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都市ガス業界の「低炭素社会実行計画」＇案（ 

平成２４年１２月１９日 

日本ガス協会 

１．業界団体の削減目標、今後の見通し等 

＇１（削減目標と今後の見通し 

 

《削減目標》＇括弧内は目標指標（ 

１９９０年度比 ▲８９％）１＇CO2原単位（   ▲８５％）２＇エネルギー原単位（ 

）１：電力の CO2 排出係数として、0.33[ｋg-CO2/kWh]を仮で使用した上で、マージナル補正(コージェネ

レーション)を実施した値である。適切な排出係数について、政府によるエネルギーミックスの議論

や電力制度改革の動向も見据えながら検討し、値確定後に目標値を再算定してコミットする。 

注：マージナル補正＇コージェネレーション（については、「＜参考＞マージナル補正方式＇コージェネレー

ション（による算定について」を参照のこと 

）２：）１に示すとおり CO2 原単位目標値が確定していないことを踏まえ、確定しているエネルギー原単

位値をエビデンスとして併記した。 

 

【今後の見通し】 

 基準年度）４ 

＇1990年度（ 

現状 

＇2011年度（ 

2013年度 2014年度 2015年度 2020年度 2030年度 

対策評価

指標）３ 

＇製造 

工程（ 

CO2原単位 

[g-CO2/m3] 
91.3 9.4    9.9）５  

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 

[MJ/m3] 
1.74 0.20    0.26）５  

GHG排出削減量 

＇万ｔ-CO2（ 
       

省エネ効果 

＇例：導入１単位当たり（ 
       

年間省エネ効果 

＇単位（ 
       

対策効果の算出時に見込んだ前提 

１．対策評価指標について＇）３（ 

①バウンダリーの拡大について 

・都市ガス製造に関連するCO2排出量を適正に把握するため、自主行動計画のバウンダリーを拡大した。 

＇「関連会社保有の製造工場」、「LNG出荷工程＇ローリー車への充填工程まで（」等を追加した（ 
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②目標指標について 

・「CO2原単位」と「エネルギー原単位」とを併記した。考え方は、以下のとおり。 

CO2原単位：現時点では、適切なCO2排出係数が決められないため、0.33[ｋg-CO2/kWh]を仮で使用し

た上で、マージナル補正＇コージェネレーション（を加えた値である。適切な排出係数）について、

政府によるエネルギーミックスの議論や電力制度改革の動向も見据えながら検討し、値確定後に

目標値を再算定してコミットする。 

）適切な排出係数 

削減効果を評価するのに適切な係数。現状ではコージェネレーションのみをマージナル補

正で評価しているが、他のガスシステム等の温暖化対策が適切に評価されないなどの、課

題がある。 

エネルギー原単位：上記のとおり、CO2原単位目標値が確定していないことを踏まえ、確定しているエネ

ルギー原単位値をエビデンスとして併記した。 

③2013～2015年度および2030年度の見通し 

・2013～2015年度、2030年度とも詳細検討を実施していないため、記入せず。＇2013～2015年度については

、2020年度へ向けて単調変化するとは限らないため、補間値も記入していない。（ 

２．基準年度について＇）４（ 

･従来通り、1990年度とした。 

３．2020年度原単位目標値設定の前提＇）５（ 

①活動量とエネルギー使用量 

・活動量は都市ガス製造量とした。＇詳細は後述（ 

・活動量とエネルギー使用量想定の前提 

最近の実績値、今後の設備改廃計画、大手等個社の活動量伸長率見通しなどを参考に、想定した。 

②電力排出係数について 

・2020年度の目標設定に用いる係数は、政府によるエネルギーミックスの議論や電力制度改革の動向も

見据えながら、業界内で検討中であり、決定したものではない。上表には、想定したエネルギー使用量

を前提とし、仮に0.33[ｋg-CO2/kWh]を採用した場合に算定されるCO2原単位(9.9)を記載してある。＇自

主行動計画と同様に、マージナル補正＇コージェネレーション（も実施してある。（ 

・なお、1990年、2011年度のCO2原単位は、全電源係数＇受電端（の実績値＇1990：0.417、2011：0.476(調整

後)（を用いて算定した。＇マージナル補正＇コージェネレーション（も実施（ 
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＇２（対策評価指標＇目標指標（について 

