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事業概要 

平成２７年７月に策定された長期エネルギー需給見通し（以下「エネルギーミックス」

という。）においては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善（ＧＤＰ当たりのエネル

ギー効率を３５％程度改善）を実現し、平成２５年度を基準年として令和１２年度に対策

前比で原油換算 5,030 万 kl 程度の省エネルギー（以下「省エネ」という。）を達成すると

いう見通しが示された。このエネルギーミックスの実現を図るため、平成３０年７月に策

定された「エネルギー基本計画」では、徹底した省エネを実現するため、産業・業務部門

に関してはベンチマーク制度の流通・サービス業への拡大や中小企業に対する支援強化、

家庭部門については住宅等のゼロ・エネルギー化、さらに運輸部門については次世代自動

車の普及等を重要施策として掲げている。また、今後の対応の重点として、ベンチマーク

制度について、現在設定されている指標や目標等を検証し、必要な見直し等を行うことに

よりグローバル・トップレベルにある我が国の省エネルギー水準を更に向上させるための

制度として活用していく旨が記された。これらを踏まえ、今後さらなる検討が必要な項目

は以下の３点である。 

第一に、「ベンチマーク制度」である。平成２０年に導入された同制度は、工場等におけ

るエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成２１年経済産業省告示第

６６号。以下「工場等判断基準」という。）の目標として、従来のエネルギー消費原単位の

年平均１％以上の低減に加え、業界ごとの状況を考慮した新たな指標を設定し、事業者に業

界における客観的な位置付けに基づいた省エネ取組を促すこととした。現在のベンチマー

ク制度は、制度開始から 10 年がたち、経済産業省に提出された定期報告書において一定程

度データが集まっていることも踏まえ、制度の見直しを検討する。本事業は、国際水準等を

踏まえた目指すべき水準や指標の見直しを行うための基礎的調査を行うものである。また、

本調査も踏まえつつ、目標達成に向けた事業者の毎年度の取組を評価する仕組みの導入や、

支援策の効果的な活用等も検討することにより、国内の省エネ投資を拡大させていくこと

が重要である。 

第二に、「サードパーティを活用した省エネの掘り起こしと深掘り」である。エネルギー

の小売全面自由化の中で、多様な製品・サービスが登場し、需要家のエネルギーの使い方は

大きく変化すると考えられる。そこで、需要家と直接の接点を持ち、省エネ法で情報提供の

努力義務が求められているエネルギー小売事業者をサードパーティと捉え、需要家の省エ

ネに資する情報提供等のあり方に関する検討がエネルギー小売事業者ガイドライン検討会

において今般取りまとめられた。引き続き、効果的な情報提供やサービスの展開を通じて、

自由化環境下においても需要家が適切に省エネに取り組める環境整備が必要である。 

第三に、「複数の事業者が連携した省エネ取組の促進」である。個社単位での省エネ取組

みではエネルギー消費原単位の改善が足踏み傾向にあることから、事業者連携による省エ



ネを更に促進するために、平成３０年１２月施行のエネルギーの使用の合理化等に関する

法律（昭和５４年法律第４９号。以下「省エネ法」という。）の改正により、連携省エネル

ギー計画認定制度が創設された。本事業では、連携省エネ取組の事例（計画中のものを含む）

を調査し、当該事例を踏まえて広く一般的に連携省エネ取組を促すことを目的とする。 

上記を踏まえ、本事業では、以下について、具体的な制度設計のための調査・検討を行っ

た。 

①産業部門のベンチマーク制度（電力供給業を除く。）に関する現状分析及び指標、目指

すべき水準の見直しの検討 

ア．業種ごとにベンチマーク制度対象範囲となっている生産プロセスや製造工程及び各

工程における最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し等の調査を実施した。 

イ．業界団体等へのヒアリング等により、ベンチマーク指標が各事業者の共通指標となっ

ているか等のベンチマーク指標の活用実態を調査するとともに、製品等の違いによるベン

チマーク指標の値への影響の有・無及び程度に関する調査を実施した。

ウ．海外の技術動向や各種文献等を参考に、国際水準と照らし合わせたベンチマーク指標

及び目指すべき水準のあり方に関する調査を実施した。具体的には、産業部門のベンチマー

ク対象業種について、エネルギー消費原単位等の国際水準を調査し、現在のベンチマーク制

度における目指すべき水準が国際水準と比較してどの程度に位置するかを調査した。 

エ．上記ア～ウの調査結果を踏まえ、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省

エネルギー課（以下「省エネルギー課」という。）と十分な調整を行いつつ、必要に応じて

有識者及び各業界団体等で構成される研究会の開催や各業界団体との意見交換を行い、新

たなベンチマーク指標及び目指すべき水準の検討を行った。 

②一般消費者の省エネ促進に資する手法の検討

省エネに関する海外制度の政策効果及び課題、海外のエネルギー供給事業者が行う製品

サービスについて各種文献等に基づく調査や事例収集・分析を行うとともに、エネルギー供

給事業者による省エネ効果の測定手法について海外事例や各種文献等に基づく調査及びヒ

アリングによる事例収集も行った。また、平成３０年度定期報告に基づく、エネルギー供給

事業者による消費者の省エネに資する情報提供の状況について分析を行うとともに、エネ

ルギー小売事業者の取組状況や海外制度の動向等を踏まえた一般消費者の省エネ促進に資

する手法を検討した。また、エネルギー情報サービス事業者による情報発信を活用した省エ

ネ促進の手法についての検討も行った。

③連携省エネ取組の事例調査及び普及・促進策の検討

ア．業界団体、エネルギーマネジメント事業者等へのヒアリング等により、１０程度の連

携省エネ取組の事例（計画中のものを含む）を調査した。各事例の調査項目は、連携省エネ



ルギー計画に記載する項目のほか、追加項目も記載した。

イ．上記アで調査した事例を参考に、広く一般的に連携省エネ取組を促すための施策を検

討し、普及策の検討には、広報資料（案）を作成した。 

④検討結果に基づく工場等判断基準改正案等の要旨作成

上記①～③に掲げる各項目の検討に関する資料は、工場等判断基準改正案等を作成する

際の一助となるよう、関連する審議会における基礎資料として活用することを前提として

作成した。その際、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネル

ギー小委員会及び工場等判断基準ワーキンググループにおける学識経験者、業界団体から

必要に応じて十分なヒアリング等を行った。 
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第1章 産業部門におけるベンチマーク制度に係る見直し 

1.1. 産業部門におけるベンチマーク制度の全体に関する検討状況 

1.1.1. ベンチマーク制度の背景 

省エネ法では、工場等を設置してエネルギーを使用する者に対し、エネルギーの使用の合

理化(省エネ)を求めるとともに、その具体的な目標としてエネルギー消費原単位を 5 年度間

平均で年 1%以上低減することを示してきた。また、鉄鋼業、セメント製造業、化学産業、

製紙業などのエネルギー多消費産業に対しては、従来の原単位目標に加えて、セクター別に

エネルギー消費効率の指標(ベンチマーク指標)を設定し、中長期的に目指すべき水準(ベン

チマーク目標)を定めて達成を求めるベンチマーク制度により、省エネを推進してきた。

現在のベンチマーク制度は平成 21 年度に高炉による製鉄業、電炉による普通鋼製造業、

電炉による特殊鋼製造業、セメント製造業の 4 製造業、及び今回調査対象外の電力供給業の

5 業種を対象に制度を開始し、翌年度に洋紙製造業、板紙製造業、石油精製業、石油化学系

基礎製品製造業、ソーダ工業の 5 業種を追加して、合計 10 の産業分野を対象に制度運用を

行っている。ベンチマーク制度が開始してから H29 年度にセメント製造業、洋紙製造業、

ソーダ工業を対象にベンチマーク目標の改正を行った1。総じて制度開始から約 10 年が経過

し、経済産業省に提出された定期報告書により一定程度データが集まっていることも踏ま

え、制度の見直しを検討する時期を迎えている。こうした産業部門におけるベンチマーク指

標、目標の点検及び見直しが中長期計画書等における適切な評価と合わせることにより、規

制と支援策等との効果的な連携による国内の省エネ投資の拡大が期待される。 

1.1.2. ベンチマーク制度の実施状況の概要 

産業部門におけるベンチマーク制度の点検に当たり、まず表 1.1-1 と表 1.1-2 に示す通り

2、これまでの実施状況をまとめる。 

1 電力供給業は目標と指標がともに見直しを実施した。 
2 電力供給業は今回検討対象外となっているため、同表に記載していない。 
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表 1.1-1 製造業におけるベンチマーク制度の概要 

区

分 

事業 
ベンチマーク指標の要約 

導入時と導入時達成状況 改正と H30 年度定期報告達成状況 

導入 

年度 
目標 

報告者数 
改正 

年度 
目標 

報告者数 

達成者数 達成者数 

達成率 達成率 

1A 
高炉による

製鉄業 

粗鋼生産量当たりのエネルギー使用

量 
H21 

0.531 

kℓ／t 

以下 

6 4 

0 0 

0.0% 0.0% 

1B 

電炉による

普通鋼製造

業 

上工程（粗鋼量当たりのエネルギー

使用量）と下工程（圧延量当たりの

エネルギー使用量）原単位の和

H21 

0.143 

kℓ／t 

以下 

38 31 

4 6 

10.5% 19.4% 

1C 

電炉による

特殊鋼製造

業 

上工程（粗鋼量当たりのエネルギー

使用量）と下工程（出荷量当たりの

エネルギー使用量）の原単位の和

H21 

0.36k 

ℓ／t 

以下 

16 18 

2 4 

12.5% 22.2% 

3 
セメント製

造業 

原料・焼成・仕上げ・出荷の 4 工程

における生産量（出荷量）当たりの

エネルギー使用量の和

H21 

3,891 

MJ／t 

以下 

17 

H29 

3,739 

MJ／t 

以下 

16 

3 4 

17.6% 25.0% 

4A 洋紙製造業 
洋紙製造工程の洋紙生産量当たりの

エネルギー使用量
H22 

8,532 

MJ／t 

以下 

18 

H29 

6,626 

MJ／t 

以下 

18 

4 3 

22.2% 16.7% 

4B 板紙製造業 
板紙製造工程の板紙生産量当たりの

エネルギー使用量
H22 

4,944 

MJ／t 

以下 

28 32 

3 6 

10.7% 18.8% 

5 石油精製業 

石油精製工程の標準エネルギー使用量

（当該工程に含まれる装置ごとの通油量

に適切であると認められる係数を乗じた

値の和）当たりのエネルギー使用量 

H22 
0.876 

以下 

14 10 

2 4 

14.3% 40.0% 

6A 

石油化学系

基礎製品製

造業 

エチレン等製造設備におけるエチレ

ン等の生産量当たりのエネルギー使

用量 

H22 

11.9 

GJ／t 

以下 

9 10 

1 5 

11.1% 50.0% 

6B ソーダ工業

電解工程の電解槽払出カセイソーダ

重量当たりのエネルギー使用量と濃

縮工程の液体カセイソーダ重量当た

りの蒸気使用熱量の和 

H22 

3.45 

GJ／t 

以下 

19 

H29 

3.22 

GJ／t 

以下 

22 

8 6 

42.1% 27.3% 
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表 1.1-2 ベンチマークの達成状況の推移（報告年度 H26～H30） 

 

注）黄色は改正後の状況を表す。 

出所）経済産業省資料（各年公表資料）3より作成 

 

1.1.3.   ベンチマーク制度の点検及び課題 

1. ベンチマーク目標の達成状況 

表 1.1-1 に示すように、H30 年度（2018 年度）の定期報告について、産業部門のベンチマ

ーク対象業種におけるベンチマーク目標の達成状況が示されている。業種ごとの具体的な

結果は以下となっている。 

高炉による製鉄業は達成率が 0％で、目標の達成の厳しさを伺わせる。 

電炉による製鉄 2 業種はいずれも達成率が 20%前後に上昇しているが、10 年間の成果と

 
3 経済産業省 HP：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/ 

平均値 kl/t 0.588       0.586       0.586       0.575       0.586       0.584       

標準偏差 kl/t 0.019       0.022       0.014       0.023       0.012       0.018       

変動係数 0.032       0.038       0.024       0.040       0.020       0.031       

平均値 kl/t 0.173       0.180       0.172       0.171       0.170       0.173       

標準偏差 0.027       0.050       0.024       0.024       0.025       0.030       

変動係数 0.156       0.278       0.140       0.140       0.147       0.172       

平均値 kl/t 0.570       0.560       0.640       0.690       0.670       0.626       

標準偏差 kl/t 0.340       0.330       0.340       0.350       0.360       0.344       

変動係数 0.596       0.589       0.531       0.507       0.537       0.552       

平均値 MJ/t 4,190       4,179       4,204       3,993       3,968       4,107       

標準偏差 MJ/t 616          570          742          328          299          511          

変動係数 0.147       0.136       0.176       0.082       0.075       0.123       

平均値 MJ/t 14,083     13,792     13,861     13,991     13,922     13,930     

標準偏差 MJ/t 5,649       5,401       5,451       5,588       5,519       5,522       

変動係数 0.401       0.392       0.393       0.399       0.396       0.396       

平均値 MJ/t 8,549       8,486       8,299       7,830       7,764       8,186       

標準偏差 MJ/t 3,980       4,417       4,383       4,235       4,211       4,245       

変動係数 0.466       0.521       0.528       0.541       0.542       0.519       

平均値 0.913       0.921       1.023       0.913       0.912       0.936       

標準偏差 0.067       0.064       0.419       0.032       0.065       0.129       

変動係数 0.073       0.069       0.410       0.035       0.071       0.132       

平均値 GJ/t 12.5         12.5         11.9         11.3         11.3         11.9         

標準偏差 GJ/t 0.600       0.700       1.100       2.100       2.000       1.300       

変動係数 0.048       0.056       0.092       0.186       0.177       0.112       

平均値 GJ/t 3.450       3.430       3.290       3.800       3.700       3.534       

標準偏差 GJ/t 0.510       0.540       0.530       2.580       2.220       1.276       

変動係数 0.148       0.157       0.161       0.679       0.600       0.349       

単純平均区分 事業

1A
高炉による
製鉄業

1B
電炉による
普通鋼製造
業

電炉による
特殊鋼製造
業

3
セメント製
造業

4A 洋紙製造業

H28 H29 H30

6B ソーダ工業

数値 単位 H26 H27

4B 板紙製造業

5 石油精製業

6A
石油化学系
基礎製品製
造業

1C
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しては必ずしも高い上昇と言い切れない。 

セメント製造業は 2 年前に改正したにもかかわらず達成率が 25%に上昇した。 

洋紙製造業は達成率が 15%程度となっているが、2 年前に改正したため達成率のさらなる

上昇に時間を要すると思われる。 

板紙製造業は制度導入以来改正していないにも関わらず顕著に上昇していない。 

石油精製業と石油化学基礎製品製造業は制度導入以来改正しておらず、達成率が大きく

上昇した。 

ソーダ工業は改正前に達成率が 57.1％へ上昇しており、改正後の年度（H29）に 33.3％と

なり、現在（H30）27.3％に減少した。 

 

2. ベンチマーク原単位の平均値の推移 

表 1.1-2 に示すように、産業部門のベンチマーク対象業種におけるベンチマーク原単位の

平均値の推移（5 年間）が示されている。これらの推移を定性的に表 1.1-3 にまとめること

ができる。同表に見て分かるように、全 9 業種のうち、ベンチマーク原単位の平均値が顕著

に減少（エネルギー効率が改善）しているのが 3 業種（セメント製造業、板紙製造業、石油

化学系基礎製品製造業）となっている。 

 

表 1.1-3 ベンチマーク原単位の平均値の推移 

区分 事業 推移状況（エネルギー効率の推移状況） 

1A 高炉による製鉄業 横ばい 

1B 電炉による普通鋼製造業 緩やかに低下（緩やかに改善） 

1C 電炉による特殊鋼製造業 幾分上昇（幾分悪化） 

3 セメント製造業 低下（改善） 

4A 洋紙製造業 横ばい 

4B 板紙製造業 低下（改善） 

5 石油精製業 概ね低下（概ね改善） 

6A 石油化学系基礎製品製造業 低下（改善） 

6B ソーダ工業 低下（改善）から上昇（悪化） 

 

具体的には、高炉による製鉄業は横ばい、電炉による普通鋼製造業は緩やかに低下

（＝エネルギー効率が改善、以下同様）、電炉による特殊鋼製造業は幾分上昇（悪化）、セ

メント製造業は低下（改善）、洋紙製造業は横ばい、板紙製造業は低下（改善）、石油精製

業は概ね低下（改善）、石油化学系基礎製品製造業は低下（改善）、ソーダ工業は改善から

上昇（悪化）となっている。 
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3. ベンチマーク原単位の変動状況 

各業種のベンチマーク原単位の変動状況の分析にあたって、業種間のベンチマーク目標

の大小の差異を無くすため変動係数（＝標準誤差÷平均値）を用いた。具体的な変動係数は

表 1.1-2 に示す通りであるが、それらの動きを図 1.1-1に示す。 

 

 

注）変動係数は標準誤差と平均値の除算で算出する。 

出所）経済産業省資料（各年公表資料）4より作成 

図 1.1-1 各業種のベンチマーク原単位における変動係数の推移 

 

また、業種間の変動係数の大小（ばらつきの大きさ）を判断するには、変動係数を大中小

の 3 グループに分類した。表 1.1-2 に示されている各業種における 5 年間の変動係数の平均

値は低い順で高炉による製鉄業 0.03、石油化学系基礎製品製造業 0.11、セメント製造業 0.12、

石油精製業 0.13、電炉による普通鋼製造業 0.17、ソーダ工業 0.35、洋紙製造業 0.40、板紙製

造業 0.52、電炉による特殊鋼製造業 0.55 となっており、変動係数をグループ分けすると、

0.13 以下は小（低水準）、0.14～0.40 は中（中水準）、0.5 以上は大（高水準）と考えられる。 

このグループ分けの方法を踏まえると各業種におけるベンチマーク原単位のばらつきの

推移の状況を表 1.1-4 にまとめることができる。同表に見て分かるよう、全 9 業種のうち、

ベンチマーク原単位のばらつきが顕著に縮小しているのは 1 業種（セメント製造業）だけと

なっている。 

 

 
4 経済産業省 HP：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/ 
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表 1.1-4 ベンチマーク原単位のばらつきの推移状況 

区分 事業 変動係数の推移 

1A 高炉による製鉄業 低水準で緩やかに縮小 

1B 電炉による普通鋼製造業 中水準で緩やかに推移し近年横ばい 

1C 電炉による特殊鋼製造業 高水準で緩やかに推移 

3 セメント製造業 中水準から低水準に縮小傾向 

4A 洋紙製造業 高水準で緩やかに推移 

4B 板紙製造業 高水準で緩やかに上昇 

5 石油精製業 低水準だが大きく変動 

6A 石油化学系基礎製品製造業 低水準から中水準に上昇 

6B ソーダ工業 中水準から高水準に上昇、大きく変動 

注）変動係数のグループ分けについての詳細は文中記載を参照されたいが、0.13 以下は小

（低水準）、0.14～0.40 は中（中水準）、0.5 以上は大（高水準）とする。 

 

具体的には、製鉄業 3 業種（高炉による製鉄業、電炉による普通鋼製造業、電炉による特

殊鋼製造業）ではいずれも緩やかに推移しているが、ばらつきの縮小傾向が顕著ではなかっ

た。とりわけ電炉による特殊鋼製造業は他の 2 製鉄業に比較して変動係数が高いにもかか

わらず、縮小に向かっていない。 

セメント製造業の変動係数は顕著な縮小傾向にある。 

紙製造業（洋紙製造業、板紙製造業）では製造業と似ており、変動係数が緩やかに推移し

ている。 

石油化学製造業（石油精製業、石油化学系基礎製品製造業、ソーダ工業）では、変動係数

の推移が大きく変動し、そのうち石油化学系基礎製品製造業とソーダ工業の変動係数が拡

大している。 

 

4. ベンチマーク指標の分析で判明した各業種におけるベンチマークの課題 

以上ベンチマーク指標の分析を踏まえて各業種における主な課題を以下のようにまとめ

る。 

高炉による製鉄業 

高炉による製鉄業では変動係数が低水準で緩やかに縮小しているが、ベンチマーク原単

位の平均値が横ばいに推移し、かつ達成率も 0％に推移していることから、更なる効率改

善の困難さが示唆されている。したがって、当該業種に対して、ベンチマーク指標のほ

か、目指しているベンチマーク目標に関する水準の高さや達成の可能性等を点検する必要

があると考えられる。 
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電炉による普通鋼製造業 

電炉による普通鋼製造業ではベンチマーク原単位の平均値が緩やかに低下し、業種全体

的に省エネが緩やかに進んでいることが示唆されている。その結果ベンチマーク達成率が

導入時より 10 ポイント程度上昇した。しかし、中水準の変動係数（中程度のばらつき）

が緩やかに推移し、近年横ばいとなっていることから、当該業種に対して、ベンチマーク

指標を重点的に点検する必要があると考えられる。 

 

