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（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

現状対策にて目標を達成できる見通しの為、京都メカニズム等の活用は考えていない。

②クレジット・排出枠の活用と具体的な取組み状況

特に予定をしていない。

（３）目標をすでに達成している場合における、目標引き上げに関する考え方

・当初目標値はすでに２００５年に見直し、２０１１年の実績から推計すれば、その新目標も達

成される見込みである。

・今後さらなるＣＯ２削減のため表－４に示したように、特に設備更新や、製造設備の集約化な

どにかなりの投資を予定しているが、それ以外の省エネ改善等は、厳しい経営環境下にある。し

かしながら目標に対する実績の達成率から判断すると現状の対策で十分と言えることから、２０

２０年に向けた目標は、引き上げる方向で検討する予定である。

（４）排出量取引試行的実施への参加状況および業界団体としての今後の方針

表-7 排出量取引試行的実施への参加状況

2012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）
６社

業界団体自主行動計画参加企業 ６社

シェア率 １００％
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図－５.生産量とエネルギー原単位の関係

＜業界団体としての今後の方針＞

・現状ですでに、排出量取引試行的へは、１００％参加となっているため、今後はその取引制

度の活用方法についてさらに情報収集等を行っていく方針。

＜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

・エネルギー原単位は、（エネルギー使用量／生産量）で定義する。ガラスびん製造工程では、

図－３に示したように、原料、製造設備の大きな変化がなければ、生産量とエネルギー使用量

はほぼ比例した関係にあるため。

②びん業界全体のエネルギー原単位の経年変化（悪化）要因の説明

・業界のエネルギー原単位は、図－２に示したように、生産量が一番多かった１９９０年以降、

生産量の減少につれて徐々に悪化してきている。

・Ⅱ－（１）－①でも述べたように、ガラスびん製造工程のエネルギー使用量の約６割を消費

するガラス炉においては、生産量が「０」の場合でも、炉温度を１５００℃以上に保持するた

めのエネルギー量が必要（これをホールディングヒート:保持熱という）。このとき、エネル

ギー原単位は無限大となる。したがってガラス炉のエネルギー原単位は横軸に生産量（あるい

は溶解量）を、縦軸にエネルギー原単位をとると、下に凸の反比例曲線となる（図－５参照）。

従って、当業界は、１９９０年以降の右下がりの生産量の減少により、基本的にはエネルギー

原単位が悪化する傾向が続いてきた。

・また、ガラス炉においては、定期的な改修工事を実施し、性能維持につとめているが、排熱

回収装置や保温材の劣化、炉材の侵食進行による放熱増などの要因のため、炉寿命10～12年

の期間において、そのエネルギー効率が徐々に悪化する特性もある。
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（６）ＣＯ２排出量・排出原単位の変化

・下表に1997年以降のＣＯ２排出量と排出原単位両者の推移と、排出量の増減要因内訳を一覧で示

す。

表－８ ＣＯ２排出量、排出原単位の推移と要因分析（＋は増加、－は減少）

１～12

月

生産

量

ｶﾚｯ

ﾄ比

ＣＯ

２排

出量

CO2排

出原単

位

1990年比 ＣＯ２量 増減 内訳（1990年対比）

CO2

排出

量

増減

CO2

排出

量

増減

率

CO2排

出原単

位増減

CO2

排出

原単

位増

減率

Ａ：

生産

量減

によ

る

生産

量減

の削

減率

Ｃ：

業界

努力

によ

る省

エネ

ほか

業界努

力の削

減率

（燃料

転換分

を含

む）

Ｂ：

電力

改善

によ

る

電力改

善の削

減率

万ﾄﾝ ％ 万ﾄﾝ
t-CO2/

生産量
万ﾄﾝ ％

t-CO2/

生産量
％ 万ﾄﾝ ％ 万ﾄﾝ ％ 万ﾄﾝ ％

1988年 212.8 49.2 161.8 0.760 - - - - - - - - - -

1989年 225.8 47.5 170.2 0.754 - - - - - - - - - -

1990年 242.5 47.9 178.8 0.737 - - - - - - - - - -

1997年 195.0 67.4 148.9 0.763 -30.0 -16.8 +0.026 3.5 -26.8 -15.0 -0.8 -0.4 -2.4 -1.4

1998年 176.1 73.8 139.2 0.790 -39.6 -22.2 +0.053 7.2 -37.6 -21.0 +0.8 0.4 -2.8 -1.6

1999年 167.9 80.6 129.3 0.770 -49.5 -27.7 +0.033 4.5 -42.3 -23.6 -5.4 -3.0 -1.8 -1.0

2000年 162.5 81.1 125.5 0.772 -53.4 -29.8 +0.035 4.7 -45.3 -25.4 -6.5 -3.6 -1.6 -0.9

2001年 154.3 83.6 121.2 0.785 -60.9 -34.1 +0.048 6.5 -50.0 -28.0 -9.4 -5.2 -1.5 -0.9

2002年 150.4 84.1 117.9 0.784 -60.9 -34.1 +0.047 6.3 -52.2 -29.2 -8.2 -4.6 -0.5 -0.3

2003年 140.5 89.9 111.5 0.794 -67.3 -37.6 +0.056 7.6 -57.9 -32.4 -10.0 -5.6 +0.6 +0.4

2004年 139.9 89.3 106.8 0.763 -72.0 -40.3 +0.026 3.5 -58.2 -32.6 -13.9 -7.8 +0.1 +0.1

2005年 134.9 91.4 107.0 0.793 -71.9 -40.2 +0.055 7.5 -61.1 -34.2 -11.1 -6.2 +0.3 +0.2

2006年 134.9 92.6 103.6 0.768 -75.2 -42.1 +0.030 4.1 -61.1 -34.2 -14.0 -7.9 -0.1 -0.1