 対策評価指標＇目標指標（を選択した理由 
・都市ガス製造に係る業界努力を適切に評価できる指標として、CO2 排出量ではなく、CO2 排出原単
位を選択した。 

・ただし、目標値設定に用いる電力排出係数は検討中であり、決定していない。今後、適切な排出係
数について、政府によるエネルギーミックスの議論や電力制度改革の動向も見据えながら検討し、
値確定後に目標値を再算定してコミットする。このような状況を踏まえ、既に確定しているエネルギ
ー原単位値をエビデンスとして併記した。 

・なお、CO2 排出量については、その前提となる活動量＇製造量（の変動の影響を大きく受けるが、
2020 年のエネルギーミックスの状況が定まっていない現下の状況においては、その変動幅を設定
することは困難であるため、コミットメントの対象外とした。 

 

＇３（目標値について 

 目標値が自ら行いうる最大限の水準であることの根拠＇実施する対策内容とその

効果等の根拠（ 

現状(2011年度)実績値と 2020年度目標値の差異を以下に示す。 

＇電力排出係数変化の影響を除くため、両年度の係数を、0.33[ｋg-CO2/kWh]に揃えて比較した（ 

下記対策実施により、現状と比べ、CO2原単位を▲0.5程度改善する。 

・コージェネ等省エネ機器の導入 
・需要等にあわせた運転の最適化  など 

他方、下記要因により、原単位は合計＊3程度悪化する 

・供給エリア拡大に伴う送出圧力上昇により、電力使用量が増加 ＇原単位＊0.5程度（ 
・＇主に外部要因変化による（工場操業状態の変化 ＇＊～1程度（ 
・バウンダリーの拡大に伴い、新たに関連会社保有工場などからの排出量も考慮 ＇＊～1.5程度（ 

 

＇４（2020年度の想定排出量等について 

 排出量、エネルギー使用量関係 

）６ 1990年度の CO2排出量の内、系統電力使用に伴う間接排出量は、全電源係数＇受電端（の実績

値＇1990：0.417（を用いて算定した。＇マージナル補正＇コージェネレーション（も実施（ 

）７ 2020年度の CO2排出量は、想定したエネルギー使用量を前提とし、電力排出係数として、仮に

0.33[ｋg-CO2/kWh]を採用した場合に算定される値。＇マージナル補正＇コージェネレーション（も実

施（ 

）８ 一段上のエネルギー使用量＇原油換算万 kl（の内数 

 

基準年度＇1990年度（実績 

＇総排出量等（ 

2020年度 

＇2012年時点における想定・見通し（ 

１４５＇万t-CO2（）６ ４９．８＇万t-CO2（）７ 

６６＇原油換算万ｋｌ（ ３１＇原油換算万ｋｌ（ 

７４１＇GＷｈ（）８ ８８５＇GＷｈ（）８ 
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＇５（活動量関係について 

 活動量指標 

ガス製造量＇ｍ3（＇41.8605MJ（ 

 

 上記指標を選択した理由 

事業活動の量を表す指標として、最も適切であるため。 

 

 

 活動量、CO2原単位 

）９ 1990年度の CO2原単位は、電力排出係数として、全電源係数＇受電端（の実績値＇1990：0.417（を

用いて算定したもの。＇マージナル補正＇コージェネレーション（も実施（ 

）１０ 2020年度の CO2排出量は、想定したエネルギー使用量を前提とし、電力排出係数として、仮に

0.33[ｋg-CO2/kWh]を採用した場合に算定される値。＇マージナル補正＇コージェネレーション（も実

施（ 

 

＇６（目標達成の確実性を担保する手段 

･万一、目標未達成の場合は、クレジット購入等を検討する。 

･なお、実績評価にあたっては、電力需要家側の取組と、電力供給側の取組を区

別することが必要であり、その手法について検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

1990年度 

基準年度 

2020年度 

＇2012年時点における想定・見通し（ 

活動量＇億ｍ３（ 原単位 活動量＇億ｍ３（ 原単位 

１５９ 

CO2原単位[g-CO2/m3] 

９１．３）９ 
５０２ 

CO2原単位[g-CO2/m3] 

９．９）１０ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位[MJ/m3] 

１．７４ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位[MJ/m3] 

０．２６ 
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２．低炭素製品・サービス等による他部門での削減 

＇１（他部門での排出削減に資する製品・サービス等 

 

 

 

 