電炉による特殊鋼製造業 

電炉による特殊鋼製造業ではベンチマーク達成率が導入時より約 10 ポイント上昇した

が、近年ベンチマーク原単位の平均値が幾分上昇しており、楽観できない省エネ状況を示

唆している。また高水準の変動係数（大きいばらつき）が継続しており、ベンチマーク指

標に関する妥当性等を点検する必要があると考えられる。 

 

セメント製造業 

セメント製造業ではベンチマーク達成率が改正後も上昇しており、省エネが進展してい

ることを示唆している。中水準となっている変動係数も顕著に低水準に縮小する傾向にあ

る。したがって、当該業種においては、ベンチマーク指標の点検のほか、国際比較を含め

たベンチマーク目標の検討が必要と考えられる。 

 

洋紙製造業 

洋紙製造業ではベンチマーク原単位が横ばいに推移し、改正後ベンチマーク達成率が上

昇していない。加えて、高水準の変動係数（大きいばらつき）が推移している。したがっ

て、当該業種に対して、ベンチマーク指標を重点的に検討する必要がある。 

 

板紙製造業 

板紙製造業では洋紙製造業と似ている状況にあるが、高水準の変動係数（大きいばらつ

き）がさらに上昇している。したがって、ベンチマーク指標の妥当性等を重点的に検討す

る必要がある。 

 

石油精製業 

石油精製業ではベンチマーク原単位の平均値が低下し、ベンチマーク達成率が大きく上

昇している。変動係数が低水準にあるが、大きく変動している。したがって、当該業種に

おいては、変動係数が大きく変動している原因を点検するほか、ベンチマーク目標の検討

も必要となっていると考えられる。 

 

石油化学系基礎製品製造業 
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石油化学系基礎製品製造業は石油精製業に似ている状況にある。とりわけ変動係数が低

水準から中水準に上昇している原因について統計の正確性を含めて点検する必要がある。 

 

ソーダ工業 

ソーダ工業ではベンチマーク原単位の平均値が低下しており、改正後もベンチマーク達

成率が上昇しているため、省エネが進展していることを示唆している。一方、変動係数が

中水準から高水準に上昇しており、原因を点検する必要がある。 

 

5. 事業者へのヒアリング調査で判明した各業種におけるベンチマーク指標の課題 

 昨年度、経済産業省はベンチマーク制度に関して対象事業者及び業界団体へのヒアリ

ングを実施した。その結果は「総合資源エネルギー調査会・省エネルギー・新エネルギー分

科会・省エネルギー小委員会 工場等判断基準ワーキンググループ・工場等判断基準ワーキ

ンググループ」（以下「工場 WG」という。）5が次のように示している（下線は引用を示す。

以下同様）。 

 (ベンチマーク指標・目標に関する意見) 

● 現在のベンチマーク指標は各社の品種構成の違いを考慮していない。高機能製品を多

く生産している企業はベンチマーク達成は不可能。 

● 省エネ設備を全ての工場で一度に導入することはできない。達成に向けて省エネに取

り組む努力を評価してほしい。 

  (省エネ投資に関する意見) 

●設備導入は、経済合理性等の観点から遅れている。 

 

今年度、こうしたヒアリング意見を整理した上、さらに関係事業者または業界団体へのヒ

アリングを実施した。これらの結果から判明した各業種の課題をベンチマーク制度の点検

に資するようより具体的な、各業種におけるベンチマーク指標・目標への影響要素として

整理する。詳細は以降各業種の節を参照されたい。 

 

  

 
5 URL：

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/index.html 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/index.html
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表 1.1-5 各業種におけるベンチマーク指標・目標への影響要素の整理 

区

分 

事業 指標の改善に資する

影響要素 

目標の達成への影響要素 その他省エネ努力への影

響要素 

1A 高炉による製

鉄業 

・外販銑鉄の数量 

・鉄スクラップ投入量 

・稼働率  

1B 電炉による普

通鋼製造業 

・品種構成 

・気候条件 

・省エネ努力の限界 

・稼働率 

・コストが高い 

・省エネ投資の経済性 

1C 電炉による特

殊鋼製造業 

・品種構成 

・上工程は比較可能 

・下工程の影響 

・多品種・小ロット生産 

・省エネ投資の経済性 

・燃料転換による省エネ 

3 セメント製造

業 

・品種（品質）構成 

・気候条件 

・受け入れの廃棄物 

・排熱設備の導入状況 

・再エネの導入状況 

・設備の年齢 

・省エネ投資の経済性 

・省エネの限界 

4A 

4B 

洋紙製造業 

板紙製造業 

・品種構成 

・パルプ生産の有無 

・再エネの導入状況 

・洋紙と板紙が同時生産 

・稼働率 

・省エネ投資の経済性 

・省エネ余地あり 

・単位補正ツール活用 

5 石油精製業 ・品種構成 

・稼働率 

・投入原料 

・設備の年齢 

・省エネ投資の経済性 

 

6A 石油化学系基

礎製品製造業 

・品種構成 

・プラント生産能力 

・定期修理 

・投入原料 

・設備の年齢 

・需要低下による投資難 

 

6B ソーダ工業 ・濃縮工程の有無 ・稼働率 

・電流密度 

・再エネの自家発比率 

・省エネ投資の経済性 

・省エネの限界 

出所）一部は経済産業省が H30 年で実施したヒアリング資料より作成。太字は今回の調査で新たに判明

した影響要素、または分析をさらに深めた影響要素を示している。 

 

1.1.4. ベンチマーク制度の見直し方針 

ベンチマーク制度の見直しは、ベンチマークの指標と目標の水準を両方含めて行う必要

があり、指標に関しては指標の合理性と実用性、目標の水準に関しては技術的・経済的にみ

て実現可能性と合理性、国際的にみて先進性を踏まえる必要がある。具体的に、ベンチマー

ク制度の見直し方針に関しては、上記「工場 WG」に示されている。その内容を以下に示す。 

 

<ベンチマーク指標の見直し方針> 

  同一の事業内において、そのエネルギーの使用の合理化の状況を比較するため、ベンチ

マーク指標は以下のような観点を踏まえるべきである。 

➢ 当該事業で使用するエネルギーの大部分をカバーできること 
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➢  定量的に測定可能であること 

➢ 省エネの状況を正しく示す指標であること(省エネ以外の影響要因を可能な限り排除

する) 

例:生産工程におけるバウンダリーの違い、製品種類の違い、中間品の外販、再エネ・

廃熱の利用等 

➢ わかりやすい指標であること(過度に複雑なものは不適切) 

 

  一部の事業においては、事業者間のベンチマーク指標の差が極端に大きく、省エネの状

況を必ずしも的確に反映できていない可能性がある。そのため、エネルギー消費効率以外の

影響要因を可能な限り排除する必要がある。具体的には、以下のような要因が認められる場

合は、見直しの検討を行うこととすべきである。 

➢ 生産工程の途中で投入又は除去される原材料や半製品の製造等に使用されるエネル

ギーによる影響 

➢ 代替燃料(廃熱、廃棄物、再エネ等)の投入による影響 

➢ 製品構成によるエネルギー使用量の差異 

 

 <ベンチマーク目標の水準について6> 

  ベンチマーク目標は、事業者が中長期的に目指すべき高い水準であり、設定にあたって

は以下のような観点を踏まえるべきである。 

➢ 最良かつ導入可能な技術を採用した際に得られる水準 

➢ 国内事業者の分布において、上位 1~2 割となる事業者が満たす水準  

➢ 国際的にみても高い水準 

 

 ベンチマーク目標はもともと上位 1~2 割が達成できる水準として導入されたものである

が、目標年度までに多くの事業者が目標達成した場合などは、目標値が「事業者が目指すべ

き高い水準」とみなせない状況だといえる。この場合の対応として、業種内で過半の事業者

がベンチマーク目標を達成した場合や、目標年度が近づいた場合等には、新たな目標値及び

新たな目標年度を検討するべきである。 

  

なお、現在事業者間のベンチマークに係る実績が比較的大きい業種の指標見直しの必要

性についても指摘がなされた。業種ごとの事情を考慮しつつ、諸外国の制度の状況等も踏ま

えて検討し、関係業界の協力も得ながら見直しを進めていく必要がある。 

 
6 上記のワーキンググループではベンチマーク制度における目標年度の設定についても議論を行い、事

業者の中長期的な取組による目標達成を促す観点から、現行のベンチマーク指標について 2030 年度(令和

12 年度)を目標年度とすべきとし、ただし、事業者間のベンチマーク実績のばらつきが大きいなど、指標

を大きく見直す必要がある場合は、継続的に検討を行うこととした。本調査では一部の業種において

2030 年における目指すべき目標水準について議論を行った。 
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<国際的な観点からのベンチマーク制度の検証について> 

 省エネや省 CO2 は、国際的に喫緊の課題となっていることを踏まえ、国際的な観点から

のベンチマーク制度の検証についても議論が行われた。 

 政府における枠組みに関しては、令和元年 6 月に開催された G20 エネルギー大臣会合に

おいて、IEA(国際エネルギー機関)による“Global Energy Efficiency Benchmark”等のエネルギ

ー消費効率分析について議論され、G20 コミュニケにも記載された。この分析の目的は、

IEA がメンバー 国におけるエネルギー多消費産業等のエネルギー消費効率について分析し、 

それを踏まえた各国の省エネ政策の展開を通じて世界での省エネを推進するという内容で

ある。 

 IEA においてもこれをテーマとしてワークショップが開催されるなど、現在検討が行わ

れているところであり、来年度以降においても検討を注視するとともに、分析結果を踏まえ、

国内ベンチマーク目標の妥当性等を今後検討すべきである。 

 

また、諸外国におけるベンチマーク関係制度についても、検討の参考とすべきものである。

例えば、EU-ETS(欧州連合域内排出量取引制度)では、対象セクターに対する排出枠の配分に

おいて、製造品目別のベンチマーク方式を採用しており、産業セクターは 52 区分に設定さ

れている。そのベ ンチマークの設定は、効率の高い上位 10%の平均効率等をもとに設定さ

れている。そのほか、中国では、エネルギー多消費産業におけるエネルギー消費原単位の限

度値(MEPS 値)及びベンチマーク値が設定されている。 

 

ちなみに、諸外国におけるベンチマーク関係制度について、G20 加盟国を対象とする

と、表 1.16 に示しているように、ベンチマーク類似制度を導入しているのは、12 カ国・

地域であり、そのうち指標の原単位としてエネルギー原単位を採用しているのは米、日、

中、印、沙であり、CO2 原単位を採用しているのは EU、英、独、仏、伊、加、韓であ

る-。これらの制度はいずれもエネルギー多消費産業を対象としているほか、基準値の設定

は国内上位水準は又は国際水準に照準している。 
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表 1.1-6 海外諸国のエネルギー消費効率関係制度の一覧表 

国・地域 ベンチマーク制度名 

（原単位分子の単位） 

設定方法 対象業種

数 

対象エネルギー多消費

産業 

米国 Energy Star 

(エネルギー使用量） 

25％以上 18 鉄鋼、セメント、紙パ

ルプ 

EU  EU ETS における排出権無償

割当のための製品別ベンチマ

ーク 

上位 10％平均 全産業 鉄鋼、セメント、紙パ

ルプ、化学 

中国 国家推奨基準 

（エネルギー使用量） 

国際水準参照 全産業 鉄鋼、セメント、紙パ

ルプ、化学 

インド 省エネルギー達成認証取引制

度（PAT）（エネルギー使用

量） 

セクター別・企業別

に調整 

11 鉄鋼、セメント、紙パ

ルプ、化学 

カナダ Output-based pricing system 

（CO2 排出量） 

業界平均より 2～3 割

アップ 

17 鉄鋼、セメント、紙パ

ルプ、化学 

英国 気候変動協定（CCA） 

（エネルギー使用量又は CO2

排出量） 

団体又は企業が政府

と交渉 

全産業 鉄鋼、セメント、紙パ

ルプ、化学 

韓国 KETS 

（CO2 使用量） 

業界平均 23 セメント 

サウジア

ラビア 

ベンチマーク制度 

（エネルギー使用量） 

グローバル上位 1/4 の

水準 

3 鉄鋼、セメント、化学 

出所）各種資料より作成 

 

1.1.5. ベンチマーク制度に関して点検した結果の概要 

以上の分析を踏まえて各業種のベンチマーク制度について指標と目標検討を実施した。

それぞれの業種の検討結果は次節以降に譲るが、検討結果の概要を以下に示す。 
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表 1.1-7 各業種におけるベンチマーク制度に関する課題と対応方針 

区分 業種 主な課題 対応方針 

ベンチマーク 

指標 

ベンチマーク 

目標 

1A 高炉による

製鉄業 

中間品である銑鉄の外販の比率が高い

ため原単位が悪化している。高機能鋼

材の増加等でも原単位が悪化してい

る。 

同外販比率に基

づいて見直しを

実施 

現在の目標を

2030 年目標と

し、必要に応じ

見直しを検討 

1B 電炉による

普通鋼製造

業 

品種が多く、それぞれのエネルギー消

費原単位が大きく異なっている。 

品種による補正

値を継続検討 

同上 

1C 電炉による

特殊鋼製造

業 

品種が多く、それぞれのエネルギー消

費原単位が大きく異なっている。 

同上 同上 

3 セメント製

造業 

受け入れる廃棄物の種類や受入れ量等

が原単位のばらつきをもたらしてい

る。 

測定が困難なた

め見直しを実施

しない 

同上 

4A 洋紙製造業 再エネ導入の比率(パルプ製造工程の

有無を含む)が原単位のばらつきをも

たらしている。 

再エネ導入量に

よる補正値を継

続検討 

同上 

4B 板紙製造業 同上 同上 同上 

5 石油精製業 投入原料や市況の変化がばらつきをも

たらしている。 

現段階では見直

し不要 

同上 

6A 石油化学系

基礎製品製

造業 

投入原料や生産構成のほか、定期修理

の実施等がばらつきに影響している。 

同上 同上 

6B ソーダ工業 濃縮工程の有無や再生可能エネルギー

の導入率等がばらつきをもたらしてい

る。 

同上 同上 
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1.2. 高炉による製造業の検討状況 

1.2.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

高炉による粗鋼の生産は、焼結設備で粉砕した鉄鉱石から一定の大きさの焼結鉱を製造

し、コークス炉で製造された還元剤としてのコークスと一緒に高炉に投入することで、鉄鉱

石を還元した銑鉄を製造する。さらに、転炉において硬くもろい銑鉄に酸素を吹き込み炭素

含有量をさげた粗鋼を製造する。粗鋼は、鋳造設備や圧延設備により、線材や厚板、鋼管と

いった製品のための前処理が行われる。最終的に線材や厚板、鋼管として出荷される。なお、

高炉で生産された銑鉄の一部は、他社への外販が行われることがある。 

生産プロセスを図 1.2‑1 に示す。製造工程のうち上工程がとりわけエネルギー消費量が高

いといわれている。 

 

 

出所）経済産業省・工場等判断基準ワーキンググループ資料（2020）7より作成 

図 1.2-1 鉄鋼の製造工程 

 

日本の粗鋼生産量の推移を図 1.2-2 に示す。2019 年は 9,928 万トンと 1 億トンを若干下回

ったものの、2016 年から 2018 年は 1 億トンを上回った粗鋼生産量となっている。 

 

 
7 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/2019_004.html 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/2019_004.html
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出所）日本鉄鋼連盟、2020 年 1 月主要国粗鋼生産(Excel)より作成 

図 1.2-2 日本の粗鋼生産量の推移 

 

2. エネルギー消費の分布状況 

エネルギー消費の分布としては、転炉までの上工程と粗鋼を製品にする下工程の比は 8：

2 と、前者が大層を占める8が、工場によって製造品目やエネルギー源、その他副生ガス等の

利用が異なるため詳細は明らかとなっていない。  

 

なお、エネルギー原単位ではないが、一部の製品の CO2 原単位は、以下の通り日本鉄鋼

連盟により公表されている9。上工程の CO2 原単位が大きく、この点からも上工程のエネル

ギー原単位が大きいことが推測できる。 

・ 上工程：1.760（t-CO2/粗鋼-t、2017 年値） 

・ 下工程：熱延鋼帯 0.67 - 亜鉛メッキ鋼板 0.96（t-CO2/粗鋼-t、2005-2017 年値、LCA デ

ータによる推計） 

 

3. 主な製品 

粗鋼は、鋼板や鋼管など様々な形態をとり製品化される。低炭素社会の構築に不可欠な

高機能鋼材としては、自動車用高張力鋼板、方向性電磁鋼板、船舶用厚板、ボイラー用鋼

管、ステンレス鋼板などがある。 

既に記述したとおり、中間生産物である銑鉄のまま外部販売（外販）されることもある。 

 
8 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/course50.html 
9 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/tekko_wg/pdf/2018_001_04_01.pdf 
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4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し 

省エネや省 CO2 に資する主な技術・設備として、連続鋳造、コーク炉ガス回収、転炉ガ

ス回収、コークス乾式消化設備（CDQ)、高炉炉頂圧発電（TRT)が挙げられる。 

連続鋳造は、転炉からの溶鋼を連続的に鋳造することで、再加熱などのエネルギーを削減

することが可能になる。コークス炉ガス回収では、コークスの製造時発生する副生ガスを有

効利用するために回収することで省エネに資する。転炉ガス回収は、転炉から発生するガス

を可能な限り、燃焼させず冷却・回収することで省エネに資する。コークス乾式消化設備は、

赤熱コークスを不活性ガスで冷却し、排熱回収ボイラーで生み出された蒸気を用いて電力

を発生させることでエネルギーを有効活用する設備である。高炉炉頂圧発電は、高炉で発生

するガスを回収し、その圧力を使って発電することでエネルギーを有効活用する設備であ

る。 

粗鋼生産量の多い中国、インドとの比較では、日本の省エネ技術の普及状況は以下の通り

高水準となっている。 

 

 

出所）日本鉄鋼連盟（2019）「低炭素社会実行計画実績報告」10より作成 

図 1.2-3 日中印における省エネ設備の普及率 

 
10 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/tekko_wg/pdf/2018_001

_04_01.pdf 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/tekko_wg/pdf/2018_001_04_01.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/tekko_wg/pdf/2018_001_04_01.pdf
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また、温暖化対策としては、水素還元鉄や CCS（二酸化炭素回収・貯蔵）を含む COURSE50

の技術開発の検討が進められている。2017 年から低品位鉄鉱石を活用したフェロコークス

事業が NEDO にて実施されている。 

 

1.2.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

高炉のベンチマーク指標は粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量として定義されており、

その目標値は 0.531kl/t と指定されている。同指標は平成 21 年度導入以来変更していない。 

 

2. 指標の達成状況 

高炉のベンチマーク指標の達成状況をみると、対象者数が 4 社であるのに対して達成者

数が 0 社という状況が続いている。後述する通り 2030 年目標となっているためである。 

 

表 1.2-1 ベンチマークの達成状況 

報告年 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 0/3 0/4 0/4 0/4 0/4 

達成率 0% 0% 0% 0% 0% 

 

3. 指標のばらつきの推移 

ベンチマーク指標のばらつき状況（変動変数）をみると、緩やかに変動しながらも幾分縮

小する傾向にある。 

表 1.2-2 ベンチマークのばらつき 

報告年 H26 H27 H28 H29 H30 

平均値（kl/t） 0.588 0.586 0.586 0.575 0.586 

変動係数 0.032 0.038 0.023 0.040 0.020 

※変動係数＝標準偏差／平均値。相対的なばらつきを示す。 

 

 

4. 指標の課題 

高炉のベンチマーク指標の達成が困難となる原因の１つとしては、銑鉄の外販分（中間製

品の外販）が粗鋼生産量にカウントされないが、上工程のエネルギー使用量に含まれること

が挙げられる。それがベンチマーク指標の悪化要因となる。そのため上記の影響を考慮した

指標を検討する必要がある。 
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5. 主な影響要因 

高炉業では、省エネ努力を多く実施し、世界最高効率水準を達成しているのにも関わら

ず、ベンチマーク目標が未達成の状況にある。 

現状では高機能鋼材の増加、景気変動、スクラップ量等の影響を受け稼働率の変化によ

る原単位の悪化も一般に指摘されているところである。 

 

6. ヒアリング等による調査 

日本鉄鋼連盟の協力を得て、ヒアリング調査を実施した。その結果、上記の指標の課題

と影響要因が判明した。 

 

7. 課題分析の結果 

現状のベンチマーク指標を用いて各事業者の省エネルギー努力を評価していくことが概

ね妥当と考えられる。しかし、現状のベンチマーク報告では、粗鋼生産量には外部販売銑鉄

は含まれていないが、エネルギー使用量には外部販売銑鉄の生産分も含まれているため、エ

ネルギー原単位が悪化する傾向となる。 

この問題点に対応するため、以下の通り、外販用銑鉄について影響を考慮しベンチマーク

指標を補正することが妥当と考えられる。 

 

 

