -

自主行動計画参加企業リスト

石油連盟

企業名 事業所名 業種分類 CO2算定排出量※

第１種エネルギー管理指定工場（原油換算エネルギー使用量3000kl/年以上）

出光興産（株）

北海道製油所 (8)

459 (万t-CO2)
千葉製油所 (8)

愛知製油所 (8)

徳山製油所 (8)

東燃ゼネラル石油（株）

川崎工場 (8)

360 (万t-CO2)堺工場 (8)

和歌山工場 (8)

東亜石油（株） 京浜製油所 (8) 83 (万t-CO2)

鹿島石油（株） 鹿島製油所 (8) 164 (万t-CO2)

太陽石油（株） 四国事業所 (8) 85 (万t-CO2)

富士石油（株） 袖ヶ浦製油所 (8) 132 (万t-CO2)

コスモ石油（株）

千葉製油所 (8)

348 (万t-CO2)
四日市製油所 (8)

堺製油所 (8)

坂出製油所 (8)

極東石油工業（株） 千葉製油所 (8) 89 (万t-CO2)

昭和四日市石油（株） 四日市製油所 (8) 158 (万t-CO2)

JX日鉱日石エネルギー（株）

室蘭製油所 (8)

1,106 (万t-CO2)

仙台製油所 (8)

横浜製造所 (8)

根岸製油所 (8)

知多製造所 (8)

水島製油所 (8)

麻里布製油所 (8)

大分製油所 (8)

西部石油（株） 山口製油所 (8) 93 (万t-CO2)

上記、石油連盟加盟会社で精製部門（製油所）を所有の会社

南西石油（株） 西原製油所 (8) 20 (万t-CO2)

大阪国際石油精製（株） 大阪製油所 (8) 59 (万t-CO2)

帝石トッピングプラント（株） 頸城製油所 (8) 1 (万t-CO2)

上記、石油連盟非加盟会社の３製油所についても、精製部門（製油所）のエネルギー消費量等は集計対象としてい
る。

※：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）に定められた方法に基づき、購入電力量使用による排出
量について各電気事業者が公表している調整後排出係数を使用して算定した、各社別の「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化
炭素」排出量。上記数値は会社統合・設立等により法律上報告対象とならない期間についても含んだ排出量であるため、各社が政府
へ報告した排出量とは必ずしも一致しない。尚、自主行動計画フォローアップにおいては、上記法の対象外となる燃料種（接触分解
装置にて副生するコーク）も集計対象としているため、上表の合計排出量と本文中に記載の排出量は一致しない点注意。

＜業種分類－選択肢＞

(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

（別紙１）