低炭素製品・サービス等 当該製品等の特徴、従来品等との差異など 

コージェネレーション 

・「コージェネレーションシステム」とは、一つの燃料から電力と熱を生産し供給するシステム

の総称であり、国内では「コージェネ」あるいは「熱電併給」、海外では、”Combined Heat 

＆ Power”あるいは”Cogeneration”等と呼ばれる。 

・通常、発生電力は商用系統と連系し供給され、廃熱は廃熱投入吸収冷温水機によって冷

水に変換されたり、熱交換器を介して暖房や給湯に用いられる。 

・コージェネシステムにより、一般的に30～45%LHV程度の発電効率と30～55%LHV程度の廃

熱回収が行われ、高い総合効率が得られる。 

・コージェネ導入により省エネルギー効果＇1次エネルギー換算（、CO2削減効果、経済性と

いった便益が得られる。コージェネは商用系統と同等以上の発電効率を備え、さらに廃熱

を利用できることから、国内の省エネルギー・CO2排出量削減等に大きく貢献している。 

エネファーム 

・都市ガスから、「電気」と「お湯」を同時に作り出す、家庭用のコージェネレーションシステ

ム。電気は、化学反応＇水の電気分解の逆反応（を通じて、安全かつクリーンに発電され

る。発電に伴い生成される熱は、お湯として回収され、給湯用途に用いられる。 

産業用熱需要の天然ガス

化 

・天然ガス以外の化石燃料を用いた工業炉、ボイラ等の産業用燃焼設備を、CO2発生量の

尐ない天然ガス燃料を用いた設備に更新または改造するもの。 

ガス空調 

・都市ガスを燃料とする空調機であり、主な方式として、下記２種類がある。 

①ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン＇GHP（…電気エアコンが電気モーターで室外機の

コンプレッサーを回しているのに対し、GHPはガスエンジンでコンプレッサーを回し、ヒー

トポンプ運転によって 冷暖房を行う空調システム。 

②ガス吸収冷温水機＇ナチュラルチラー（…水が蒸発する時にまわりの熱を奪う原理を利

用して冷房する方式。＇蒸発→吸収→再生→凝縮のサイクル（ 

天然ガス自動車 

・天然ガスを燃料とする自動車である。代替エネルギー車＇非石油燃料車（として、また、低

公害車として世界で普及が進んでいる。黒煙の排出や排気臭がないこと、静かなエンジ

ン音が評価され、特に街中を走るバスやトラックでの採用が進んでいる。 

高効率給湯器 
・従来は捨てていた排気中の潜熱を回収して再利用することにより、熱効率を約95%＇従来

器80%（にまで高めた、省エネルギー性・環境性に優れた給湯器。 
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＇２（低炭素製品等による CO2排出削減見込み 

・下表中の算定根拠に記載した「機器普及量」は、最大限の見通し値である。したがって、当該数値を

元に算定した「削減見込み量」も最大限の見通し値であり、コミットメントの対象ではない。 

・なお、現時点においては、機器普及量や削減見込み量について、業界内で確認中であり、確定した

ものではない。また、政府によるエネルギーミックスの議論や電力制度改革の動向に応じても見直

す可能性がある。 

＇削減見込み量算定にあたっては、系統電力の CO2排出係数として、0.69[ｋg-CO2/kWh]を用いた。（ 

）１１ 他燃料＇LPガス（機の普及台数を含む 

 

 

 

 

 

低炭素製品・サービス等 
削減見込み量[万ｔ] 

(2010年度を基準) 
算定根拠 

コージェネレーション 800 
・2020年度普及容量として1,000万ｋWを設定 

・標準的な稼動条件を設定し、削減量を算定 

エネファーム 180 

・2020年度普及台数として140万台を採用）１１ 

・削減原単位は、大規模実証試験の評価値

＇1.33[t-CO2/台]（を使用 

産業用熱需要の天然ガス化 320 

・2020年の産業用熱需要のうち、約23万ｋＬの石油系燃

料(石油製品（の天然ガス化を想定 

・エネルギー使用合理化補助金(民間団体等分（におけ

る実績の省エネ率も考慮し、削減量を算定 

＇上記石油系燃料の内訳は、現状実績を準用（ 

ガス空調 120 

・2020年度普及量として、1,800万冷凍トンを設定 

・削減原単位は、最近の実績値および今後の効率改善

動向を踏まえて設定。 

天然ガス自動車 79 

・2020年度普及台数として、11万台を設定。 

・削減原単位は、最近の実績値を基に、今後のエンジン

効率の向上も踏まえて設定。 

高効率給湯器 445 
・2020年度の普及台数として、2000万台を設定）１１。 

・効率改善幅＇80→95%（から、削減量を算定。 
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３．国際貢献の推進＇海外での削減の貢献（ 

＇１（海外での排出削減に資する技術等 

 