外販した銑鉄分のエネルギー使用量は以下の通り計算することとする。 

外販銑鉄量のエネルギー使⽤量＝外販銑鉄量（t）×17.7（GJ/t）×0.0258（kl/GJ） 

また、外販した銑鉄のエネルギー消費原単位（17.7(GJ/t))の数値は、「⽯油等消費動態統

計」の鉄鋼業のうち、銑鉄生産に係るエネルギー消費量を⼀次エネルギー換算したものを、

銑鉄⽣産量で除した値である。 

なお、同じく生産工程の途中で投入または、除去される原材料や半製品としては、転炉工

程への鉄スクラップ投入による影響が考えられるが、以下の理由から、今回指標の見直しは

しないこととしたい。その原因は以下である。 

１） 転炉に投入するスクラップは、その多くが⾃家発生スクラップであり、事業所ごとの差

異が⼩さいこと。 

２） 購入スクラップ相当の銑鉄⽣産に伴うエネルギー消費量及び鉄スクラップ投入による

増エネ分の定量的な評価が現時点では技術的に困難なこと。 

 

1.2.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査 

日本は 2005 年以降のデータにおいて、相対的に原単位水準が低いことがわかる。これは、
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既に図 1.2-3 で示されるとおり省エネおよび省 CO2 設備の導入・普及が国際的に見て進ん

でいるためである。 

 

出所）RITE 小田11 

図 1.2-4 ベンチマーク指標の国際比較 

 

2. 目指すべき水準 

過去の省エネ小委員会12における日本鉄鋼連盟の発言等から、鉄鋼業界にとって、現行の

ベンチマークは 2030 年に向けたものであることがわかっている。 

水準としては、過去の最高生産レベルにあり効率的な水準であった 2007 年の平均原単位

から、1 シグマ良くした値になっている。また、業界平均としては目指すべきレベルであり、

2030 年の低炭素社会実行計画の 2030 年目標と合致する数値である。 

これを踏まえ、現段階で、今後の目標水準について見直しを図らず、先述の補正のみを実

施することとする。 

 

3. ヒアリング等による調査 

上記に関するヒアリングは、目標値を維持継続する方針とするため未実施とする。 

      

1.3.4. 今後の検討方向性 

目標値は見直さず、報告値の見直しで対応する方針とする。  

 
11 http://www.rite.or.jp/system/global-warming-ouyou/download-

data/Comparison_EnergyEfficiency2015steel.pdf 
12 2019 年度第 1 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小

委員会 工場等判断基準ワーキンググループ  議事録 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2019_001_gij

iroku.pdf 

http://www.rite.or.jp/system/global-warming-ouyou/download-data/Comparison_EnergyEfficiency2015steel.pdf
http://www.rite.or.jp/system/global-warming-ouyou/download-data/Comparison_EnergyEfficiency2015steel.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2019_001_gijiroku.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2019_001_gijiroku.pdf
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1.3.  電炉による普通鋼製造業の検討状況 

1.3.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

普通電炉鋼生産は、図 1.3-1 に示す工程からなる。 

原料は、市中や加工工場より回収された鉄スクラップで、その鉄スクラップを電気炉で溶

解し、不純物を除き、所要の成分・温度を得るという一連の精錬（電気炉製鋼）を行い粗鋼

となる。次に連続鋳造機にかけられ圧延素材としての鋳片（半製品）となる。 ここまでの

工程を一般的には、上工程と呼び、これ以降の工程を下工程と呼ばれている。鋳片は、各製

品圧延機により圧延され、鉄筋棒鋼、形鋼、平鋼、厚板などの鋼材製品として生産される。 
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          上工程                                    下工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）普通鋼電炉工業会 

図 1.3-1 電炉による普通鋼の生産フロー 
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2. エネルギー消費の分布状況 

専門家によれば、製品別のエネルギー消費のおおよその分布は、棒鋼では上工程と下工程

の比は約 100：70、平鋼では 100：100 程度となっている。棒鋼と平鋼の差は主に下工程で

のエネルギー使用によるものである。 

 

3. 主な製品 

普通電炉鋼による製品は、用途や機械的性質、化学成分等で分類されるが、品質は JIS 規

格によって基準が設定されており、その基準に基づいた製造品質が保証されている。 

主な用途は国内の建設用に使用され、国内の住宅等生活関連施設および道路・港湾等社会

基盤の整備に不可欠な資材となっている。以下に、用途での製品分類を示す。 

・ 棒鋼 

➢ 鉄筋コンクリート用異形棒鋼：コンクリート補強材として鉄筋コンクリート造

や鉄骨鉄筋コンクリート造など建築･土木構造物に使用 

➢ 一般構造用圧延鋼材および建築構造用圧延棒鋼：橋、船舶、車両などの構造用部

品および建築構造部に使用 

・ 平鋼 

➢ 一般構造用：構造物に使用される一般構造用の圧延鋼材 

➢ 溶接構造用：特に溶接性に優れた構造用圧延鋼材 

➢ 溶接構造用耐候性鋼：溶接性に優れた構造用圧延鋼材で自然環境の大気中での

腐食に耐える性能を有する 

➢ 建築構造用：鉄骨構造の耐震性を確保するために鋼素材が保有すべき建築特融

の性能を有する建築構造専用の鋼材 

➢ 船体構造用：海洋構造物の構造部材として使用 

・ 形鋼 

➢ 山形鋼：建築、鉄塔、造船、機械などの部材、一般構造物として使用（断面 L 型） 

➢ I 形鋼：建築、鉄塔、造船、機械などの部材、一般構造物として使用（断面 I 型） 

➢ 溝形鋼：建築、鉄塔、造船、機械などの部材、一般構造物として使用（断面コ型） 

➢ 球平形鋼：建築、鉄塔、造船、機械などの部材、一般構造物として使用（断面球

平型） 

➢ T 形鋼：建築、鉄塔、造船、機械などの部材、一般構造物として使用（断面 T 型） 

・ H 形鋼：建築用や橋梁･機械･車両の構造部材、トンネルの支保工･杭等の土木用とし

て使用 

・ 普通線材：鉄線、ワイヤーロープ、タイヤコード、ボルト、ねじ類、線ばねなどとし

て産業分野の広い範囲で使用 

 

次に、日本の転炉鋼（高炉による粗鋼生産）と電炉鋼（普通鋼および特殊鋼）の生産量と
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電炉鋼比率の推移を示す。直近での電炉鋼の年間生産量は約 25,000 トン、電炉鋼比率は 25%

程度となっている。いずれもほぼ横ばい状態である。 

 

 

出所）普通鋼電炉工業会 

図 1.3-2 粗鋼生産と電炉鋼生産の推移 

  

また、普通鋼熱間圧延鋼材生産に占める普通鋼電炉会社の生産量を図 1.3-3 に示す。小型

棒鋼では、電炉による生産が 97%を占めている。 

 

 

出所）普通鋼電炉工業会 

図 1.3-3 普通鋼熱間圧延鋼材生産に占める普通鋼電炉会社の生産量(2018 暦年) 
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4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し 

電気炉製鋼における品質確保および生産効率向上のために導入されている製鋼設備、精

錬技術を表 1.3-1 に示す。なお、設備および技術の普及率については公開されていない。 

 

表 1.3-1 普通電炉鋼製造における主な製鋼設備、精錬技術 

 

出所）普通鋼電炉工業会 

 

1.3.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

電炉による普通鋼製造業のベンチマーク指標は電気炉による粗鋼製造工程（いわゆる上

工程）と鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程（いわゆる下工程）における生産量当たり

のエネルギー使用量の和として定義されている。目標値は 0.143kl/t 以下とされている。 

 

2. 指標の達成状況 

電炉による普通鋼製造業のベンチマーク指標の平均値は、表 1.3-2 に示す通り、0.170kl/t

を若干上回る（0.170～0.180）結果となっている。ベンチマーク指標の達成状況を同表に

示す通り、H27 年度以降は、20%前後（0.181～21.2）で推移しており、とりわけ近年ほぼ

横ばい状態となっている。 
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表 1.3-2 ベンチマークの達成状況 

報告年 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 5/32 6/33 7/33 6/32 6/31 

達成率 15.6% 18.1% 21.2% 18.8% 19.4% 

平均値(kl/t) 0.173 0.180 0.172 0.171 0.170  

 

3. 指標のばらつきの推移 

中水準の変動係数（中程度のばらつき）が緩やかに推移し、近年横ばいとなっていること

から、当該業種に対して、ベンチマーク指標を重点的に点検する必要があると考えられる。 

 

4. 指標の課題 

電炉による普通鋼製造業の達成率を見ると、20％前後で横ばいとなっている。これは電炉

による普通鋼製造業のベンチマークのばらつきが一部の製造事業者にとってベンチマーク

目標の達成に困難となっていることを示唆している。そのため、ベンチマークのばらつきを

もたらしている原因等を調査し指標の合理性を点検する必要がある。 

 

5. 主な影響要因 

電炉による普通鋼製造業におけるベンチマークのばらつきの原因として、 

・ 製造製品構成 

・ 製造設備構成（保有設備） 

・ 設備稼働率 

・ 生産規模 

・ 気候要因 

等が考えられる。 

ここで指標の合理性を検討する観点から、製品構成、設備構成の２つに絞って検討する。

その理由として、既に主な製品については 1.3.1 において記載している通りであるが、製造

製品により製造工程が異なることにより、エネルギー原単位に影響を与える。したがって、

主力製品および製造設備によってエネルギー原単位にも差が生じることになる。一方、生産

量規模や設備稼働率は市況の影響要素とはいえ、ここでは検討の対象外とする。 

省エネ設備導入率、エネルギー管理は省エネの取り組みそのものであり、ベンチマーク指

標によって捉えようとするものでもある。 

 

6. ヒアリング等による調査 

 個別企業へのヒアリングおよびデータ収集については、経営情報等が含まれる可能性が

あるため実施しなかった。 
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7. 課題分析の結果 

電炉による普通鋼製造業のベンチマークのばらつきの課題を解決する方法に関して、ど

のような指標であれば各社が取り組める目指すべき指標となり得るかという課題について、

「製品構成の違いにより実態的なベンチマークが異なることが最大の障壁となっている」

との結論を得た。 

そこで、製品構成を考慮した以下の方法により、現状のベンチマーク指標の見直しを検討

した。 

1. 付加価値による原単位（製品構成を金額で補正） 

2. 製品の細分化による原単位（製品の細分化による補正） 

3. プロセスの保有状況による報告値の補正（製品構成による各プロセスの有無で補正） 

4. BAT 導入率による指標（製品構成による各プロセスへの BAT 導入率での評価） 

 

1.3.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査 

電炉による普通鋼製造業のエネルギー効率に関する国際比較の調査・研究の結果を図 

1.3-4 に示す。本調査では、普通鋼と特殊鋼を合わせた結果となっているが、日本の電炉製

造業の効率は、世界最高水準となっている。 

 

 

出所）RITE、2015 年時点のエネルギー原単位の推定（鉄鋼部門-スクラップ電炉鋼） 平成 30 年 

図 1.3-4 スクラップ電炉鋼一次エネルギー原単位最終推計値（2015 年） 

 

2. 目指すべき水準 

目指すべき水準については、指標の見直しに合わせた検討が必要と考えられる。 
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3. ヒアリング等による調査 

ヒアリング等は実施していない。 

 

1.3.4. 今後の検討方向性 

表 1.3-3 の 4 オプションからどれが実行可能性が高いかを検討したところ、「2 製品カテ

ゴリーの細分化」と「3 の報告値の補正」に検討の可能性がある。「1 付加価値額ベース」に

よる見直しを実施するためには付加価値の定義が難しく、「4BAT 導入率」については一律

に決定することは難しい。次年度以降、様々な現状調査や議論を深めてベンチマークの改善

に向けた検討が必要と考えられる。 

ベンチマークの改善にかかる方法論の見直し案を表 1.3-3 として整理し、上記の方向性と

することとなった。 

 

表 1.3-3 省エネベンチマークの改善にかかる方法論の整理 

 

  

１：付加価値額ベース ２：製品カテゴリーの細分化 ３：報告値の補正 ４：BAT導入率

作業

・付加価値の定義の設定

・製品の違いによる付加価値の

差異の確認

・カテゴリーの定義

・カテゴリー毎のBMの設定

・各プロセスの標準値の設定

・プロセスの有無による補正係

数の設定

・BAT設備の定義

・BATの重み付けの設定

・BATのエネルギー換算もしく

は普及率でのBM定義

メリット

・エネルギーと付加価値の相関

性が高い

・経営判断に親和性あり

・製造製品構成の違いを補正 ・プロセスの違いを補正

・既存のBM値を適用（拡大）

可能

・わかりやすい

デメリット

・付加価値への市況の影響があ

る

・付加価値額の実質化が必要

・個社単位のBMの可能性

・カテゴリーの適正化

・カテゴリー毎のBMの設定

・プロセスの選定および補正値

の設定

・製品の混在製造時の設定

・BAT導入の難易度（コスト含

め）の反映

・製品によりBATの必要性が異

なる

・エネルギー管理（O&M等）

による省エネ努力が反映されず
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1.4.  電炉による特殊鋼製造業の検討状況 

1.4.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

特殊電炉鋼生産の代表例としは、図 1.4-1 に示す工程からなる。 

主な生産プロセスは普通鋼電炉と類似している。すなわち、原料であるスクラップを電

炉で溶融し、製品へと加工を行う。ただし原料は、加工工場等より回収された成分組成が

明らかな鉄スクラップで、その鉄スクラップを電気炉で溶解し、不純物を除き、所要の成

分・温度を得るという一連の精錬（電気炉製鋼）を行い粗鋼となる。次に連続鋳造機にか

けられ圧延素材としての鋳片（半製品）となる。 ここまでの工程を一般的には、上工程と

呼び、これ以降の工程を下工程と呼ばれており製品化の工程となる。鋳片は、各製品圧延

機により圧延され、ステンレス鋼、ばね鋼、帯鋼、線材、棒鋼などの鋼材製品として生産

される。 

特殊鋼の生産では、多品種・小ロット生産が行われており、工場内での中間製品等の動

線についても省エネルギーとなる生産ラインの配置等の工夫がなされている。 
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出所）大同特殊鋼（株） 

図 1.4-1 電炉による特殊鋼の生産フロー  
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2. エネルギー消費の分布状況 

専門家によれば、特殊電炉鋼による製品別のエネルギー消費のおおよその分布は、上工程

と下工程の比は約 100：100 程度である。ただし、特殊鋼の場合は、製品が多種多様であり

生産ロットも小さい場合が多く、あくまでも目安である。 

 

3. 主な製品 

特殊電炉鋼による製品は、用途や機械的性質、化学成分等で分類されるが、品質は JIS 規

格によって基準が設定されており、その基準に基づいた製造品質が保証されている。 

以下に、用途での製品分類を示す。 

・ 工具鋼：カンナ、ヤスリ、かみそり、バイト、タップ、金属やプラスチック成形の金

型用などに使用 

・ 構造用鋼：自動車の重要部品、産業機械、建設機械、航空機などに使用 

・ ばね鋼：車両用板ばね、産業用の各種コイルばね、小さなつる巻きばねなどに使用 

・ 軸受鋼：軸受（ベアリング）に使用 

・ 耐熱鋼：切削などの機械加工が必要な機械部品に使用 

・ ステンレス鋼：食器、厨房用品、浴槽、屋根材、壁材、鉄道車両などに使用 

製品の特徴としては、多品種小ロットである点に特徴がある。 

 

次に、日本の特殊鋼生産量の推移を図 1.4-2 に示す。2019 年は 1,868 万トンと 2,000 万ト

ンを若干下回ったものの、2016 年から 2018 年は 2,000 万トンを上回った特殊鋼生産量とな

っている。 

 

 

出所）日本鉄鋼連盟、2019 年 12 月 需給統計(Excel)より作成 

図 1.4-2 特殊鋼の生産量の推移 
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4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し 

多くの電気炉メーカーで採用されている「三相交流電気炉」は、円形の炉体に対し 3 本の

電極が三角配置されているが、この炉では電極近傍の溶けやすい場所「ホットスポット」と、

電極と電極の間に生じる溶けにくい場所「コールドスポット」が発生する。このコールドス

ポットに残る未溶解スクラップを溶かすために余分な溶解時間が掛かり、電力コストに悪

影響を及ぼしていることが永年の課題となっていた。そのため、従来技術ではこれを解消す

るためにコールドスポットにバーナーを配置するのが主流となっており、能率の向上とい

う面では効果が上がるものの、エネルギー原単位の悪化は避けられない。 

そこで、この不均一溶解を抜本的に解消するために、電気炉の炉体自体を旋回させること

ができる世界最新鋭の炉体旋回式電気炉が開発された。 

開発された炉体旋回装置の基本構成を図 1.4-3 に示す。 

 

 

出所）大同特殊鋼（株） 

図 1.4-3 炉体旋回装置の基本構成 

 

1.4.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

電炉による特殊鋼製造業のベンチマーク指標は電気炉による粗鋼製造工程（いわゆる上

工程）と鋼片から特殊鋼製品を製造する工程（いわゆる下工程）における生産量当たりのエ

ネルギー使用量の和として定義されている。目標値は 0.36kl/t 以下とされている。 
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2. 指標の達成状況 

表 1.4-1 ベンチマークの達成状況 

報告年 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 5/19 6/19 5/19 3/16 4/18 

達成率 26.3% 31.6% 26.3% 18.8% 22.2% 

平均値(kl/t) 0.57 0.56 0.64 0.69 0.67 

 

電炉による特殊鋼製造業のベンチマーク指標の達成状況を表 1.4-1 に示す。報告年によ

り、かなりのばらつきが見られる。ベンチマーク指標の平均値は、0.57～0.69kl/t で推移し

ており、直近の 3 年では 0.6kl/t を上回る結果となっている。 

特殊鋼は現在、ベンチマークのみを達成している企業が 17％あり、原単位のみを達成し

ている企業が 33％ある（両者の未達成は 44％）。 

 

3. 指標のばらつきの推移 

高水準の変動係数（大きいばらつき）が継続しており、ベンチマーク指標に関する妥当性

等を点検する必要があると考えられる。 

 

4. 指標の課題 

電炉による特殊鋼製造業の達成率を見ると、20％前後で横ばいとなっている。それは電炉

による普通鋼製造業のベンチマークのばらつきが一部の製造事業者にとってベンチマーク

目標の達成に困難となっていることを示唆している。そのため、ベンチマークのばらつきを

もたらしている原因等を調査し指標の合理性を点検する必要がある。 

 

5. 主な影響要因 

電炉による特殊鋼製造業におけるベンチマークのばらつきの原因として、 

・ 製造製品構成 

・ 製造設備構成（保有設備） 

・ 設備稼働率 

・ 生産規模 

・ 気候要因 

等が考えられる。 

ここで指標の合理性を検討する観点から、製品構成、設備構成の２つに絞って検討する。

その理由として、既に主な製品については 1.4.1において記載している通りであるが、製造

製品により製造工程が異なることにより、エネルギー原単位に影響を与える。加えて、小ロ

ット生産が特徴であり製造製品の切り替えによるエネルギー原単位への影響がある。した
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がって、主力製品および製造設備によってエネルギー原単位にも差が生じることになる。一

方、生産量規模や設備稼働率は市況の影響要素とはいえ、ここでは検討の対象外とする。 

 

6. ヒアリング等による調査 

 個別企業へのヒアリングおよびデータ収集については、経営情報等が含まれる可能性が

あるため実施しなかった。 

 

7. 課題分析の結果 

電炉による特殊鋼製造業のベンチマークのばらつきの課題を解決する方法に関して、ま

た、どのような指標であれば各社が取り組める目指すべき指標となり得るかという課題に

ついて、「製品構成の違いにより実態的なベンチマークが異なることが最大の障壁となって

いる」との結論を得た。 

そこで、製品構成を考慮した以下の方法により、現状のベンチマーク指標の見直しを検討

した。 

1. 付加価値による原単位（製品構成を金額で補正） 

2. 製品の細分化による原単位（製品の細分化による補正） 

3. プロセスの保有状況による報告値の補正（製品構成による各プロセスの有無で補正） 

4. BAT 導入率による指標（製品構成による各プロセスへの BAT 導入率での評価） 

 

1.4.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査 

電炉による特殊普通鋼製造業のエネルギー効率に関する国際比較の調査・研究の結果を

図 1.4-4 に再掲する。本調査では、普通鋼と特殊鋼を合わせた結果となっているが、日本の

電炉製造業の効率は、世界最高水準となっている。 
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出所）RITE、2015 年時点のエネルギー原単位の推定（鉄鋼部門-スクラップ電炉鋼） 平成 30 年 

図 1.4-4 スクラップ電炉鋼一次エネルギー原単位最終推計値（2015 年）（再掲） 

 

2. 目指すべき水準 

目指すべき水準については、指標の見直しに合わせた検討が必要と考えられる。 

 

3. ヒアリング等による調査 

ヒアリング等は実施していない。 

 

1.4.4. 今後の検討方向性 

表 1.4-2 の 4 オプションからどれが実行可能性が高いかを検討したところ、「2 製品カテ

ゴリーの細分化」と「3 報告値の補正」に検討の可能性がある。「1 付加価値額ベース」によ

る見直しを実施するためには付加価値の定義が難しく、「4BAT 導入率」については一律に

決定することは難しい。次年度以降、様々な現状調査や議論を深めてベンチマークの改善に

向けた検討が必要と考えられる。 

ベンチマークの改善にかかる方法論の見直し案を普通電炉鋼での議論と同様に表 1.4-2

として整理し、上記の方向性とすることとなった。 
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表 1.4-2 省エネベンチマークの改善にかかる方法論の整理 