2007年 131.4 94.6 98.8 0.752 -80.0 -44.8 +0.014 2.0 -63.1 -35.3 -18.2 -10.2 +1.3 +0.7

2008年 126.6 96.0 88.8 0.701 -90.1 -50.4 -0.036 -4.9 -65.8 -36.8 -22.8 -12.7 -1.5 -0.8

2009年 121.3 97.1 83.0 0.684 -95.8 -53.6 -0.053 -7.2 -68.8 -38.5 -24.9 -13.9 -2.1 -1.2

2010年 122.3 96.8 80.8 0.661 -98.0 -54.8 -0.08 -10.4 -68.3 -38.2 -27.6 -15.4 -2.2 -1.2

2011年 123.0 97.8 85.0 0.691 -93.8 -52.5 -0.05 -6.3% -67.8 -37.9 -28.3 -15.8 +2.3 +1.3

（注）以下の方法で、表－８の各数値は求めた。

Ａ：ＣＯ２排出量の増減のなかの、生産量の減少によるもの。

図－４の１９８８～１９９０年（カレット比が比較的同じ水準にある）の生産量とＣＯ２

量との相関式を用い、各年のＣＯ２排出量を推計し、１９９０年の値との差を求めた。

Ｂ：電力のＣＯ２排出係数の変化によるもの。

１９９０年のＣＯ２排出係数と、各年の排出係数の差に、各年の電力量を掛け、ＣＯ２排出

量の増減寄与分として求めた。

Ｃ：省エネ等（燃料転換寄与分含む）によるもの。

１９９０年比の各年のＣＯ２削減量から、Ａ，Ｂの値をマイナスし、残分を業界の省エネ

等の努力分とした。
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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

・表－８から最近のＣＯ２排出量推移を抜粋し、表-９に示す。「業界努力による省エネほか」の

なかに含まれる、「燃料転換による改善分」を抽出し、別項目とした。

表－９ ＣＯ２排出量の経年変化要因 ※単位万トン／年 ＋は増加 －は減少

年 度
2007→2008 2008→2009 2009→2010 2010→2011 1990→2011

事業者の省ｴﾈ努力分 -1.8(-1.0%) -1.4(-0.8%) -1.1(-0.6%) -0.8(-0.6%) -16.2(-9.1%)

購入電力分原単位改善分 -2.8(-1.6%) -0.6(-0.4%) -0.1(-0.1%) +4.5(+2.5%) +2.3(+1.3%)

燃料転換等による改善分 -2.8(-1.6%) -0.6(-0.3%) -1.6(-0.9%) +0.1(-0.9%) -12.1(-6.8%)

生産変動分 -2.7(-1.4%) -3.0(-1.7%) +0.5(+0.3%) +0.4(+0.3%) -67.8(-37.9%)

ｸﾚｼ ｯ゙ﾄ等の償却量･売却量 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)

合 計 -10.0(-5.6%) -5.8(-3.2%) -2.3(-1.3%) +4.2(+2.3%) -93.8(-52.5%)

※（ ％）は１９９０年のＣＯ２排出量(178.8万ﾄﾝ/年）に対する削減率とする。

※図－２、４からも分かるように２００３年以降、ガラス炉の燃料転換（重油→都市ガス：ＬＮ

Ｇ）が進み、ＣＯ２排出量は減少した。下の図－６の生産量～重油量の相関式から、ガス転換し

ないとしたときの重油使用量を求め、実際の使用量との差を、ガス転換により減少した重油量と

し、その熱量相当分を都市ガス増加分とした。各々のＣＯ２発生量から、燃料転換時のＣＯ２減少

分を求めた。

要因
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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

・ＣＯ２排出原単位の要因ごとの経年変化および要因は、図－７および表－８をもとに要因ご

との数値を計算し、その結果を表－１０に示す。

ａ．生産量の減少は、排出原単位が悪化する方向に働く。２００３年以降の生産量の減少に

よる、ＣＯ２排出原単位の悪化は、１９９９～２００３年の相関式から推計した。

ｂ．１９９０年以降の生産量の大幅減少によるＣＯ２排出原単位の悪化分は１９９０～１９９

８年の傾向式から推計。ａとｂの差を事業者の省エネ努力分プラス電力ＣＯ２原単位の改善

分とした。

ｃ．２００３年以降の生産量減少によるＣＯ２排出原単位の推計値と、２０１１年の実績値と

の差を、燃料転換の寄与分とした。

表－１０ ＣＯ２排出原単位の経年変化要因 ※単位トン-ＣＯ２／生産量トン

年(1～12月)
2007→2008 2008→2009 2009→2010 2010→2011 1990→2011

事業者の省ｴﾈ努力分 -0.026(-3.5%) +0.004(+0.5%) -0.0001(-0%) -0.004(-0.5%) -0.016(-2.1%)

購入電力分原単位改善分 -0.040(-5.4%) -0.002(-0.3%) 0.0(0%) +0.035(+4.7%) +0.031(+4.2%)

燃料転換等による改善分 -0.040(-5.4%) -0.023(-3.1%) -0.022(-3.0%) 0(0%) -0.148(-20.1%)

生産変動分 +0.055(+7.6%) +0.004(+0.5%) -0.001(-0.1%) -0.001(0.1%) +0.087(+11.8%)

ｸﾚｼ ｯ゙ﾄ等の償却量･売却量 0(%) 0(%) 0(%) 0(%) 0(%)

合 計 -0.051(-6.9%) -0.017(-2.3%) -0.023(-3.1%) +0.030(+4.1%) -0.046(-6.2%)

※削減率（％）は１９９０年のＣＯ２排出原単位(0.7374 ﾄﾝ-CO2／ﾄﾝ-生産量）に対する値。

要因