＇２（技術移転等による CO2排出削減見込み 

・下表中の算定根拠は、実現性を考慮せず、大胆に仮定したものである。したがって、当該根拠の元

に算定した「削減見込み量」は、コミットメントの対象ではない。 

＇削減見込み量算定にあたっては、系統電力の CO2排出係数として、0.69[ｋg-CO2/kWh]を用いた。（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術等 当該技術等の特徴、従来技術等との差異など 

高効率給湯器 

エネファーム 

家庭用貯湯式電気給湯器から、天然ガス高効率給湯器もしくは、エネファームへの

リプレスを想定 

高効率ガスエンジン 既存自家発電設備の燃料転換＇重油・軽油→天然ガス（を想定 

天然ガス自動車 ガソリン車から天然ガス自動車へのリプレスを想定 

技術等 削減見込み量[万ｔ] 算定根拠 

高効率給湯器 1,600 

・主要各国において、家庭用貯湯式電気給湯器が設置

されている戸建住宅数＇4,900万戸（から算定。＇全数

がリプレスされると想定した。（ 

・左記は、それぞれのシステムが単独で設置された場

合の数値。 

エネファーム 8,200 

高効率ガスエンジン 4,900 

・重油・軽油を燃料とする既存自家発容量(42,700MW)か

ら算定。 

・燃転時に、全数が高効率＇49％（ガスエンジンにリプレ

スされると想定した。 

天然ガス自動車 1,850 ・普及台数を2,300万台と想定した。 
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４．革新的技術の開発・導入 

＇１（CO2排出量の大幅削減につながる革新的技術の概要 

＇２（開発・導入・普及に向けた今後のスケジュール 

各種実証試験を経て、２０１８年頃に商用化予定。 

＇３（技術普及・導入した場合の年間 CO2排出削減効果 

 

【その他の取組、特記事項】 

①その他の取り組み 

自主行動計画での実績を参考にしつつ、各種取り組みを実施する。 

＇取り組み例（ 

○業務部門＇本社等オフィス（における対策 

・照明設備等、空調設備の省エネ取組 

・高効率機器、再生可能エネルギーを利用した発電設備などの導入 等 

○運輸部門＇社有車（における対策 

・エコドライブの徹底 

・デジタルタコグラフの導入 

・天然ガス自動車の導入促進 

・輸送効率化＇内航船など（・モーダルシフト 

・SRIMSの導入：ガス機器の配送を行いながら廃ガス機器を回収し、環境負荷低減 等 

○民生部門への貢献 

・環境家計簿の利用拡大 

・製品・サービス等を通じた貢献 

○その他取組 

革新的技術 投資予定額 技術の概要 

SOFC*コンバインド技術 

）SOFC(Solid Oxide Fuel Cell 

：固体酸化物形燃料電池（ 

未定 

高効率のSOFCを、ガスタービンや蒸気タービンと組み

合わせることによってSOFCの廃熱の有効利用を進め、

発電効率の大幅な向上を達成する技術。 

革新的技術 削減見込み量 算定根拠 

SOFC*コンバインド技術 

）SOFC(Solid Oxide Fuel Cell 

：固体酸化物形燃料電池（ 

算定中 算定中 
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・バイオガスの利用促進 

・リサイクルの推進 

・省エネ・CO２排出削減のための取組・ＰＲ活動 

②低炭素社会実行計画策定のスケジュール 

・引き続き、政府によるエネルギーミックスの議論や電力制度改革の動向を見据えながら検討を進

めるが、２０１２年度末に、その時点の諸状況に応じた内容を一旦取りまとめ、公表する予定。 

 

 

＇以上（ 
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＜参考＞「マージナル補正方式＇コージェネレーション（」による算定について 

１．「マージナル補正方式＇コージェネレーション（」の定義 

 

 

 

 

 

２．マージナル補正方式＇コージェネレーション（を採用した理由 

コージェネレーションは、天然ガス等を燃料とし、発生する電気と排熱を効率的に利用し、購入電力
の削減等で CO2 を削減する有効な対策であり、都市ガス製造工場にも導入されているが、従来の排
出量算定方法＇全電源平均排出係数による算定（ではコージェネレーションのCO2削減効果を適切に
評価することができなかった。 
そこで、コージェネレーションの導入効果をマージナル電源の係数で実態に即して評価するため、

2008年度より「マージナル補正方式＇コージェネレーション（」を採用した。 

 

３．マージナル補正方式＇コージェネレーション（の算定方法 
＇１（従来の排出量算定方法 

従来の算定方法では、コージェネレーション導入後の CO2 排出量は、次式で算定される。＇図１の
①参照（ 

 
＝ 購入電力使用量[kWh] × 全電源平均排出係数[kg-CO２/kWh] 