注）同表 1.3-3（再掲載） 

１：付加価値額ベース ２：製品カテゴリーの細分化 ３：報告値の補正 ４：BAT導入率

作業

・付加価値の定義の設定

・製品の違いによる付加価値の

差異の確認

・カテゴリーの定義

・カテゴリー毎のBMの設定

・各プロセスの標準値の設定

・プロセスの有無による補正係

数の設定

・BAT設備の定義

・BATの重み付けの設定

・BATのエネルギー換算もしく

は普及率でのBM定義

メリット

・エネルギーと付加価値の相関

性が高い

・経営判断に親和性あり

・製造製品構成の違いを補正 ・プロセスの違いを補正

・既存のBM値を適用（拡大）

可能

・わかりやすい

デメリット

・付加価値への市況の影響があ

る

・付加価値額の実質化が必要

・個社単位のBMの可能性

・カテゴリーの適正化

・カテゴリー毎のBMの設定

・プロセスの選定および補正値

の設定

・製品の混在製造時の設定

・BAT導入の難易度（コスト含

め）の反映

・製品によりBATの必要性が異

なる

・エネルギー管理（O&M等）

による省エネ努力が反映されず
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1.5. セメント製造業の検討状況 

1.5.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

セメント生産には原料工程、焼成工程、仕上げ工程と出荷工程等４つの工程からなる

（図 1.5-1）13。 

原料工程は石灰石、粘土、珪石、酸化鉄原料を調合し、「原料粉砕機」（原料ミル）で粉

砕する工程である。原料粉砕機は現在、乾燥、粉砕、粗粉と微粉との３つの機能を合わせ

もつ、いわゆる「たて型ミル」が主流となっている。この工程では製鉄所からの副産物で

ある高炉スラグ、石炭火力発電所の石炭灰や、各種の廃棄物の有効利用を進めており、安

定した品質のセメントを生産するには設備の改善や運転管理技術の向上が求められてい

る。 

 焼成工程はセメント製造の中心的な工程であり、この工程では原料が高温のロータリー

キルンに送り込まれて徐々に化学変化することにより水硬性をもった化合物の集まりであ

るクリンカが焼成される。この工程はエネルギー効率を向上させるために、粉体原料を直

接「ロータリーキルン」（回転窯）に送り込むのではなく、プレヒータ（事前加熱）を通

過させてから送り込む方式を採用するのが一般的となっている。その後、クリンカは冷却

機（クーラ）に入り急冷され、これにより熱くなった空気は乾燥用空気や燃焼用空気とし

て再利用してエネルギー利用効率を向上できる。   

 仕上工程はクリンカに石膏、混合材を添加して粉砕して粉末状のセメントにする工程で

ある。この工程でも火力発電所などの排煙脱硫で発生する排脱石膏や、いろいろな化学工

業から発生する副産石膏が使用され、有効に活用されている。さらに高炉水砕スラグの微

粉末やフライアッシュ（ＪＩＳ規格品の石炭灰）を一定比率混合した混合セメントを生産

して省資源・省エネに貢献できる。この工程では、予備粉砕機を導入し粉砕効率を改善す

ることによりセメント１ｔ当たりの消費電力を 20～40％低減できる省エネ技術が開発され

ている。 

 

 
13 一般社団法人セメント協会 HP、http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jd3.html 
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注）図中の各工程の説明文書は以下となっている。 

①原料-粉砕工程：主な原料である石灰石、粘土、けい石、酸化鉄原料を中心に、所要の構成成分にな

るように粉砕、乾燥、混合して成分が安定した粉体原料を作ります。最近では、多くの廃棄物・副産物を

熱エネルギーや原料の代替として活用しています。原料代替として使用するものは、その成分を有効活用

できるように混合しています。 

②焼成工程：この工程では、粉体原料を所定の温度になるまで加熱し、セメントとしてのすばらしい機

能を発揮する水硬性の化合物になるように焼成します。最高温度（1450℃）に達して所定の化学反応を終

えた後、エアークエンチングクーラーで一気に冷却してクリンカ（写真）と呼ばれる黒い塊を作ります。

*注）プレヒーターは、仮焼却炉の有無で 2 つに分類される。仮焼炉の有るものを NSP（ニューサスペン

ションプレヒーター）方式、無いものを SP（サスペンションプレヒーター）方式という。現在稼働中の

57 基のうち 48 基が NSP 方式、残りの 9 基が SP 方式である。 

③仕上げ工程：焼成工程で得られたクリンカに、セメントの硬化速度を調整する役割を果たす「石こ

う」を加え、細かい粉末になるまで粉砕してセメントが完成します。また、高炉セメントやフライアッシ

ュセメント等の混合セメントは、この工程で高炉スラグやフライアッシュ等の混合材をセメントに加えて

作ります。 

出所）一般社団法人セメント協会 

図 1.5-1 セメント製造工程 

 

2. エネルギー消費の分布状況 

上記 4 つの生産工程のエネルギー消費分布は図 1.5-2 に示す通り、原料工程 8％、焼成工
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程 82％、仕上げ工程 10％、出荷工程等が 1％程度とされている。焼成工程が 8 割以上のエ

ネルギーを消費しているため、省エネにとって最も重要な工程となっている。

出所）経済産業省・工場等判断基準ワーキンググループ資料（2020）14 

図 1.5-2 セメント製造工程におけるエネルギー分布 

また、焼成工程のエネルギーに着目すると、この工程では非常に高い温度（約 1450℃）

でクリンカを焼成するのが特徴であり、熱の 99%以上がこの工程で消費される（表 1.5-1）。 

表 1.5-1 生産工程別・エネルギー源別のエネルギー消費分布 

原料工程 焼成工程 仕上げ工程 出荷工程 

熱 ＜０.５％ ＞９９％ ＜０.５％ ０％ 

電力 約３０％ 約３３％ 約３７％ ＜１％ 

出所）経済産業省資料15より作成 

セメント業界における地球温暖化対策の取組・低炭素社会実行計画・2017 年度実績報告

によると、セメント生産のエネルギー消費原単位が概ね改善傾向にあることがわかる（図 

1.5-3）。ただし、同報告によると、セメント製造では多種多様な廃棄物が利用されているな

か、熱エネルギー代替廃棄物使用割合の減少が原因で原単位が一時的に悪化していた。 

14 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/2019_004.html 
15 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/007_01_05.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/2019_004.html
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出所）セメント業界における地球温暖化対策の取組 低炭素社会実行計画 2017 年度実績報告16

より作成 

図 1.5-3 セメント生産のエネルギー消費原単位 

 

3. 主な製品 

一般に「セメント」とは「ポルトランドセメント」を意味し、特に普通ポルトランドセメ

ントを指していることが多い。これは、普通ポルトランドセメントの用途範囲が非常に広く、

「オールラウンドなセメント」といえることからきている。しかし、そのほかにもセメント

の種類は数多く存在し、大きく分けると(1)ＪＩＳ規格に規定された(a)ポルトランドセメン

ト、(b)混合セメント、(c)それ以外のセメント、そして（2）特殊なセメントに大別できる17。

そのうち、普通ポルトランドセメントは表 1.5-2 に示すように、全体の約 71％を占めてい

る（2018 年度値）。エネルギー消費を見た場合、混合セメントはクリンカに高炉スラグ（「水

砕スラグ」などを直接混ぜるため、エネルギー消費原単位がポルトランドセメントより低い。 

なお、セメントの国内需要は 1991 年の 8,651 万トンをピークに 2019 年は 4,140 万トンと

ピーク時の半分以下に減少した。 

 

  

 
16 経済産業省 HP：

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/seishi_wg/pdf/2018_001

_05_01.pdf 
17 セメント協会 HP による（2020 年 3 月参照）http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jd2.html 
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表 1.5-2 種類別国内販売量（2018 年度） 

種類 生産量 構成比 

ポ ル

ト ラ

ン ド

セ メ

ント

普通 30,279 71.2 

超・早強 2,314 5.5 

中庸熱 860 2.0 

低熱 255 0.6 

耐硫酸塩 2 0.0 

その他 2 0.0 

計 33,374 79.4 

混 合

セ メ

ント

高炉 8,283 19.5 

シリカ 0 - 

フライアッシュ 126 0.3 

その他 227 0.5 

計 8,637 20.3 

その他セメント 119 0.3 

合計 42,499 100.0 

出所）セメント協会（2019）・セメントハンドブック 2019 年版により作成 

4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し

日本では 1990 年より湿式生産キルンは廃止され、より省エネの生産キルンへと切り替え

た。 

低炭素社会実行計画においては、排熱利用、クリンカクーラーの効率化、縦型石炭ミル

の導入、高炉スクラップミルの縦型化といった省エネ技術が想定されている。現在国内の

省エネ設備の導入率を表 1.5-4 に示す。 
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表 1.5-3 様式別国内セメント生産能力 

 

注）乾式キルン：サスペンションプレヒーター付（SP）、ニューサスペンションプレヒーター付

（NSP）、余熱ボイラー付（DB）、生灰焼成法（改良焼成法）（NCB）、レポールキルン（L）、シャフトキ

ルン（S）；湿式キルン：フィルター付（WF）、フィルター付・ボイラ付（WFB）、ロングキルン（W） 

出所）セメント協会（2019）、セメントハンドブック 2019 年度版 
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表 1.5-4 日本国内セメント製造における省エネ設備の導入率 

省エネ設備名 設備の概要 導入率(%) 

竪型原料ミル 原料の粉砕 42 

竪型石炭ミル 石炭の粉砕 76 

高効率クリンカクーラ 熱回収効率が高いクリンカ冷却機 64 

仕上げミル 予備粉砕として仕上げミル前に設置する予備粉砕機 43 

高効率セパレータ 分級性能の高いセメント製造用分級機 88 

竪型スラグミル スラグの粉砕 73 

排熱発電 焼成炉からの排熱利用による発電設備 71 

出所）経済産業省資料（2018）18より作成 

また、セメント業界の低炭素社会実行計画（2019 年）によると、一部の省エネ設備の実

績導入率が上表と異なっているが、これらの省エネ設備は今後もさらに導入の拡大が計画

されている。また、立地状況等による必ずしも 100%導入できないことをうかがわせる。 

 

  

 
18 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/007_01_05.pdf 
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表 1.5-5 セメント製造業における BAT 技術 

 

注 1 BAT の項目は、省エネルギーの技術ブック集「Energy Efficiency and Resource Saving Technologiesin 

Cement Industry」（2009）等にあげられている技術のうち、実績並びに導入予定があるものをあげた。 

注 2 2011～2018 年度の導入実績設備の削減見込量算出結果 

注 3 普及率はすべての生産高に対して、省エネ設備を有する設備によって生産された割合により示す。

よって、生産量変動により普及率は多少する。 

出所）セメント協会、セメント業界の「低炭素社会実行計画」（2019 年）より作成 

 

1.5.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

セメント製造業のベンチマーク指標は原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それ

ぞれの工程における生産量又は出荷量当たりのエネルギー使用量の和として定義されてい

る。目標値は 3,739MJ/t 以下とされている。本目標値は平成 28 年度に改定されており、そ

れまでの目標値は 3,891MJ/t 以下であった。 

 

2. 指標の達成状況 

セメント製造業のベンチマーク指標の達成状況（表 1.5-6）をみると、達成率が 3 割弱

の状況が続き、近年では 4 分の 1 の事業者がベンチマークを達成している。 
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表 1.5-6 ベンチマークの達成状況 

報告年 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 5/17 5/17 5/17 4/16 4/16 

達成率(※) 29% 29% 25% 25% 25% 

平均値 4,190 4,179 4,204 3,993 3,968 

変動係数 0.147 0.136 0.177 0.082 0.075 

(※) H26~H27 の目標値は 3,891MJ/t、H28~H30 の目標値は 3,739MJ/t  

 

3. 指標のばらつきの推移 

ベンチマーク指標の平均値は漸減しており、変動係数も縮小傾向にあることが分かる。 

 

4. 指標の課題 

セメント製造業の達成率を見ると、H28 年度改正後の 3 年間で 25％を続けている。それ

はセメント製造業のベンチマークのばらつきが一部の製造事業者にとってベンチマーク目

標の達成に困難となっていることを示唆している。そのため、ベンチマークのばらつきをも

たらしている原因等を調査し指標の合理性を点検する必要がある。 

 

5. 主な影響要因 

セメント製造業におけるベンチマークのばらつきの原因として、主に 6 つの要素（生産量

規模、設備稼働率、製品構成、受け入れる廃棄物量、省エネ設備導入率、エネルギー管理）

が考えられる。生産量規模や設備稼働率は市況の影響要素とはいえ、事業者が取り組んで対

応すべきであり、省エネ設備導入率、エネルギー管理は省エネの取り組みそのものであり、

ベンチマーク指標が捉えようとするものでもあることから、ここでは指標の合理性を検討

する観点より、「製品構成」と「受け入れる廃棄物量」という 2 つの要素に絞る。 

 

6. ヒアリング等による調査 

 日本セメント協会の協力を得て影響要因についてヒアリング調査を実施した。 
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表 1.5-7 セメント製造業における廃棄物・副産物使用量（2018 年度） 

種類 主な用途 生産量 

高炉スラグ 原料、混合剤 7,852 

石炭灰 原料、混合剤 7,681 

汚泥、スラッジ 原料 3,267 

副産石こう 原料（添加剤） 2,229 

建設発生土 原料 1,531 

燃えがら（石炭灰は除く）はいじん、ダスト 原料 1,530 

非鉄鋼滓等 原料 811 

廃プラスチック 熱エネルギー 718 

木くず 熱エネルギー 517 

鋳物砂 原料 455 

製鋼スラグ 原料 387 

廃油 熱エネルギー 335 

廃白土 原料、熱エネルギー 264 

再生油 熱エネルギー 223 

ガラスくず等 原料 152 

廃タイヤ 原料、熱エネルギー 70 

肉骨粉 原料、熱エネルギー 60 

RDF, RPF 熱エネルギー 40 

ボタ 原料、熱エネルギー 0 

その他 ― 459 

合計 ― 28,586 

セメント生産高 60,074 

生産高 1t 当たりの使用量(kt/t) 476 

出所）セメント協会（2019）、セメントハンドブック 2019 年度版より作成 

 

 まず受け入れる廃棄物量については、表 1.5-7 に示す通り、セメント製造業が多種多様

な廃棄物を受け入れている一方、それぞれの種類の廃棄物は異なっているエネルギー消費

効果をもたらしている。例えば、下水汚泥等のウェット廃棄物は水分が多いためベンチマ

ーク指標の悪化要因となる。一方で、廃プラスチック等の廃棄物は化石由来の熱エネルギ

ーの削減に寄与し、ベンチマーク指標の改善要因となる。なお、これらの廃棄物の受け入

れ量は事業者の立地条件等によって異なるため、事業者間の差異の原因となっていること

が考えられる。 

一方、製品構成については、ポルトランドセメントはエネルギー消費原単位にとって有利
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となるものの、現在のベンチマーク指標ではポルトランドセメントのみを考慮しているた

め、ベンチマーク指標の合理性には影響しない。 

7. 課題分析の結果

上記の分析により、セメント製造業のベンチマーク指標は事業者の受け入れる廃棄物の

量と種類から影響を受けていると考えられる。同指標を改善するには、廃棄物の種類、数量、

使用される工程、発熱係数等を測定する必要がある。しかしながら、こうした統計を取るこ

とは現時点では困難であるため、ベンチマーク指標は現状維持されることが望ましい。当面、

現状のベンチマーク指標を用いて各事業者の省エネルギー努力を評価していくことが妥当

と考えられる。 

1.5.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査

＜例１＞2017 年における比較

出所）International Energy Agency, Energy Efficiency Market Report 2017, 2017 年 

図 1.5-4 クリンカのエネルギー消費の国際比較（2017 年） 

IEA では、セメントの BAT 技術を（dry-process kiln with pre-calciner and 6 stage cyclone 

pre-heater、6 段階サイクロン予熱機と仮焼炉付きの乾式キルン）として定義しており、そ

の水準は 3 GJ/tonne clinker としている。日本の BM 水準である 3,739MJ/t（高位発熱量）を

比較可能な数字にするために、高位発熱量から低位発熱量へ換算し、クリンカ焼成分のエ

ネルギー原単位を割り出す必要がある。高位から低位は 0.90（石油や石炭の使用を想定）

を乗じ、ベンチマーク原単位のうち 92%がクリンカ焼成までであることから 0.92%を乗じ

ることにより比較可能な数字として 3,095（＝3739×0.95×0.82）MJ/t を算出する。したが
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って、現状の日本のベンチマーク水準（3,095MJ/t）はほぼ IEA が定義した BAT 技術ベー

スの水準（3GJ/t）とほぼ同等となっている。 

国際水準の比較においては、セメント生産のエネルギー原単位は使用燃料、設備の種類

と年齢、予熱が必要な量などに影響を受けることを留意する必要がある。例えばインド

は、新しくより効率的な生産能力とより低水分の地元産の原材料の組み合わせによって

BAT 数値に最も近くなっている。BAT から乖離している国では、BAT を採用することによ

って、熱エネルギー消費量の 20％を削減することが可能であるが、キルンのアップグレー

ドには時間と資金が必要となる。そのため、図中にあるインドのエネルギー消費原単位が

トップにある。 

 

＜例２＞2005 年・2010 年における比較 

 

注 1）熱投入量には化石燃料のみならず、投入した副産物・廃棄物の熱量を含む。 

出所）公益財団法人地球環境産業技術研究機構、2010 年時点のエネルギー原単位の推計（セメント部

門）、2014 年 

図 1.5-5 クリンカのエネルギー消費の国際比較（2005 年・2010 年） 

 

2005 年及び 2010 年における比較において日本の熱エネルギー原単位は世界でトップレ

ベルにあると言える。 

 

＜比較の差異の注意点＞ 

一方、国際比較においては、エネルギー消費のバウンダリーの違いにも注意する必要があ

る。例えば、下図に示すように、日本と中国のエネルギー消費のバウンダリーを比較すると、

中国の場合原料としての廃棄物の処理用エネルギーとセメント混合材としての廃棄物の処

理用エネルギーが含まれていないことから、両者のエネルギー消費原単位を直接比較する

と中国のエネルギー原単位が低い傾向になると思われる。 
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図 1.5-6 セメント製造におけるエネルギー消費のバウンダリーの比較（日中比較例） 

 

2. 目指すべき水準 

今後、必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要と考えられる。 

 

3. ヒアリング等による調査 

本論点に関して、アンケートを実施し、一定の状況下で現在の目標値を 2030 年までに達

成できる見込みを得ることができた。 

 

1.5.4. 今後の検討方向性 

セメント製造業におけるベンチマークの今後の検討方向性に関しては、まず指標に関し

ては最も影響が大きい要因となっている廃棄物の統計が困難なため、中長期的な視野で見

直していくことが考えられる。一方、ベンチマークの目標に関しては、これまで制度の運営

方針でトップ 15％事業者の水準から容易に新しい目指すべき水準を算出できるが、達成す

べき年度に関してはこれまで十分に議論されていない。今後は最新の省エネ技術や国際水

準の動向を踏まえることが重要である。 
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1.6. 洋紙・板紙製造業の検討状況 

本節では、4A 洋紙製造業と 4B 板紙製造業におけるベンチマーク指標の在り方について

検討する。 

1.6.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス

洋紙製造業および板紙製造業を合わせた製紙業(以降、製紙業)19における生産プロセスに

は、上工程と下工程がある。 

製紙業における上工程はパルプ20製造工程のことであり、木材チップからパルプを製造す

る工程を指す。パルプは製造工程および原料の違いから、主に化学パルプ、機械パルプ、古

紙パルプに分けられる。 

化学パルプは化学薬品を用いて製造されるパルプを指す。化学パルプの製造工程では、木

材チップを化学薬品とともに蒸解釜において溶かしたのちに、晒装置においてパルプの漂

白を行う。図 1.6-1 に化学パルプの製造工程を示す。 

化学パルプ製造工程において特筆すべきは、機械パルプや古紙パルプの製造工程と異な

り、黒液が生じる点であろう。黒液は、木材チップから化学薬品を用いて繊維を取り出した

残渣である廃液のことを指す。黒液は燃料として利用可能であり、回収ボイラーを用いて、

黒液を燃焼させ蒸気を生じさせる。この蒸気は発電や、上工程(パルプ製造工程)から後ほど

述べる下工程(抄紙工程)まで一貫生産する工場(以降、一貫製紙工場)では、下工程の乾燥に

も使用される。黒液は木材由来の燃料であるため、再生可能エネルギーに分類され、製紙業

における高い再生可能エネルギー利用率に貢献している21。 

19 本節において、以降、特段の指定がない限り、製紙業との語句には、洋紙製造業と板紙製造業の双方

の意味を含む。 
20 パルプとは主に木材から繊維を取り出したものであり、原料（木材）と製品（紙）の中間財である。 
21 製紙業における燃料種については、次の「エネルギー消費の分布状況参照」を参照されたい。 
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出所）経済産業省(2008)「平成 19 年度製造産業技術対策調査(製紙産業の環境エネルギー分野に関する

調査)報告書(受託先日本エネルギー経済研究所)」 

図 1.6-1 製紙業における上工程(化学パルプ製造工程) 

 

機械パルプは、化学パルプとは異なり化学薬品を使用せず、木材チップを物理的に磨砕す

ることにより製造されるパルプを指す。機械パルプの製造工程は、製造されるパルプによっ

て多少異なるが、機械的に木材繊維を解す工程(下図におけるリファイナー)を経て、除塵や

脱水を行う精選工程を通過し、晒装置において漂白する流れとなる（図 1.6-2）。 

 

 

出所）経済産業省(2008)「平成 19 年度製造産業技術対策調査(製紙産業の環境エネルギー分野に関する

調査)報告書(受託先日本エネルギー経済研究所)」 

図 1.6-2 製紙業における上工程(機械パルプ製造工程) 
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古紙パルプは、古紙を原料としたパルプのことを指す。古紙パルプは、回収してきた古紙

を解しホチキス等の不要物を除くプロセスである離解・除塵工程、インクを分離するプロセ

スである脱墨工程を経たのち、晒装置においてパルプの漂白を行う（図 1.6-3）。

出所）経済産業省(2008)「平成 19 年度製造産業技術対策調査(製紙産業の環境エネルギー分野に関する

調査)報告書(受託先日本エネルギー経済研究所)」 

図 1.6-3 製紙業における上工程(古紙パルプ製造工程) 

ここまで、上工程であるパルプ製造工程を俯瞰してきたが、次は下工程について触れる。 

製紙業における下工程は、抄紙工程のことであり、図 1.6-4 に上工程で製造されたパルプ

から紙製品を製造する工程を指す。抄紙工程は、複数のパルプより成分の調成を行った上で、

ワイヤーおよびプレスパートにおいて水分を一定程度搾った後、ドライヤーパートにおい

て乾燥する。その後、必要に応じて、塗料を表面に塗布する塗工工程を経た後、仕上げ工程

を行う。 

出所）経済産業省(2008)「平成 19 年度製造産業技術対策調査(製紙産業の環境エネルギー分野に関する

調査)報告書(受託先日本エネルギー経済研究所)」 

図 1.6-4 製紙業における下工程(抄紙工程) 
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製紙業における生産プロセスを、上工程であるパルプ製造工程と、下工程である抄紙工程

に分け解説したが、パルプ製造から紙製品の製造まで連続して生産する一貫製紙工場も存

在する。特に大手企業においては一貫製紙工場にて紙製品の生産を行っているとされる22,23。 

 

2. エネルギー消費の分布状況 

ここでは、製紙業におけるエネルギー消費状況を概観する。 

まず、製紙業においてどのような燃料が消費されているかを確認する。日本製紙連合会が

低炭素社会実行計画フォローアップワーキングへ提出した調査票に基づき、省エネ法の対

象である熱・電気を含む化石エネルギー24と、対象外である再生可能エネルギーと廃棄物エ

ネルギーに区分した図を下記に示す。 

 

 

出所）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 製紙・板硝子・セメント等ＷＧ (2020) 

「資料 4 日本製紙連合会資料 資料 4-2 フォローアップ調査票」25より作成 

図 1.6-5 製紙業における燃料種別構成比(2018 年度) 

 
22 国土交通省(2017)「2016 年度 貨物自動車運送事業における生産性向上に向けた調査事業 荷主業界

ごとの商慣行・商慣習や物流効率化の取組状況の調査報告書 紙・パルプ編」 

http://www.mlit.go.jp/common/001198493.pdf 
23 リスクモンスター株式会社(2020)「パルプ・紙・紙加工品製造業（産業分類コード 14）」 

https://www.riskmonster.co.jp/study/report/pdf/industryreport202002_4.pdf 
24 省エネ法におけるエネルギーの詳細な定義は資源エネルギー庁の下記 URL を参照されたい。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/ 
25 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/seishi_wg/2019_001.htm

l 

省エネ法の対象

(化石エネ)

46.3%

省エネ法の対象外

(再エネ＋廃棄物)

53.7%
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製紙業のエネルギー消費における特筆すべき特徴として、再生可能エネルギーと廃棄物

エネルギーの比率が高いことが挙げられる。製紙業においては、省エネ法の対象である化石

エネルギーの消費比率は 46.3%に留まる。他方で、省エネ法において、エネルギー使用量と

して計上されない再生可能エネルギーと廃棄物エネルギーの比率が過半数(53.7%)を超えて

いることがわかる。 

再生可能エネルギーと廃棄物エネルギーの比率が高い要因としては、製紙業においては、

前述した化学パルプ製造工程において産出される黒液の利用が進んでいることが挙げられ

る。 

その他の要因としては、木材チップを生産する過程で生じる木くず廃材や、古紙パルプを

製造した際の残渣である PS(paper sludge:製紙スラッジ)、古紙と廃プラスチックの合成固形

燃料である RPF（Refuse Paper & Plastic Fuel）など、黒液以外にも製造工程で生じた廃棄物

を有効利用していることが挙げられる。 

すなわち、製紙業では原料である木材より派生した資源の再利用進んだ結果、再生可能エ

ネルギーがエネルギー消費の過半数以上に達した。

次に、製紙業における製品(工程)別のエネルギー消費量を確認するために、日本製紙連合

会が石油等消費動態統計年報26から整理したエネルギー消費フローに基づき、作成した図を

下記に示す。 

26 なお、石油等消費動態統計年報には、化石エネルギー以外にも黒液や廃材といった再生可能エネルギ

ーと廃棄物エネルギーも対象として含まれる。 
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注 1：電力は 3.6MJ/kWh(860kcal/kWh)で計算 

出所）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 製紙・板硝子・セメント等ＷＧ (2020) 

「資料 4 日本製紙連合会資料 資料 4-2 フォローアップ調査票」27および「石油等消費動態統計年報」

より作成 

図 1.6-6 製紙業における製品(工程)別エネルギー消費量(2018 年度) 

2018 年において、上工程であるパルプ製造工程では年間 84.2PJ を消費している。下工程

である抄紙工程を見ると、紙では年間 135.2PJ のエネルギーを消費しており、上工程より多

くのエネルギーを消費していることがわかる。他方で、同じ下工程である板紙のエネルギー

消費は年間 64.5PJ であることから、紙と比較すると板紙のエネルギー消費の規模が小さい

ことがわかる。 

3. 主な製品

ここでは、主な製品を把握するために、経済産業省生産動態統計を用いて、パルプ・洋紙・

板紙の生産量と製品別構成比を確認する。 

⚫ パルプ生産量

27

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/seishi_wg/2019_001.htm

l 
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出所）経済産業省(2020)「生産動態統計 2019 年年計確報」28より作成 

図 1.6-7 パルプ製品別生産構成比(2019 年) 

 

2019 年に国内で生産されたパルプは 837 万 t であった。パルプ製品別の生産構成比（図 

1.6-7）をみると、化学パルプが最も多くその生産構成比は 94%に達する。化学パルプを細

分化してみると、LBKP が 69%と最も多く、NBKP13%、UKP12%と続く。化学パルプ以外

の比率は、機械パルプ 6%、その他 0.2%である。 

したがって、パルプ生産の大宗は化学パルプによって占められていると言える。 

 

⚫ 洋紙生産量 

 
28 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html#menu9 

機械パルプ
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その他パルプ

0.2%
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(広葉樹クラフトパルプ)
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(針葉樹クラフトパルプ)

13%
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(未漂白クラフトパルプ)

12%

化学パルプ

94%
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出所）経済産業省(2020)「生産動態統計 2019 年年計確報」29より作成 

図 1.6-8 洋紙における製品別生産構成比(2019 年) 

 

2019 年に国内で生産された洋紙は 1,347 万 t であった。洋紙の生産量を製品別にみると、

ポスターやカレンダーなどに使用される塗工印刷用紙の生産量が最も多く、洋紙生産量の

23%を占める。次に、新聞巻取紙 18%、書籍や雑誌に使用される非塗工印刷用紙 13%、ティ

ッシュペーパーやトイレットペーパーが含まれる衛生用紙 13%、プリンターのコピー用紙

などの情報用紙 10%と続く。 

以上より、洋紙は多種多様な製品を生産しており、パルプ製品のように特定の製品が大き

な生産シェアを有さず、比較的生産量は均一化していることが窺える。 

 

板紙生産量 

 
29 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html#menu9 
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出所）経済産業省(2020)「生産動態統計 2019 年年計確報」30より作成 

図 1.6-9 板紙における製品別生産構成比(2019 年) 

2019 年に国内で生産された板紙は 1,190 万 t であった。板紙の生産量を製品別にみると、

段ボール原紙が全板紙生産量の 81%に達する。段ボール原紙に次いで生産量が大きい製品

は、医薬品や食料品の包装容器や箱などに利用される紙器用板紙が 14%、その他雑板紙が

5％と続く。 

これらのことから、板紙は段ボール原紙の生産が大部分を占めていることがわかる。 

30 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html#menu9 
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4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し

製紙業の省エネ技術動向を把握するために、分野別の投資額と省エネ効果を示す。

表 1.6-1 製紙業における分野別投資額と省エネ効果の推移 

注 1:省エネ削減比率は各年度の化石エネルギー使用量に対する省エネ効果の比率 

出所）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 製紙・板硝子・セメント等ＷＧ (2020) 

「資料 4 日本製紙連合会資料 資料 4-2 フォローアップ調査票」31 

日本製紙連合会の低炭素社会実行計画フォローアップ調査票によると、製紙業はパルプ

製造工程や抄紙工程への省エネ投資に加え、エネルギー転換も含めた動力への投資も行っ

ていることが示されている。 

今後、導入が想定される省エネ技術を特定するために、低炭素社会実行計画において日本

製紙連合会が想定している BAT(Best Available Technology)を確認する。 

31

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/seishi_wg/2019_001.htm

l
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表 1.6-2 製紙業における導入を想定している BAT(Best Available Technology) 

 

出所）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 製紙・板硝子・セメント等ＷＧ (2020) 

「資料 4 日本製紙連合会資料 資料 4-2 フォローアップ調査票」32 

 

表 1.6-2 より、製紙業において利用が盛んな再生可能エネルギーの導入を更に促進する技

術に着目していることがわかる。例えば、化石燃料からバイオマス・廃棄物燃料への転換や、

黒液を回収する効率を向上させる高温高圧回収ボイラーの導入など想定されている。その

他には、古紙パルプ生産時のエネルギー原単位を改善する高効率古紙パルパーなどの省エ

ネ技術が注目されていることが窺える。 

 

 

  

 
32 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/seishi_wg/2019_001.htm

l 
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1.6.2. ベンチマーク指標 

本項では、製紙業のベンチマーク指標の現状を整理した上で、その指標の課題を分析する。 

1. 指標の定義

製紙業のベンチマーク指標と目標は、4A 洋紙製造業、4B 板紙製造業に分かれており、下

記のように定義されている（表 1.6-3）。 

表 1.6-3 製紙業におけるベンチマーク指標と目標 

区

分 
事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度 

4A 
洋紙製

造業 

洋紙製造工程におけるエ

ネルギー使用量を洋紙生

産量にて除した値 

6,626MJ／t以下 

[平成 28 年度まで：8,352MJ／t 以

下] 

平 成 21

年度 

4B 
板紙製

造業 

板紙製造工程におけるエ

ネルギー使用量を板紙生

産量にて除した値 

4,944MJ／t以下 
平 成 21

年度 

出所）資源エネルギー庁 (2018) 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の

基準（別表 1～5）（平成 30 年 3 月 30 日一部改正）」33より作成 

製紙業のベンチマーク指標は、2009 年度に導入されており、洋紙製造業においては 2017

年度よりベンチマーク目標が引き上げられた。 

また、ベンチマーク指標の集計対象となる製品は表 1.6-4 の通りである。 

表 1.6-4 製紙業におけるベンチマーク指標の対象製品と除外製品 

区分 事業 対象製品 除外製品 

4A 
洋紙製

造業 

新聞用紙、非塗工・塗工・微塗工

印刷用紙、情報用紙、包装用紙 

衛生用紙、雑種紙、特殊印刷用紙、薄

葉印刷紙 

4B 
板紙製

造業 
段ボール原紙、紙器用板紙 雑板紙 

出所）資源エネルギー庁 (2018) 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の

基準（別表 1～5）（平成 30 年 3 月 30 日一部改正）」34より作成 

33 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/beppyo30.pdf 
34 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/beppyo30.pdf 
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2. 指標の達成状況 

製紙業のベンチマーク目標の達成状況は表 1.6-5 の通りである。 

表 1.6-5 洋紙製造業におけるベンチマーク目標の達成状況 

報告年 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

ベンチマーク目標  8532 MJ/t  8532 MJ/t  8532 MJ/t 6626 MJ/t 6626 MJ/t 

平均 14,083  13,792  13,861  13,991  13,922  

標準偏差 5,649  5,401  5,451  5,588  5,519  

変動係数 0.401 0.392 0.393 0.399 0.396 

達成率 20% 20% 21% 17% 17% 

出所）資源エネルギー庁 「各年版 エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク

指標の報告結果について」35より作成 

 

表 1.6-6 に示すとおり、洋紙製造業においては、2014 年度から 2016 年度にかけては、ベ

ンチマーク目標の達成率は概ね 20%で推移しており、目標の水準が強化された 2017 年度以

降は約 17%の達成率である。また、ベンチマーク指標の平均値をみると横ばいで推移して

いることがわかる。変動係数をみると、平均値と同様に横ばいで推移しており、洋紙製造業

内の原単位のばらつきは変化していないことが示唆される。 

 

表 1.6-6 板紙製造業におけるベンチマーク目標の達成状況 

報告年 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

ベンチマーク目標 4944 MJ/t 4944 MJ/t 4944 MJ/t 4944 MJ/t 4944 MJ/t 

平均 8,549  8,486  8,299  7,830  7,764  

標準偏差 3,980  4,417  4,383  4,235  4,211  

変動係数 0.466 0.521 0.528 0.541 0.542 

達成率 16.1% 18.1% 13.3% 18.8% 18.8% 

出所）資源エネルギー庁 「各年版 エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク

指標の報告結果について」36より作成 

 

表 1.6-6 に示す通り、板紙製造業のベンチマーク目標の達成率は約 15%前後で推移してい

る。ベンチマーク指標の平均値の推移をみると、近年はエネルギー原単位が改善傾向にある

ことがわかる。他方で変動係数をみると、値の大きさは上昇傾向にあることから、板紙製造

業内のエネルギー原単位のばらつきは拡大傾向にあることが窺える。 

 

 
35 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/ 
36 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/ 
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3. 指標のばらつきの推移 

製紙業におけるベンチマーク指標のばらつきの推移は前述した通り、洋紙製造業におい

ては横ばい、板紙製造業においては拡大傾向にある。 

製紙業におけるベンチマーク指標のばらつきの大きさを具体的に把握するために、洋紙

製造業を例に、ベンチマーク対象企業のベンチマーク指標の分布を検討する。 

洋紙製造業のベンチマーク指標の分布に関しては、最小値が約 5,000MJ/t である一方で、

最大値は約 25,000MJ/t であり、最小値と最大値の差は約 5 倍に達する。 

次に、洋紙製造業・板紙製造業におけるばらつきの相対的な大きさを把握するために、他

のベンチマーク策定業種と変動係数を比較する。 

表 1.1-2 に示すように、電炉による特殊鋼を除き、他のベンチマーク策定業種の変動係数

は 0.2 以下であることがわかる。他方で、洋紙製造業および板紙製造業の変動係数は 0.4 以

上であることから、他の業種と比較しても、製紙業のベンチマーク指標のばらつきは相対的

に大きいと言える。 

 

4. 指標の課題 

ここまで、製紙業におけるベンチマーク指標を概観した結果、洋紙製造業・板紙製造業の

ベンチマーク指標の課題としては、業種内でのばらつきが大きいことが指摘できる。 

このばらつきの大きさは、同じくベンチマーク指標が策定されている他のエネルギー多

消費産業と比較しても大きい。 

ベンチマーク指標のばらつきが大きい場合、ベンチマーク目標と自社のベンチマーク指

標の乖離が大きく、ベンチマーク目標の達成が困難な事業者が一定規模存在することが考

えられる。そのような、乖離が大きい事業者に対しては、ベンチマーク目標が目指すべき水

準として効果的ではなく、エネルギー原単位の改善を促すというベンチマーク制度の目的

が機能していない可能性が高い。 

したがって、製紙業においては、ベンチマーク指標のばらつきを縮小することが求められ

ていると言える。 

 

5. 主な影響要因 

製紙業におけるベンチマーク指標のばらつきが生じる要因としては、ここまでの分析結

果から以下のような仮説が考えられる。 

 

 (仮説 1)再生可能エネルギーの導入量の違い 

「2. エネルギー消費の分布状況」で見たように、製紙業のエネルギー消費の過半数は再

生可能エネルギー（および廃棄物エネルギー）であった。ただし、この値は製紙業全体にお

ける値であり、事業者間では再生可能エネルギーの導入比率が異なることが考えられる。 

省エネ法では、前述の通り、化石エネルギーのみを評価の対象にしている。すなわち、化
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石エネルギーから再生可能エネルギーに転換した場合、再生可能エネルギーは省エネ法に

おいてはエネルギー使用量に計上されないため、ベンチマーク指標は改善する。 

したがって、ベンチマーク指標のばらつきが生じる要因として、省エネ法に表れない事業

者ごとの再生可能エネルギーの導入量の違いが寄与する可能性がある。 

再生可能エネルギーの導入量に関連して、パルプ製造工程の有無も間接的にベンチマー

ク指標のばらつきに影響を与えている可能性がある。「1. 対象範囲の生産プロセス」および

「2. エネルギー消費の分布状況」において分析した通り、化学パルプの製造工程において

は、黒液が発生し、その量は製紙業全体で見た場合、エネルギー消費量の 30%以上を占め

る。他方で、パルプを他社から購入するため、自社においてパルプ製造工程を有さない事業

者も存在する可能性がある。その場合、パルプ製造工程が無いため黒液の利用はできないこ

とから、再生可能エネルギーの導入量は大きく減少することが想定される。 

上記のようなケースの場合、パルプ製造工程の有無が再生可能エネルギーの導入量の多

寡の遠因となるため、ベンチマーク指標のばらつきへ負の影響を与える可能性がある。 

 

 (仮説 2)製造製品の違い 

「3. 主な製品」において確認した通り、製紙業では多様な製品を製造している。したが

って、製造している製品の違いによって、ベンチマーク指標のばらつきが拡大している可能

性がある。 

 

6. ヒアリング等による調査 

上記の仮設に基づき、製紙業の業界団体である日本製紙連合にヒアリングを行い、それぞ

れの仮説に対して、以下のようなコメントを得た。 

 

 (仮説 1)再生可能エネルギーの導入量の違い 

製紙業はパルプ製造工程で生じた黒液の利用やバイオマスボイラーの導入などにより、

高い再生可能エネルギー導入比率を誇り、再生可能エネルギー導入比率が高い事業者は、

エネルギー消費量の約 80%が再生可能エネルギーである。 

他方で、この再生可能エネルギーの導入比率は事業者間で大きく異なり、導入比率が低

い事業者ほどベンチマーク指標は悪化し、不利になる傾向がある。 

 

 (仮説 2)製造製品の違い 

 製紙業では洋紙製造業と板紙製造業間で製造している製品が異なる上に、洋紙製造業

においては多岐に渡る製品を製造している。 

 他方で、大手の事業者では、洋紙の製品のみならず、洋紙と板紙の製品も同一の生産ラ

インで製造していることから、製造製品がベンチマーク指標のばらつきに影響するとの

仮説が棄却される可能性が示唆された。 
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7. 課題分析の結果

日本製紙連合会の協力を得て、再生可能エネルギーと品種が、化石エネルギー原単位の大

きさ(ばらつき)に対してどの程度影響しているか分析を行った。その結果、以下のことが明

らかになった。 

 エネルギー原単位と再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの導入率が高まると、化石エネルギー原単位が改善する傾向が示さ

れた。他方で、一部では、再生可能エネルギー率が低いにも関わらず、エネルギー原単位が

低い事業者も存在した。 

これにより、「化石エネルギー原単位の大きさ」の多くの部分は再生可能エネルギーの導

入によって説明できるが、一部、再生可能エネルギーの導入では説明できない点があること

が明らかになった。 

 化石エネルギー原単位と品種

再生可能エネルギー以外の要因によって、化石エネルギー原単位が低い事業者が存在す

ることが示された。この要因は、洋紙製造業と板紙製造業の差異であった。 

このことから、再生可能エネルギーの導入比率が低いにも関わらず、化石エネルギー原単

位が低い事業者は生産品種によるものであることが分かった。 

したがって、ベンチマーク指標のばらつきを縮小するためには、洋紙製造業と板紙製造業

に分割した上で、再生可能エネルギーの影響を考慮することが必要であると考えられる。 

1.6.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査

製紙業におけるベンチマーク指標の国際水準を比較するために、主要国間の省エネポテ

ンシャルの比較を行う。
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注 1:数値は 2009 年における原単位当たりの削減可能量を指す。 