 
この場合、コージェネレーションの購入電力削減効果は、｢購入電力削減量[kWh]×全電源平均排

出係数[kg-CO2/kWh]｣で評価されることになる。＇図１の②（ これは、原子力・水力・火力などの全て
の電源の発電量が均等に削減されたと考えることになる。 

＇２（マージナル補正方式＇コージェネレーション（の排出量算定方法 
実際にコージェネレーションを導入する場合は、マージナル電源と想定される火力の発電量が減る

と想定され、｢購入電力削減量[kWh]×火力電源排出係数[kg-CO2/kWh]｣で効果を算定することが実
態に即していると考えられる。＇図１の③（ 
 
具体的な算定手順 
・コージェネレーションの発電量＇購入電力削減量（による CO2 削減効果を｢火力電源排出係数で
算定した値＇図１の③（｣から、｢全電源平均排出係数で算定した値＇図１の②（｣を差し引く 

・上記で算定した差分を、｢購入電力使用量×全電源平均排出係数」で算定される排出量＇図１の
①（から差し引く 

以上により、コージェネレーションによる CO2 削減量を実態に即して火力電源排出係数で評価し、
その値を反映した CO2排出量を示すことができることとなる。 

購入電力使用による CO2排出量[kg-CO2] 

＝購入電力使用量[kWh]×全電源平均排出係数[kg-CO2/kWh] 

－コージェネ発電量[kWh]×＇火力電源排出係数[kg-CO2/kWh]－全電源平均排出係数[kg-CO2/kWh]（ 

 

火力電源排出係数：0.69[kg-CO2/kWh] 

・中環審地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間取りまとめ ＇平成 13年７月（ 

・環境報告ガイドライン 2012年版＇環境省 平成 24年 4月（ 

・グリーン診断・改修計画基準及び同解説＇国交省監修 平成 18年（に記載の火力電源排出係数 

 

マージナル補正方式は、購入電力の削減効果をマージナル電源と想定される火力電源の排出係
数で評価し、従来の全電源平均排出係数による算定では評価しきれない CO2 削減量を、全電源平
均排出係数で算定した全体の CO2排出量から差し引く方式である。 
マージナル評価する CO2削減量は、主要な CO2削減策のうち、購入電力削減量が個別に計測可

能な対策を対象としたものである。ガス業界の自主行動計画のバウンダリーにおいて、主要な対策
はコージェネレーションの導入であるため、対策が明確になるよう名称に＇ （書きを付けた。 

購入電力使用による 
CO2排出量[kg-CO2] 



 11 

工場にコージェネレーションを導入した場合の CO2排出量算定のモデル例 

 

 

 

 

１．購入電力の使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．CO２排出量の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 従来方式 

 

 

 

 マージナル補正方式＇コージェネレーション（ 

 

 

 

 

 

図１．マージナル補正方式＇コージェネレーション（を用いた CO2排出量の算定 

コージェネレーション導入前の 
購入電力使用量＇工場全体（ 

コージェネレーション導入後の 
購入電力使用量 

コージェネレーション導入前の 
購入電力使用による CO2排出量 

コージェネレーション導入後の 
購入電力使用による CO2排出量 ① 

 

＇削減量（ 
購入電力削減量×全電源平均排出係数 
＝100kWh×0.34kg-CO2/kWh 
＝34kg-CO2 

1,000kWh 

900kWh 

100kWh 
＇コージェネレーション発電量（ 

削減効果を火力電源排出係数で評価したCO2排出量 

①－＇③－②（ 

＝ 306 － ( 69 －34 （＝ 271 kg-CO２ 

[前提条件] 
年間 1,000kWhの購入電力を使用していた工場に、コージェネレーションを導入して年間 100ｋWh発電し、 
購入電力量が年間 900kWhとなった場合。 

(全電源平均排出係数を 0.34kg-CO2/kWh、火力電源排出係数を 0.69kg-CO2/kWhとする。) 

 
② 

 
③ 

この③と②の差を補正するのが「マージナル補正」 

購入電力使用量×全電源平均排出係数 
＝1,000kWh×0.34kg-CO2/kWh＝340kg-CO2 

購入電力使用量×全電源平均排出係数 
＝900kWh×0.34kg-CO2/kWh＝306kg-CO2 

＇削減量（ 
購入電力削減量×火力電源排出係数 
＝100kWh×0.69kg-CO2/kWh 
＝69kg-CO2 