注 2:削減可能量は BAT(Best Available Technology)を導入した場合の値である。 

出所）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 製紙・板硝子・セメント等ＷＧ (2020) 

「資料 4 日本製紙連合会資料 資料 4-2 フォローアップ調査票」37、(原典は IEA (2012) “Energy 

Technology Perspective”) 

図 1.6-10 製紙業における主要国別省エネポテンシャル 

日本製紙連合会の低炭素社会実行計画フォローアップ調査票に記載されている資料によ

ると、日本の製紙業における省エネポテンシャルは主要国の間で最少であることが示され

ている（図 1.6-10）。この分析より、日本の製紙業は他国に先んじて先進技術を導入してい

ることや、既に省エネポテンシャルが小さいことが示唆される。 

なお、他国とベンチマーク指標を比較する際には、製造工程の有無に留意する必要がある。

特定の国では、国内木材資源の多寡により、必ずしも日本の大手製紙業に多いとされる一貫

製紙工場ではなく、生産工場が上工程(パルプ製造工程)と下工程(抄紙工程)に明確に分かれ

ているためである38。 

2. 目指すべき水準

洋紙・板紙製造業においては、ばらつきの改善を優先とすることとし議論は実施してい

ない。 

37

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/seishi_wg/2019_001.htm

l 
38 日本大百科全書 「紙パルプ工業」 

https://kotobank.jp/word/%E7%B4%99%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%97%E5%B7%A5%E6%A5%AD-1518947 
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3. ヒアリング等による調査

洋紙・板紙製造業においては実施していない。

1.3.4. 今後の検討方向性 

ここまでの分析により、製紙業におけるベンチマーク指標のばらつきは、省エネ法におい

て計上されない再生可能エネルギーに起因する可能性が高いことが示唆された。 

したがって、今後、製紙業におけるベンチマーク指標のばらつきを縮小するためには、再

生可能エネルギーの影響を制御する必要がある。 

ただし、省エネ法では、エネルギー使用量に再生可能エネルギーを計上しないことによ

って、暗示的に再生可能エネルギーの導入を促進しているとも捉えられる。再生可能エネ

ルギーの影響を安易に補正した場合、再生可能エネルギーの導入を阻害する可能性もあ

る。 

他方で、気候変動問題に対処するために、社会的な要請として多量の再生可能エネルギー

の導入が求められていることから、今後、他の業種が製紙業と同様の問題に直面することも

考えられる。 

これらの点を踏まえると、現行の省エネ法による化石エネルギー原単位を用いた評価方

法に加え、新たに再生可能エネルギーの影響を考慮した評価方法を並立させるなど、省エネ

と再生可能エネルギーの促進を両立させる方向で検討すべきであろう。 
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1.7.  石油精製業 

1.7.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

石油精製ベンチマークは全製油所が共通して保有している常圧蒸留装置、減圧蒸留装置、

接触改質装置、間接脱硫装置、接触分解装置の 5 つの装置を対象としている。具体的なベン

チマーク対象範囲は、図 1.7-1 の赤い点線部分である。 

 

 

 

出所）石油連盟「今日の石油産業 2019」から引用 

図 1.7-1 製油所の精製工程とベンチマークの対象範囲 

 

2. エネルギー消費の分布状況 

製油所の精製工程ごとのエネルギー消費についてはデータが公開されていない。石油連

盟の低炭素社会実行計画フォローアップ調査票では、工程別のエネルギー消費について図 

1.7-2 に示す関係があると説明されている。 
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出所）石油連盟「2019 年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査票」から引用 

図 1.7-2 精製工程のエネルギー消費量の関係 

 

3. 主な製品 

石油製品は、原油からガソリン、灯油、軽油、重油など複数の製品が一定の割合（得率）

で同時に生産される（連産品）という特性がある。一方で、需要においてはガソリン、灯油、

軽油などのいわゆる「白油」の割合が増加している。図 1.7-3 は国内の燃料油生産量の動向

である。近年では、重油の生産が減少、白油の割合が大きくなっている。 

 

 

出所）資源・エネルギー統計年報から日本エネルギー経済研究所作成 

図 1.7-3 燃料油生産量の推移 

 

4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し 

低炭素社会実行計画のフォローアップにおいて、石油連盟は目標達成のために以下の対

策を実施しており、これらは BAT の概念の合致する最新の対策であるとしている。 

 熱の有効利用に関するもの         ：約 35.7 万 KL（53％） 

 高度制御・高効率機器の導入に関するもの  ：約 12.2 万 KL（18％） 

 動力系の効率改善に関するもの       ：約  6.7 万 KL（10％） 
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 プロセスの大規模な改良・高度化に関するもの：約 13.4 万 KL（20％） 

 

また、革新的技術については、高効率な石油精製技術の基礎となる石油の構造分析・反応

解析等に係る研究開発事業に取組んでいる。具体的には以下の 3 つの主要なペトロリオミ

クス技術の活用・実証に取り組んでいる。 

（a）非在来型原油成分分析技術開発 

（b）RDS/RFCC 全体最適化技術開発 

（c）アスファルテン凝集制御技術開発 

 

1.7.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

石油精製工程におけるエネルギー使用量を、当該工程(全製油所が共通して保有している

常圧蒸留装置、減圧蒸留装置、接触改質装置、間接脱硫装置、接触分解装置の 5 つの装置)

に含まれる装置ごとの通油量に、当該装置ごとの世界平均等を踏まえて適切であると認め

られる係数を乗じた値の総和として得られる標準エネルギー使用量にて除した値と定義し

ている。目標値は、0.876 である。 

 

2. 指標の達成状況 

石油精製業のベンチマーク達成状況を表 1.7-1 に示す。平成 22 年度に導入以降、目指す

べき水準に変更はない。達成者数は年々増加しているが、ベンチマーク対象事業者の総数は

減少している。 

 

表 1.7-1 石油精製業のベンチマーク達成状況 

報告年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 2/14 1/14 2/13 4/13 3/13 3/12 1/10 4/10 

達成率 14.3% 7.1% 15.4% 30.8% 23.1% 25.0% 10.0% 40.0% 

目指すべき水

準 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

0.876 以

下 

平均値 0.955 0.946 0.934 0.913 0.921 1.023 0.913 0.912 

変動係数 0.125 0.117 0.073 0.073 0.069 0.410 0.035 0.071 

 

3. 指標のばらつきの推移 

達成率をみると、年度による変動はあるが増加傾向にあり、平均値も改善する傾向にある。

また、変動係数をみても、ばらつきの大きさの変動は大きくないものの、H28 と H29 には

大きな変動があった。 
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4. 指標の課題 

石油精製業を対象とするベンチマークの指標としての課題として以下が挙げられる。 

 重質原油の改質による精製工程の増加によるエネルギー消費量の増加はどの程度か。 

石油精製設備に投入される原油が重質化することで、エネルギー原単位が悪化する場合

に、これを適切にベンチマーク指標として反映できるのかという点である。 

 

5. 主な影響要因 

ばらつきの要因として稼働率の影響が考えられる。図 1.7-4 は年度平均処理能力、設計能

力稼働率の推移である。エネルギー供給構造高度化法への対応による製油所の能力削減が

進展したことで稼働率は上昇している。 

一方で、生産量は減少傾向にあり、図 1.7-3 に示したように生産構成に占める白油化が進

行している。このため、石油精製設備に投入される原油の性状によって重油改質装置の稼働

率が変動することが考えられる。 

これらの要因とベンチマークとの関係を図 1.7-5 散布図に示す。年度平均処理能力の減少、

稼働率の上昇によってベンチマークの平均値が改善する傾向にあることがわかる。 

 

出所）石油連盟「今日の石油産業 2019」から日本エネルギー経済研究所作成 

図 1.7-4 年度平均処理能力、設計能力稼働率の推移 
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出所）石油連盟「今日の石油産業 2019」、ベンチマーク制度の振り返りと今後の検討課題についてから作成 

図 1.7-5 ベンチマークの生産量等との散布図 

 

6. ヒアリング等による調査 

現在のベンチマークについて、石油連盟へのヒアリングを行った。その結果の概要を以下

に示す。 

1. ベンチマークに対する不公平感はベンチマーク対象事業者から上がっていない。た

だし、省エネ余地は小さく、数字上では難しい目標。 

2. 生産規模は、海外と比べなければベンチマークには影響しない。白油化の進行につい

ても同様。設備の操業は古いが、定期的な更新・改修を進めている。 

3. 生産構成は、各社の判断であり、省エネだけでなく経営や国内需要を見て判断してい

る。 

 

7. 課題分析の結果 

国内石油需要の白油化と輸入される原油の重質化が課題であるが、現行のベンチマーク

に重質油改質装置も含まれており、こうした需給環境の変化が反映された適切な指標であ

るため、指標としての見直しを行う必要はないと考えられる。 

 

1.7.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査 

石油連盟は、低炭素社会実行計画フォローアップの調査票に、図 1.7-6 に示す国際比較の

結果を報告している。これは、米国調査会社（Solomon Associates 社）による 2016 年の調査

結果を世界の主要地域毎の平均としている。日本を 100.0 とした場合、アジア 100.3、EU 

100.4、米国およびカナダ 111.3 であった（値が小さいほど高効率）。 
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出所）石油連盟「2019 年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査票」から引用 

図 1.7-6 製油所の効率国際比較 

 

2. 目指すべき水準 

今後、必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要と考えられる。 

 

3. ヒアリング等による調査 

ベンチマーク目標に関するヒアリング調査は実施していない。 

 

1.7.4. 今後の検討方向性 

ベンチマーク指標に関しては現時点では見直し不要としているが、ベンチマーク目標に

関しては必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要となっている。 
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1.8.  石油化学系基礎製品製造業 

1.8.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

石油化学基礎製品のベンチマークの対象範囲は、エチレンなどを生産するためのナフサ

クラッカーのエネルギー使用量となっている。また、ナフサクラッカーから得られる製品の

うち、エチレンの生産量、プロピレンの生産量、ブタン－ブテン留分中のブタジエンの含有

量及び分解ガソリン中のベンゼンの含有量の和となっている。 

図 1.8-1 に示すように、石油化学の生産工程から数多くの連産品が生産されているが、ベ

ンチマークの対象となるのは上流にあるナフサクラッカーである。 

 

 
出所) 日本化学工業協会、化学工業におけるベンチマークの考え方、2009 年 8 月 19 日から引用 

図 1.8-1 石油化学系基礎製品の生産プロセスの概要 

 

2. エネルギー消費の分布状況 

石油化学基礎製品ベンチマークの対象となるナフサクラッカーは、ナフサの分解炉、ガス

圧縮機、エチレン蒸留塔等で構成されるが、それぞれのエネルギー消費量がどの程度の割合

であるかは不明である。把握するためには、業界団体へのヒアリング、アンケート調査等が

必要となる。 

 

3. 主な製品 

ナフサクラッカーで分離されたエチレン、プロピレン、ブタン・ブチレン、ベンゼン、ト

ルエン、キシレン等を原料として、石油化学誘導品であるポリエチレン、ポリプロピレン、

塩化ビニル樹脂、PET、合成ゴム、ポリウレタン、ポリエステル樹脂等が製造される。 
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4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し 

低炭素社会実行計画フォローアップにおいて、日本化学工業協会は将来の革新的技術と

して、以下を挙げている。 

 二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 

 非可食植物由来原料による高効率化学品製造プロセス技術開発 

 有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 

 革新的印刷技術による省エネ型電子デバイス製造プロセス開発 

 次世代省エネ材料評価基盤技術開発プロジェクト 

 

1.8.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

エチレン等製造設備におけるエネルギー使用量をエチレン等の生産量（エチレンの生産

量、プロピレンの生産量、ブタン－ブテン留分中のブタジエンの含有量及び分解ガソリン中

のベンゼンの含有量の和）にて除した値を 11.9 GJ/t 以下を目標とする。 

 

2. 指標の達成状況 

石油化学基礎製品製造業のベンチマーク達成状況を表 1.8-1 に示す。平成 25 年までは達

成事業者が 1 社だけであったが、その後は半数がベンチマークの目指すべき水準を達成し

ている。 

 

表 1.8-1 石油化学系基礎製品製造業のベンチマーク達成状況 

報告年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 1/8 1/9 1/9 1/10 3/10 5/9 5/9 5/10 

達成率 12.5% 11.1% 11.1% 10.0% 30.0% 55.6% 55.6% 50.0% 

目指すべ

き水準 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

11.9GJ/t

以下 

平均値 12.5GJ/t 12.5GJ/t 12.6GJ/t 12.5GJ/t 12.5GJ/t 11.9GJ/t 11.3GJ/t 11.3GJ/t 

変動係数 0.048 0.040 0.048 0.048 0.056 0.092 0.186 0.177 

 

3. 指標のばらつきの推移 

ベンチマークの達成状況から、平均値は改善傾向であるが、一方で変動係数からばらつき

も拡大傾向にある。 

 

4. 指標の課題 

図 1.8-1 に示したように石油化学系基礎製品製造業のベンチマークの対象範囲はナフサ
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クラッカーであり、これは対象となる企業が共通して装備している装置であるため、ベンチ

マークのバウンダリーの設定としては適切なものである。一方で、ベンチマークを算出する

ためのデータ収集ガイドラインは整備されておらず、企業によってはベンチマーク対象と

なる石油化学基礎製品を外販している可能性があり、適切にベンチマークが算出されてい

るかは確認することができない。 

また、2 年または 4 年ごとの高圧ガス保安法に基づく定期修理が実施される業種であり、

年間の稼働率・生産量が減少し、エネルギー原単位が定期修理スキップ年と比べて悪化する。

しかし、ベンチマークを算出するうえでは考慮されていない。 

加えて、各社で生産されているベンチマークの対象製品の構成によってベンチマークの

ばらつきに影響する。ナフサを分解して石油化学基礎製品を得る際の温度条件によって、得

られるエチレンやプロピレンの量が異なるため、企業の判断や石油コンビナートの特性と

してエチレンの得率を増やしている場合には、高い分解温度が必要とするためエネルギー

使用量が増加してエネルギー原単位が悪化する。同様に、投入原料について、ナフサを投入

するか、LPG を投入するかもエネルギー原単位に影響する。 

 

5. 主な影響要因 

ばらつきの要因として、データ収集に関する課題を除けば、定期修理と製品構成の影響が

考えられる。 

高圧ガス法によって 2 年または 4 年に一度の定期修理が実施される。この期間及び前後

は設備の停止によって生産量が減少、年間でみた原単位の悪化要因となる。そこで、過去の

ベンチマーク実績と化学品ハンドブックに掲載されている定修年を基に、過去 2010 年から

2017 年の定修年を推定して、定期修理によるベンチマークへの影響を試算した。その結果、

企業ごと影響は異なるが、定期修理による影響として－1%から－5%程度改善率となった。

ただし、トラブル停止や定修年の推定方法に誤りがある可能性がある。また、2 つのプラン

トを保有している場合、どちらかが定修年だったとしても、それがベンチマークに影響した

かを特定することはできなかった。 

次に、製品構成については、立地するコンビナート内での需要等に応じてエチレンとプロ

ピレンの得率が変化する。エチレンの得率を上げるには、分解温度を高めるため原単位が悪

化する。過年度の国内の生産実績を図 1.8-2 に示す。月ごとにエチレンとプロピレンの比率

が変化していることがわかるが、プラントごとのデータではないためどの程度のエネルギ

ー原単位への影響があるのかを特定することはできなかった。この生産量について、ベンチ

マークの平均値との散布図を図 1.8-3 に示す。この結果をみると、変動係数が大きく変動し

た 2016 年と 2017 年は、それまでの年度と大きく異なる水準にあり、生産量とベンチマー

クの関係は相関が低く、ばらつきの要因とはなっていない。 
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出所）経済産業省 生産動態統計より作成 

図 1.8-2 ベンチマーク対象製品の生産実績 

 

 

出所）経済産業省 生産動態統計等より作成 

図 1.8-3 オレフィン生産量とベンチマーク平均値 

 

6. ヒアリング等による調査 

ベンチマークに関して石油化学協会へヒアリングを行った。その結果は以下の通り。 

 近年、3 基のエチレンプラントが停止したことで全体として稼働率が上昇してベン

チマークに近付いている。ただし、本質的には蒸留塔のエネルギー効率に依存し、

生産構成や規模などは各企業の経営判断にばらつきが生じている。 
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 海外と比較する場合には、原料(重質分やエタン)や生産能力を考慮したものになる

よう IEA に要望してほしい。 

 

石油化学協会へのヒアリングを踏まえ、定期修理の影響についてヒアリングを行った。そ

の結果、定期修理により原単位への悪化は 1%～5%程度の範囲にあることが確認できた。 

また、ヒアリングを通じて、ベンチマークのばらつきについて、エチレン等を生産するた

めに、ナフサや LPG が原料として投入されるが、分解温度が異なるため LPG を投入した場

合には原単位が悪化するとのコメントがあった。 

 

7. 課題分析の結果 

実績データやヒアリングを踏まえた分析結果を以下に整理する。 

 投入原料：エチレン等を生産するために、ナフサや LPG が原料として投入されるが、

分解温度が異なるため LPG を投入した場合には原単位が悪化する。 

 製品構成：立地するコンビナート内での需要等に応じてエチレンとプロピレンの得

率が変化する。エチレンの得率を上げるには、分解温度を高めるため原単位が悪化す

る 

 定期修理：高圧ガス法によって 2 年または 4 年に一度の定期修理が実施される。こ

の期間及び前後は設備の停止によって生産量が減少、年間でみた原単位の悪化要因

となる。過年度の実績からの試算では、平均 1.6%程度の悪化要因となっている。 

 

これを踏まえ、設備の統廃合や各社の経営判断に基づく投入原料、立地するコンビナート

の製品需給バランス等による生産構成の違いはあるが、現行のベンチマークが石油化学製

品の生産実態を踏まえた適切な指標となっている。なお、定期修理の有無によるベンチマー

ク実績値への影響については引き続き検討する余地があるが、報告には定期修理期間の厳

密な定義が必要であり、そのためのデータを収集するためには事業者負担が増してしまう。

また、定修はすべての事業者にあてはまる要因であり、事業者間で大きな不公平をもたらす

ものではないと考えられる。 

 

1.8.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査 

石油化学産業を対象とした国際比較ではないが、日本化学工業協会の低炭素社会実行計

画フォローアップ調査票では、図 1.8-4 に示すよう、2006 年の IEA の報告書を引用した国

際比較を示している。 
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出所）日本化学工業協会 2019 年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査票から引用 

図 1.8-4 石油化学産業のエネルギー効率国際比較 

 

2. 目指すべき水準 

今後、必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要と考えられる。 

 

3. ヒアリング等による調査 

ベンチマーク目標に関するヒアリング調査は実施していない。 

 

1.8.4. 今後の検討方向性 

ベンチマーク指標に関しては現時点では見直し不要としているが、ベンチマーク目標に

関しては必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要となっている。 
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1.9. ソーダ工業 

1.9.1. 対象範囲の製品または生産プロセスの概要 

1. 対象範囲の生産プロセス 

ソーダ工業は、塩水を電気分解することでか性ソーダ、塩素、水素を製造し、様々な産業

分野の原料や副原料、反応剤を製造する化学基礎製品産業である。このうち、ベンチマーク

制度では、電解槽及び濃縮工程が対象となっている。 

 

 

 

出所）ソーダ工業会から引用 

図 1.9-1 か性ソーダ等の製造工程 

 

2. エネルギー消費の分布状況 

ベンチマーク制度の対象となる電解槽と濃縮工程のエネルギー消費量について、後述す

るソーダ工業会へのヒアリングによれば、電解槽が 9 割、濃縮工程が 1 割以下としている。 

 

3. 主な製品 

塩水を電気分解することで、か性ソーダ、塩素、水素を生産している。これらは基礎的な
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製品であり、これらを原料とする産業は非常に幅広い。 

 

4. 最新の省エネ技術及び今後の技術革新の見通し 

 

1.9.2. ベンチマーク指標 

1. 指標の定義 

ベンチマーク制度では、①電解工程におけるエネルギー使用量を電解槽払出か性ソーダ

ソーダ重量にて除した値と②濃縮工程における蒸気使用熱量を液体か性ソーダ重量にて除

した値の合計値を 3.22 GJ/t 以下を目標とする。この目指すべき水準は、平成 27 年度まで

3.45GJ/t であったが、平成 28 年度に引き上げられた。 

 

2. 指標の達成状況 

表 1.9-1 にソーダ産業のベンチマークの達成状況を示す。平成 22 年度にベンチマークを

導入後、平成 28 年度に目指すべき水準が引き上げられた。平均値でみると、平成 27 年度ま

では改善傾向にあり、目標達成者数が 50%を超えていたが、平成 28 年度に引き上げ後は平

均値が悪化、達成率も 3 割前後となっている。 

 

表 1.9-1 ソーダ工業のベンチマーク達成状況 

報告年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

達成者数 6/17 7/20 6/20 8/22 10/22 12/21 7/21 6/22 

達成率 35% 35% 30% 36% 46% 57% 33% 27% 

目指すべき水準 3.45GJ/

t 以下 

3.45GJ/

t 以下 

3.45GJ/

t 以下 

3.45GJ/

t 以下 

3.45GJ/

t 以下 

3.45GJ/

t 以下 

3.22GJ/

t 以下 

3.22GJ/

t 以下 

平均値 3.53GJ/

t 

3.59GJ/

t 

3.58GJ/

t 

3.45GJ/

t 

3.43GJ/

t 

3.29GJ/

t 

3.80GJ/

t 

3.70GJ

／t 

変動係数 0.122 0.081 0.067 0.148 0.157 0.161 0.679 0.600 

 

3. 指標のばらつきの推移 

同様に、表 1.9-1 の変動係数からは、ベンチマークの平均値に対する標準偏差の変動が小

さかったものの、近年拡大する傾向にある。 

 

4. 指標の課題 

ソーダ工業を対象とするベンチマークの指標としての課題として 3 点挙げられる。 

1 つ目は、濃縮設備の有無によるベンチマークへの影響である。ベンチマークでは①電解

槽＋②濃縮工程の合計値として定義されているが、個社ごとに濃縮設備の有無によってベ

ンチマークに大きなばらつきが生じる要因となっている可能性がある。 
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2 つ目は、個社ごとに事情は異なるが、自家発に占める再エネの割合である。ベンチマー

クの過年度の標準偏差の実績から、対象各社のベンチマーク値には大きな開きがあると推

定される。その要因として、一部の企業では自家水力発電所を所有しており、これを用いる

ことで省エネ法では報告対象外となっている再エネを活用した操業の結果、ベンチマーク

値が他社よりも相対的に低い水準にある可能性がある。 

3 つ目は、ソーダ工業全体の稼働率である。生産動態統計等から試算すると、過去 10 年

間の稼働率の平均は約 80％となっているが、個社ごとにばらつきはあれば、ベンチマーク

値に影響を及ぼす。 

 

5. 主な影響要因 

指標としての課題についての整理した結果を示す。なお、1 つ目の点については、ソーダ

工業会へのヒアリングを行った(6．ヒアリング等による調査)。 

各社の電力受電状況については統計がないが、ソーダ工業会が公開している図 1.9-2 から、

電力消費量に占める自家発電比率は 6 割前後となっていることがわかる。この中で、自社の

水力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギー電力を利用している場合には、省エネ

法の規定によってベンチマークの算定に用いるエネルギー消費量から除外されるため、エ

ネルギー原単位が低い水準となる。 

 

 

出所) ソーダ工業会から引用 

図 1.9-2 電解ソーダ工業の電力消費量、買電・自家発電比率、電力原単位の推移 
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次に、稼働率について、か性ソーダの生産能力は過去 10 年程度概ね一定、月次生産量は、

2013－14 年を底として増加傾向にあり、稼働率も上昇している。これらをベンチマークの

平均値と散布図にとれば、2010 年から 2017 年において、生産量の増加によるベンチマーク

の改善している。同様に、ベンチマークの平均値と稼働率を散布図に示すと、稼働率の上昇

によってベンチマークの平均値が改善している傾向が確認できる。 

 

 

出所) 生産動態統計より作成 

図 1.9-3 か性ソーダの生産能力、生産量、稼働率の月次推移 

 

出所）生産動態統計、ベンチマーク制度の振り返りと今後の検討課題についてより作成 

図 1.9-4 生産量・稼働率とベンチマークの散布図 
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6. ヒアリング等による調査 

ベンチマークについてソーダ工業会へヒアリングを行った。その結果の概要を以下に示

す。 

 各社の経営判断がベンチマークのばらつきとして表れているのではないか。 

 エネルギー消費量は電解槽が 9 割、濃縮工程が 1 割程度であり、大部分の企業

が濃縮工程を有しているため、ベンチマークに影響するほどの不公平感はな

いのではないか。 

 国際比較を通じて、目指す水準の適切であるかなどを議論していきたい。 

 

7. 課題分析の結果 

電解層と濃縮工程がベンチマークの対象となっているが、多くの対象企業が両工程を有

しており、ソーダ工業の取組が反映される適切なベンチマークであるため、指標としての見

直しは行わない。ただし、ベンチマーク実績において、一部企業で自社再エネ電力が使用し

ているためベンチマーク実績値のばらつき要因となっている。 

 

1.9.3. ベンチマーク目標 

1. 国際水準に関する調査 

ソーダ製造の国際比較として、日本化学工業協会の低炭素社会実行計画フォローアップ

調査票では、図 1.9-5 に示すよう、2005 年の報告書を引用した国際比較を示している。 

 

 

 

出所）日本化学工業協会 2019 年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査票から引用 

図 1.9-5 か性ソーダプラントのエネルギー効率国際比較 
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2. 目指すべき水準 

今後、必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要と考えられる。 

 

3. ヒアリング等による調査 

ベンチマーク目標に関するヒアリング調査は実施していない。 

 

1.9.4. 今後の検討方向性 

ベンチマーク指標に関しては現時点では見直し不要としているが、ベンチマーク目標に関

しては必要に応じて水準の設定の観点を踏まえた検討が必要となっている。 
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第2章 一般消費者の省エネ促進に資する手法の検討 

 

2.1. 背景 

2015 年 7 月に策定された長期エネルギー需給見通し（以下「エネルギーミックス」とい

う。）においては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善（GDP 当たりのエネルギー効 率

を 35%程度改善）を実現し、2030 年度に対策前比で 5,030 万 kl（原油換算）程度の省エネ

ルギーを達成するという見通しが示された。  

エネルギーミックスにおける 2030 年度の省エネ見通し 5,030 万 kl のうち、家庭部門で 

は 1,160 万 kl の省エネを実現することとしており、家庭部門を含む需要家の省エネはエ

ネルギーミックス全体の達成を左右する重要な要素となっている。  

エネルギーの小売全面自由化の中で多様なサービスが登場し、需要家のエネルギーの使

い方は大きく変化することになると考えられる。このため、自由化環境下においても需要家

が適切に省エネを推進できるよう、環境整備が必要であり、エネルギー供給事業者（特に需

要家と直接的に接点を有するエネルギー小売事業者）が果たす役割は大きい。  

これらの点を踏まえ、省エネ法では一般消費者の省エネに資する情報提供に関する努力

義務を規定しており、その具体的内容は「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行

う者が講ずべき措置に関する指針（平成 18 年経済産業省告示第 235 号）。以下「指針」と

いう。」」において、規定されている。 

また、省エネ法では、電気事業者（小売電気事業者、一般送配電事業者及び特定送配電事

業者のうち省令で定める要件に該当する者を除く）に対し、消費者の電力需要平準化の取組

に資する措置の実施に関して、計画の作成・公表の義務を規定している。 

こうした状況を踏まえ、本章では以下について取りまとめ、エネルギー小売事業者による

家庭部門への情報提供を踏まえた省エネの促進方法について、検討する。 

 

2.2 国内・海外のエネルギー供給事業者による消費者への情報提供のまとめ 

本節では、国内外のエネルギー供給者による消費者への情報提供（省エネサービス）につ

いての調査内容をまとめる。 

 

2.3 定期報告書の内容に基づいた各事業者の取り組み 

本節では、省エネ法定期報告書のうち、特定事業者又は特定連鎖化事業者による省エネ情

報提供の実施状況について、平成 30 年度実績報告（令和元年提出分）として提出された報

告書の一部（20 事業者分（小売電気事業者 10 社、ガス小売事業者 10 社）：複数のエネルギ

ー小売事業に携わる事業者は別の事業者として集計）から、各事業者の取組みを整理・概観

する。 

 



 

86 

 

2.4 エネルギー小売事業者の消費者に対する情報提供に関する現状と課題 

本節では、エネルギー小売事業者へのヒアリング実施に基づき、情報提供の現状と、課題、

そして今後のあり方についてまとめる。 

 

2.5 海外のエネルギー供給者による家庭部門を対象とした省エネの取り組み 

本節では、英国・イタリア・フランス・マサチューセッツにおいて、主に家庭部門を対象

としエネルギー供給者が市場メカニムを活用し実施する省エネ取り組みについて概観する。 

 

2.2. 国内・海外のエネルギー供給事業者による消費者への情報提供のまとめ 

2.2.1. エネルギー小売事業者の消費者に対する省エネサービスの提供 

ここでは、エネルギー小売事業者が消費者に提供する省エネサービスを 1.経済インセン

ティブ、2.省エネ法指針に準じた情報提供、3.設備更新・運用支援および 4.新サービスへ分

類しまとめる。なお、エネルギー小売事業者を 2000 年３月の電力小売り自由化開始前から

各地域で独占的に電気を販売していた電力会社を旧一般電気事業者、そして自由化開始後

に参入した電力会社を新電力としている。新サービスについては、エネルギー小売事業者と

は異なる業種の事業者から提供されているサービスについても言及する。 

 

1. インセンティブプラン 

• 旧一般電気事業者 

表 2.2-1 に旧一般電気事業者が提供するインセンティブプランをまとめる。使用実績に応

じたポイント付与および使用時間帯に応じて割安になる料金プランといったサービスがあ

る。 

ポイントサービスのポイント加算条件には、ウエブ上で旧一般電気事業者が提供する省

エネ情報の閲覧といった省エネに関する行動に加え、電気・ガスの使用量に応じてポイント

が加算されるといった、省エネへの直接的作用が不明確な事例もある。なお、夜間・季節割

引等のピークシフトによる割安プランは廃止する事業者もあり、減少傾向がみられる。電気

とガスを組み合わせて割引料金を適用するセット割による料金プランもある。 

  

  



 

87 

 

表 2.2-1 旧一般電気事業者が提供するインセンティブプランの例 

サービス種別 対象 事業者名 内容（ポイント加算の条件等） 

ポイント付与 家庭 中部電力 使用実績および省エネコラムの参照等でポイン

ト付与し、ポイントは電気料金の支払いに使用可

能 

期間限定ポイン

ト付与 

家庭 中部電力 家の電気をオフ・出かけてクールシェアによる省

エネ推進 

（７～９月限定キャンペーン）愛知県との連携 

ポイント付与 家庭 関西電力 省エネアドバイスの評価、対象店舗の買い物、電

気・ガスの利用料金など 

料金プラン 家庭 東京電力 

東北電力 

夜間の電気使用量割合が高くなるほどトクな料

金プラン 

料金プラン 家庭 東京電力 プレミアム S/L（400kwh/月まで定額、超過分は従

量課金） 

料金プラン 家庭 四国電力 ファミリ e割引  

料金プラン 家庭 北陸電力 

関西電力 

夜間の電気使用量割合が高くなるほどトク、昼間

の料金は季節毎、平日・週末により異なる 

料金プラン 家庭 沖縄電力 時間別、平日・週末別等それぞれ割安料金を設定 

出所）各社のホームページ、プレスリリース等より作成 

 

• 新電力 

表 2.2-2 に新電力が提供するインセンティブプランをまとめる。節電要請に応じた電気料

金割引、使用時間帯に応じて割安になる料金プラン、期間限定クーポン配布および余剰電力

の利用による料金優遇等各社特徴のあるサービスを展開している。旧一般電気事業者と同

様、電気とガスを組み合わせて割引料金を適用するセット割による料金プラン、エネファー

ム等省エネ設備を使用している顧客向けの料金プランがある。F-Power により提供されてい

る電気の使いたい放題プランは上限があり、実質東京電力が提供しているプレミアム S/L と

同様のサービスである。 
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表 2.2-2 新電力が提供するインセンティブプランの例 

サービス種別 対象 事業者名 内容（ポイント加算の条件等） 

電話料金割引 法人 エネット 節電要請に応じ節電すると電気料金の割引

等インセンティブを提供「EnneSmart」 

クーポン配布・

乗車券配布・旅

行抽選 

家庭 東急でんき 期間限定（2019 年 7 月 1 日～8 月 31 日）ク

ーポンを配布、旅行の抽選プレゼントによ

り外出を促し家庭の電気使用を抑制 

料金優遇・ギフ

ト券抽選 

家庭 Looop でん

き 

日中の太陽光発電余剰電力の利用で電気料

金を優遇し、利用量に応じてギフト券の抽

選プレゼント 

期間限定（2019 年 4 月 19 日～5 月 19 日） 

料金プラン 家庭 東京ガス エネファーム優遇電気料金 

料金プラン 家庭/

法人 

大阪ガス エネファーム・エコウィル優遇電気料金 

料金プラン 家庭 F-Power 電気使いたい放題プラン（500kwh/月まで定

額、超過分は従量課金） 

料金プラン 法人 ハルエネ 使うほど割安になるプラン 

出所）各社のホームページ、プレスリリースより作成 

 

2. 省エネ法指針に準じた情報提供 

• 旧一般電気事業者 

省エネ法における指針「エネルギー供給事業者は一般消費者が行うエネルギーの使用の

合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない」に従い、①毎月のエネルギーの

使用量の前年同月値に関する情報、②過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料

金に関する情報、③消費機器の使用方法の工夫によるエネルギーの使用量の削減量及び使

用料金の削減額の目安、④エネルギー消費性能、当該機械器具の普及促進のための助成制度

等に関する情報、⑤エネルギー供給事業者の創意により実施する一般消費者が行うエネル

ギーの使用の合理化に資する情報が事業者により提供されている。表 2.2-3 に旧一般電気事

業者による省エネ法指針に準じた情報提供の例を示す。 
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表 2.2-3 旧一般電気事業者による省エネ法指針に準じた情報提供の例 

指針項目

番号 

対象 事業者名 内容 

① ②  家庭 東京電力 

中部電力 

九州電力 

北陸電力 

① 毎月の使用量を数値およびグラフで提供 

② 家族構成が類似した世帯との料金比較、去年の同月使

用量との比較 

③  家庭 東北電力 

北海道電力 

③ 省エネ方法として、待機時消費電力の削減、調理器具

や冷蔵庫の省エネ対策等を具体的に紹介し、節電効果

をエネルギー削減率で提示 

⑤  家庭 四国電力 ⑤ 省エネによる CO2削減に関する情報（環境家計簿） 

デマンド監視お知らせサービス 

出所）各社のホームページ、プレスリリースより作成 

 

• 新電力 

旧一般電気事業者と同様に省エネ法における指針「エネルギー供給事業者は一般消費者

が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない」に

従い、指針５項目に係る情報が新電力各社により提供されている（表 2.2-4）。 

 

表 2.2-4 新電力による省エネ法指針に準じた情報提供の例 

指針項目

番号 

対象 事業者名 内容 

① ⑤ 法人 テプコ CS ① 電力みえる化サービスとして毎月の使用量

を数値およびグラフで提供 

⑤ 使用電力アラームサービス 

③ 

⑤ 

家庭 東京ガス ③ 季節に合わせた省エネアドバイス 

⑤ 電気使いすぎ予報サービス 

③ 家庭 大阪ガス ③ 家庭向けに具体的な省エネ行動を示し、そ

の効果として CO2 削減量、電気料金減額分

を提示 

出所）各社のホームページ、プレスリリースより作成 

 

3. 設備の更新・運用支援 

• 旧一般電気事業者 

旧一般電気事業者が提供する省エネ設備への更新および運用支援サービスには、デマン
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ドコントロール、設備投資・運用コストの低減を目指すエネルギーソリューションおよび照

明器具の省エネ提案がある（表 2.2-5）。いずれのサービスも顧客毎の現状を把握し、分析し

た結果をもとに省エネ・使用料金削減策を提案するサービスで、法人顧客向けのサービスと

なっている。 

表 2.2-5 旧一般電気事業者が提供する設備の更新・運用支援サービスの例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

デマンドコントロー

ル 

法人 東京電力 EP 

関西電力 

東北電力 

北海道電力 

四国電力 

最大デマンドを監視し情報を提供 

手動制御タイプ：システムから警報を出

力し人が制御 

自動制御タイプ：目標値を超えないよう

制御 

エネルギーソリュー

ション 

法人 北海道電力 

四国電力 

建物の省エネ・省コストの実現に向け

て、各種診断や調査・検討を行う。 

省エネ設備の導入によるランニングコ

ストの低減や、補助金を活用した設備投

資の低減提案など。 

照明器具の省エネ 法人 北海道電力 LED照明器具への交換 

出所）各社のホームページ、プレスリリースより作成 

 

• 新電力 

新電力が提供する省エネ設備への更新および運用支援サービスについても、旧一般電気

事業者のサービスと同様に法人向けサービスは、顧客毎の個別対応をベースとした現状分

析に基づく省エネ・使用料金削減の提案サービスであり、家庭向けには顧客が操作する Web

上のツール（家電買換えシミュレーション）、省エネ商品の紹介・見積といったサービスが

ある（表 2.2-6）。 

 

  



 

91 

 

表 2.2-6 新電力が提供する設備の更新・運用支援サービスの例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

運用支援 法人 テプコ CS クラウドによる遠隔空調設備制御 

機器を交換することなく、運用効率 UPを可能と

する 

更新支援 法人 テプコ CS 電気設備、空調設備、照明設備の改修・更新サー

ビス 

運用支援 法人 エネット AI による省エネ支援サービス 

更新支援 家庭 auでんき 家電（エアコン、冷蔵庫、テレビ）買換えシミュ

レーション 

更新支援 家庭/法

人 

大阪ガス 家庭：エネファーム等商品の紹介・見積もりサー

ビス 

法人：コージェネ等商品の紹介・見積もりサービ

ス 

更新支援 法人 浜松新電力 中小企業向け省エネ相談（機器更新支援、補助金

活用、融資制度案内、効果測定） 

運用支援 法人 エナリス 空調・照明設備の運転制御、ピークカット 

出所）各社のホームページ、プレスリリースより作成 

 

4. 新サービス 

• 旧一般電気事業者および新電力による新サービス 

旧一般電気事業者および新電力のなかには独自の新サービスを展開している事業者があ

る（表 2.2-7）。例えば中部電力が提供している「これからデンキ」は歩くエネルギーを電力

へ換算（実際に発電しているわけではない）し、発生した電力分を電気料金の精算に利用で

きるインセンティブを提供することで、発電・売電を気軽に体験できるサービスである。こ

の他、四国電力が提供するレジャー等の優待といったサービスとともに顧客へ新たな楽し

みを提供するサービスである。また、同じく四国電力が提供する暮らしサポートのうち、家

電の修理サービス、トラブル駆け付けサービス、および東京ガスによるくらし見守りサービ

スは顧客の生活を具体的にサポートし安心感を提供するサービスといえよう。 

 

  



 

92 

 

表 2.2-7 旧一般電気事業者および新電力が提供する新サービス 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

発電・売電体験 個人 中部電力 電気を作り、スマホ充電・電気

料金積算などに利用する 

暮らしサポート 家庭 四国電力 レジャー、旅行、レストランな

どの優待、家電の修理サービ

ス、水周り、鍵、ガラス等のト

ラブル駆けつけサービス 

くらし見守りサ

ービス 

家庭 東京ガス ガスの見守り、戸締り、帰宅の

見守り 

出所）各社のホームページ、プレスリリース等より作成 

 

• その他事業者による新サービス 

旧一般電気事業者および新電力以外の事業者から家庭向けにエネルギーに関わる様々な

サービスが提供されている。 

例えば、集合住宅の各家庭に設置したエネファームを IoT 基盤で統合し、余剰電力を不足

する家庭へ融通する電力融通、HEMS（Home Energy Management System）のデータをスマホ

で遠隔地から参照して起居を確認できる見守りサービス、IoT を活用したエネルギー効率診

断、節電アドバイスおよび保険を活用したスマートハウス向けの補償サービスなどが提供

されている（表 2.2-8）。 
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表 2.2-8 その他事業者が提供する新サービス 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

電力融通 家庭 静岡ガス 各家庭の「エネファーム」を IoT基盤で統

合し、発電余力のある家庭が「電力不足」

の家庭に電力を送る。売電した家庭は売電

収入を得る 

見守りサービス 家庭 東芝ライテッ

ク・富士見森

のエネルギー 

HEMS のデータをスマホ専用のアプリで 30

分ごとの電気使用量をグラフで表示し、遠

隔地から自宅の電気使用状況を確認可能

としている 

エネルギーマネ

ジメント機器・

サービス 

家庭 エンコアード

ジャパン 

電力使用状況に基づき、効果的な節電アド

バイスや家電製品のエネルギー効率診断、

高齢者の見守りなどのさまざまなサービ

スを提供 

保険 家庭 損保ジャパン スマートハウス向けの火災保険を提供。太

陽光発電が事故で損害を受けた場合の売

電収入の損失補償や、IoT機器等へのサイ

バーリスクによって生じた費用の補償を

含む 

出所）各社のホームページ、プレスリリースより作成 

 

2.2.2. 海外におけるエネルギー供給者が提供する省エネサービス 

ここでは、米国マサチューセッツ州ならびに英国に焦点を当て、エネルギー供給者が消費

者に提供する省エネサービスについて概観する。 

 

1. 米国の事例 

マサチューセッツ州で実施されるエネルギー供給者に対する省エネ制度(Ratepayers’ 

Funded Energy Efficiency Program)において、省エネ達成目標を配電事業者ならびにガス配給

事業者が担い、プロジェクトを実施する。エネルギー供給事業者はインフラ投資を回避する

インセンティブを有しているため、より安価な省エネのオプションを検討することが合理

的である。結果として、目標の達成に向け、様々な省エネビジネスが醸成されている。 

マサチューセッツ州で電力供給とガス供給事業を展開する National Grid 社では、省エネ

に関する様々なプログラムを実施、ビジネスの醸成に寄与していると言える39。マサチュー

 
39 National Grid は 1987 年から省エネサービスを行っている。当初、20 百万ドルの省エネ投資を行ってい

たものが、現状では 500 百万ドルの省エネ投資に拡大している。マサチューセッツ州、ニューヨーク州、
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セッツ州等、Ratepayers’ Funded Energy Efficiency Program を実施する州において、目標達成

の義務を負う National Grid 等の事業者は、「Program Administrator：プログラムの管理者」と

も位置づけられており、家庭、業務、産業部門を対象とし様々なプログラムを実施している。 

National Grid では、家庭部門に対し①住宅における省エネサービスの提供、②消費者の機

器購入に対する補助、③消費者の行動変化を促進するサービスの提供の三つを目的とした

プログラムを実施している。 

住宅における省エネサービスの提供としては、既存・新築住宅の両方に対して断熱改修な

らびに高効率暖房機器の導入にかかわるアドバイスやインセンティブの付与を行っている。 

消費者の機器購入に対する補助に関して、National Grid では家電小売り事業者とパートナ

ーシップを組んで提供している。例えば、電球を購入する際、高効率機器は一般的に高額で

あるが、インセンティブを小売り事業者に National Grid が提供、高効率機器の価格を抑えて

いる。なお、高効率機器にはマサチューセッツ州認定のロゴを貼付し、消費者の意識喚起に

役立ている。 

消費者の行動変化を促進するサービスとして、Home Energy Report を配布している。Home 

Energy Report では、近隣の世帯構成や供給契約が類似した世帯との電力・ガス消費を比較

するとともに、省エネアドバイスを行うものである。米国の場合、Home Energy Report が配

布された世帯と配布されなかった世帯との比較では、平均で 2%程度の省エネ効果の相違が

あると指摘されている。 

  

 

ロードアイランド州では 7 百万人の消費者を対象としている。 
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出所) National Grid 

図 2.2-1 Home Energy Report の例 

 

業務部門と産業部門に関しては、需要規模や業種・業態など多様な需要家を内包している。

National Grid では、多様な業種・業態の顧客に対するソリューションを提供している。具体

的には、System Benefit Charge の資金(電力・ガス料金に課金する資金を原資)を活用し、

National Grid は省エネアドバイザーの役割を果たしており、どのような投資が適切かといっ

たアドバイスを行っている。これにより省エネを推進できる選択肢を提示している。なお、

System Benefit Charge 資金を原資とする以外にも、容量市場から得られる資金、CO2 排出権

取引市場から得られる資金を活用し、業務部門ならびに産業部門に対する省エネプログラ

ムを実施している。 

具体的には、建物が新たに建設される場合は、機会として捉え、エネルギー効率改善に資

するアドバイスを行っている。すなわち、消費者に対してインセンティブを付与し、市場の

アクター（デザイナー、オーナーなど）が消費者のニーズに合った省エネ推進方法を実施で

きるよう、教育を行ったり、テクニカルな支援を行ったりしている。例えば、ストップアン

ドショップというグロサリー店に対して、マーケットアクターがアプローチし、省エネ推進

方法をアドバイスし、高効率機器の導入を行っている。 

なお、需要家に与えられるインセンティブは、機器への補助、床面積あたりの省エネ量に

応じたインセンティブ、消費者の選択に応じたインセンティブを付与している。建物の場合

は、建築基準法をベースとしてそこからどの程度改善しているかに応じて、インセンティブ

が付与される。 

既存建物については、改修プログラムを実施し、需要家の資金制約に応じた省エネ手法

（照明の更新、空調の更新、断熱改修など）をアドバイスしている。インセンティブは消費

者に提供される場合や、建売住宅の場合はビルダーに直接付与される場合もある。 
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出所）National Grid 

図 2.2-2  National Grid の業務・産業部門への省エネプログラム実施にかかわる概念図 

 

このように、National Grid がプログラム管理者として市場のアクターに対して、トレーニ

ングならびに技術的なサポートを行うことで、省エネビジネスの醸成に貢献している。 

 

• “Clean Peak Standard”と共に、ピークの時間帯に需要節減を行う。 

• パッシブハウスインセンティブを提供。新築建物での省エネを促進する。 

• 家庭部門でのオンラインでのエネルギー審査を実施し、エネルギースコアカードを

作成、消費者が省エネ更新の便益を把握できる情報を提供する。 

• 街灯の LED ヘの転換を促進する。 

• 賃貸建物のオーナーや、低所得世帯、英語を母国語としない消費者へのアプローチを

促進する戦略形成と対応。 

 

2. 英国の事例  

小売の自由化が進展する英国の消費者の中には比較サイトの情報を通じて、電力・ガス料

金や事業者が提供するサービスを参照し、頻繁に小売事業者を変更する場合もある40。小売

事業者は CSR の一環、あるいは囲い込みや契約期間の継続を目的とし、多様な付随サービ

スを提供している。 

2050 年にネットゼロカーボンとする目標を設定する英国では、消費者の環境意識も高く、

省エネ関連サービスや 100%再エネ電源・カーボンニュートラルガスを供給する小売事業者

を選択する場合もある。 

以下では、英国における代表的なエネルギー小売事業者である OVO Energy、Scottish and 

 
40英国の電力市場の自由化は 1990 年に始動、1998 年には小売りの自由化が行われている。 
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Southern Energy (SSE)、EDF Energy、のサービスを概観するとともに、英国政府ビジネス・

エネルギー・産業戦略省（BEIS: Department for Business, Energy & Industrial Strategy）がスマ

ートメータデータを活用した革新的な省エネサービスの実証事業である Smart Energy 

Savings (SENS) Innovation Competition について現在の取り組みを紹介する。 

 

• OVO Energy: OVO beyond 

OVO Energy は 2009 年の設立以来、電力ガスの小売り事業者として、家庭部門を対象に

大きく顧客数の拡大を続けている。2011 年には契約世帯数が 67,000 世帯であったのが、2019

年に OVO Energy は、電力ガス小売事業者の SSE を買収、顧客数で 5 百万世帯に及び英国

内で第二位の位置を占めている。 

OVO Energy は、オンラインでアカウントが管理でき決済が簡便であること、また前払い

をする消費者に対しては、3％の利子払いが行われることを通し、平均して世帯当たり 120

ポンドの節約が可能となるなどを消費者メリットとして提供、顧客数を拡大してきた経緯

がある。 

OVO Energy では、消費者に対する追加的な価値として「OVO beyond」と呼ばれるサービ

スがある。同サービスでは、100％再エネを活用した電力の供給と、カーボンオフセットを

利用した 100％カーボンニュートラルなガスの供給を行うとともに、消費者に対してスマー

トメータから得られるデータを分析、分析結果に基づき毎月省エネ行動を促すような情報

を提供している。 
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出所) OVO Energy ホームページ 

図 2.2-3  OVO Energy が提供する OVO Beyond の内容 

 

同サービスの提供を受けるにあたって、消費者は毎月 4 ポンドの参加コストを支払う。一

方で、省エネにより料金の節約が可能となる。 

OVO Energy 社が同サービスを提供する要因として、社会的な責務を果たす企業として顧

客獲得の拡大を目指していることが挙げられる。環境意識の高い消費者が契約を継続する

ことを目途とし、こうしたサービスを提供しているとも指摘できる。 

 

• Scottish and Southern Energy (SSE): tado〇 スマートサーモスタット 

 

英国の家庭部門向けエネルギー小売事業者の Scottish and Southern Energy (SSE)41は、tado

〇 Smart Thermostat を消費者向けに販売している。サーモスタット等必要なハードを販売し、

ソフトウェアは HP からダウンロードする。 

 

 
41 OVO Energy は 2019 年 9 月に SSE を買収した。SSE は OVO Energy の子会社として社名を維持し小売

事業を継続している。 
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出所) Scottish and Southern Energyならびにtado
〇
ホームページ 

図 2.2-4 Scottish and Southern Energy (SSE) が提供する tado〇 Smart Thermostat 

 

サービス提供業者の tado〇は、欧州のスマートサーモスタットマーケットのリーダーであ

り、暖房と給湯を自動制御するものである。例えば、スマートフォンのアプリである「geo-

aware tado〇」が在宅状況を認識し、暖房の運転を適切に制御する。そのほか、tado〇 

の主な機能は以下の通りである。 

 

 

• 暖房の自動制御 

• 建物の特徴を学習して暖房の効率を向上 

• 窓の開閉を検出して自動制御に反映 

• 空気の快適さを分析 

 

• EDF Energy: In-Home Display 

英国では、消費者との接点が高い小売事業者がスマートメータの設置と運営を行ってい

る。同じく、英国では、小売事業者は In-Home Display の設置義務を負う。なお、消費者の

初期費用は基本的に無料とされている。 
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出所）EDF Energy 

図 2.2-5 EDF Energy が無料で提供する In-home display の表示例 

 

In-Home Display が提供する基本的な情報は、電気・ガスの消費量、料金、電気・ガスの単

価であるが、これ以外に①一日の電力・ガス料金の合計、➁ディスプレイ表示当日のそれま

での電力、ガス料金、そして➂一週間の電力・ガス消費量と料金を表示する。 

 

• Smart Energy Savings (SENS) Innovation Competition  

英国のエネルギー供給事業者が設置する In-Home Display について、提供情報が現在の

ところ基本的なものに留まっており、省エネ効果が不透明との指摘もある。とりわけ、消費

者の省エネ行動を促進することを目途とし、世帯別の電力・ガス消費パターンを踏まえたよ

りパーソナライズされた情報を提供する必要があると指摘されている42。 

この点を踏まえ、英国では 4.4 百万ポンドの資金を拠出し、事業者にスマートメータデ

ータを活用し、消費者の省エネ行動を促す実証事業を行っている。 

本事業は、2 フェーズから構成されている。 

✓ Phase 1（2019 年 2 月〜10 月）：スマート省エネサービスの提案、審査、開発 

✓ Phase 2（提案：2019 年 10 月〜2020 年 3 月、実証：2020 年 4 月〜2021 年 3 月）：

スマート省エネサービスの提案ならびに実証 

上述の通り、本事業は現在実証事業の準備を行っているところであるが、以下のプロジェ

クトが提案されており、今後の省エネ推進ビジネスモデルの形成に向け期待が持たれる。 

 
42 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019). “The Smart Energy Savings (SENS) Innovation 

Competition – Competition Guidance Note” 
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表 2.2-9 SENS Innovation Competition で承認された事業一覧 

リードパートナー 補 助 金 額 (Phase 

1) 

事業内容 

GenGame Limited £348,286 スマートメータデータを活用し、エネルギー情報の提供と

ともにゲーム化要素を加え、省エネ行動を促進する携帯ア

プリを開発、実証する。 

SENS 2019 Limited 

(ONZO Limited の子

会社) 

£407,341 スマートメータデータを利用し、ONZO が消費者の用途別・

時間別エネルギー利用を把握、Amazon Alexa からエネル

ギー利用に関する情報を消費者に提供し、行動変容を促進

する。 

Eliq Limited £229,897 スマートメータデータおよび世帯属性データを活用、機械

学習を利用したパーソナルなエネルギー利用に関わる情

報提供を行う携帯アプリを開発、実証する。 

Lightbulb ES 

Limited 

£236,836 暖房に関わる省エネの実現に向け、スマートメータデータ

および世帯属性データを活用し、消費者に対して適切なア

ドバイスを行うシステムを開発・実証する。 

Element Energy 

Limited 

£183,326 スマートメータデータを活用し、属性が類似した世帯との

比較等により、ウエブ上で消費者に対して適切な省エネア

ドバイスを行う省エネパッケージを開発・実証する。 

Green Energy 

Options (GEO) 

Limited 

£300,000 暖房・給湯を対象とし、スマートサーモスタットを開発・

実証する。現在普及しているスマートサーモスタットで

は、適切に暖房・給湯のエネルギー消費が計られていない

場合がある（機器が「オン」になっている時間をエネルギ

ー消費の代理変数として利用）。これを修正し、携帯アプ

リや Amazon Alexsa 等シンプルなインターフェースを通

したエネルギー消費情報提供を行う。 

Switchee Limited £347,729 消費者に対して、翌週の予測エネルギー料金を Switchee

ホームページまたは携帯アプリで表示、行動変容を促進す

る。 

Energy Local CIC £106,156 スマートメータのデータを活用し、変動型再エネ電源の需

給調整として、柔軟に需要調整を行うローカルな市場を形

成・実証する。 

 

出所) Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019). “BEIS Smart Energy Savings (SENS) 

Innovation Competition: Phase 1- Summary of Grant Funded Projects”より作成 
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2.3. 定期報告書の内容に基づいた各事業者の取り組み  

2.3.1. 各事業者の情報提供の状況  

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」と

いう。）では、エネルギー供給事業者に対して一般消費者の省エネに資する情報提供に関す

る努力義務を規定しており、その具体的内容は、「一般消費者に対するエネルギーの供給の

事業を行う者が講ずべき措置に関する指針（平成 18 年経済産業省告示第 235 号）。以下

「指針」という。」において規定されている。 

本指針を踏まえた「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」（平成 31 年 4 月）で

は、特定事業者又は特定連鎖化事業者については、省エネ情報提供の実施状況に係る報告を

可能な限り行うことが望ましいとされており、省エネ法に基づく定期報告書に新たに追加

する報告様式によって、当該事業者は平成 30 年度実績報告（令和元年提出分）から報告す

ることができる。図 2.3-1 に省エネ法 定期報告様式（情報提供の状況）を示す。 

図 2.3-1 省エネ法 定期報告様式（情報提供の状況） 

 

本節では、省エネ法定期報告書のうち、特定事業者又は特定連鎖化事業者による省エネ情

報提供の実施状況について、平成 30 年度実績報告（令和元年提出分）として提出された報

告書の一部（20事業者分（小売電気事業者 10社、ガス小売事業者 10社）：複数のエネルギ

ー小売事業に携わる事業者は別の事業者として集計）から、各事業者の取組みを整理・概観

する。 
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（１）情報提供の状況（第 1 表） 

表 2.3-1に情報提供の状況（第 1表）に係る実施状況を示す。 

第１表では、特定事業者又は特定連鎖化事業者が行う省エネ情報提供（指針５項目）を記

載することになっており、このうち①毎月のエネルギーの使用量の前年同月値に関する情

報、②過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金に関する情報、③消費機器の使

用方法の工夫によるエネルギーの使用量の削減量及び使用料金の削減額の目安等について

は、小売電気事業者およびガス小売事業者の全ての事業者が実施中であると回答している。

①、②の提供手段については、会員制サイトを活用した情報提供が９割を超えており、会員

制サイト以外では請求書によるものが多く、メールを活用した事業者もある。③の提供手段

では、事業者は会員制サイト、ホームページのいずれか、または両方を活用している。 

また、④エネルギー消費性能、当該機械器具の普及促進のための助成制度等に関する情報

については、小売電気事業者およびガス小売事業者の９割が実施中であると回答している。

⑤エネルギー供給事業者の創意により実施する一般消費者が行うエネルギーの使用の合理

化に資する情報については、小売電気事業者では全てが実施中で、ガス小売事業者では９割

が実施中である。④の提供手段では、提供中の事業者のうち１社を除いて、ホームページを

活用しており、残りの１社はメールの活用によるものである。⑤の提供手段では、提供中の

事業者のすべてで、会員制サイト、ホームページのいずれか、または両方を活用している。 
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表 2.3-1 情報提供の状況（第 1 表） 

項目 
実施率 

(小売電気事業者) 

実施率 

(ガス小売事業者) 

実施率 

(小売事業者全体) 

①毎月のエネルギーの使用量の前年同月値に関する 

情報の提供 
100% 100% 100% 

②過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金 

に関する情報の提供 
100% 100% 100% 

③消費機器の使用方法の工夫によるエネルギーの使用量の 

削減量及び使用料金の削減額の目安等の提供 
100% 100% 100% 

④エネルギー消費性能、当該機械器具の普及促進のための 

助成制度等に関する情報の提供 
90% 90% 90% 

⑤エネルギー供給事業者の創意により実施する一般消費者 

 が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報の提供 
100% 90% 95% 

 

（２）情報提供の実施状況に関する公表の状況（第 2 表） 

第２表では、指針５項目の開示状況をまとめたウェブページの URL 等を記入することに

なっており、記載のない事業者を除いて、会員制サイト、ホームページのいずれか、または

両方が記載されている。 

 

（３）情報提供に係るエネルギーの使用の合理化の効果及び指標の状況（第 3 表） 

第３表では、第１表の取組に係るエネルギーの使用の合理化の効果の測定状況や、「測定

しているものがある」場合はその効果及び関連指標を記載することになっているが、効果を

測定していると回答した事業者は無かった。 

 

以上より、情報提供については、指針５項目ともに９割以上の実施率であり、総じてホー

ムページや会員制サイトを通じて消費者への情報提供が提供されている。一方で、これらの

取組みによるエネルギーの使用の合理化の効果の測定については、測定を行っていると回

答した事業者はない状況である。 

省エネ法定期報告書の平成 30 年度実績報告では、省エネ情報提供の実施状況を事業者か

ら報告することが初めての機会であったことから、事業者として実施中との回答が少なか

ったものと考えられる。なお、エネルギー供給事業者の一部に対しては、別途ヒアリングを

実施しており、この結果を踏まえた現状と課題については、「2.4 エネルギー小売事業者の消

費者に対する情報提供に関する現状と課題」にて記載する。 

 

 

2.4. エネルギー小売事業者の消費者に対する情報提供に関する現状と課題  

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会において、一般消費者の省エネ情報

提供にかかわる努力義務の対象範囲が拡大するとともに、国への報告制度を創設すること

とした（平成 31 年 4 月）。これに基づき、エネルギー小売事業者では、消費者に対して様々
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な情報提供を行なっている。 

本節では、エネルギー小売事業者へのヒアリング実施に基づき、情報提供の現状と、課題、

そして今後のあり方についてまとめる。 

 

2.4.1.  情報提供の現状 

ここでは、エネルギー小売事業者の消費者に対する情報提供の現状をまとめる。 

 

・ エネルギー小売事業者（以下、事業者）間の競争が激化する中で、事業者は省エネ情報

提供を実施している。省エネ法の趣旨に加え、省エネによって販売は減るものの、離脱

防止・選んでもらうための活動として省エネ情報を提供している。エネルギー小売事業

者は、省エネ情報のみならず、総合的なものとして小売事業者に対する消費者のロイヤ

ルティ向上を目途とし、個々のサービスを提供している。 

・ 前説で概観した通り、大半の事業者では、省エネ情報提供を実施している（100%、20事

業者／20事業者：2019年度省エネ法定期報告書の提出分（一部分）より）。 

・ 情報提供内容は、事業者ごとに差異がある。一般的情報のみの提供に留まるものから、

顧客の消費実態に合わせた情報まで幅広い情報を提供するものまで様々である。一般的

傾向としては、費用や人材等の負担が可能な事業者では、様々な情報・ツール等を提供

している。 

・ 情報提供手段は、会員向けサイト、SNS、メール、動画配信などの PCやスマートフォン、

タブレット等を介したオンラインによる情報提供が多い。従来からの検針票や請求書を

通じたものも継続実施している。 

・ 省エネ情報提供による節減効果（以下、省エネ量）は把握されておらず、省エネ量を公

表している事業者は見受けられない。 

 

2.4.2. 課題 

事業者の省エネ情報提供に関わる取り組み実態を踏まえ、ここでは（１）エネルギー小売

事業者、（２）消費者が捉える課題を抽出する。 

 

（１）エネルギー小売事業者 

【省エネ情報提供の実施前提に係る課題】 

・ 省エネ情報提供（その他の省エネ取組みを含む）にあたっては、情報プラットホーム（ホ

ームページ、メール他）の構築、運用・維持等に人材や費用がかかるものの、事業者間

の競争が激化する中では料金転嫁が困難である。 

・ 省エネ情報提供が顧客満足やロイヤリティ向上等による自社の競争力強化、他社との差

別化、利益などにどの程度寄与しているかが不明である。 
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【消費者ニーズや効果的な手法等の情報不足に係る課題】 

・ 一般消費者が省エネにどの程度の関心・ニーズがあるのか不透明である。 

・ 一般消費者に対して、有効なコンテンツ、手段の把握が難しい。 

・ （再掲）自社の競争力強化や他社との差別化、利益などへの寄与が不明である。 

 

【省エネ量把握に係る課題】 

・ 事業者によっては、省エネ量の測定、分析に必要な技術力や費用が十分でない。また、

第三者検証などのデータの中立性・公平性等の担保が現状では整備されていない。 

・ 省エネ量の把握・分析のために参照する方法論が整備されていない。 

・ 省エネ量の把握インセンティブがない（把握後の活用や利益等への寄与が見えない。あ

るいは、企業戦略策定に向けた社内利用のみを考慮し、公表を前提にした省エネ量の把

握について必要性がない）。 

  

【他事業者との情報共有に係る課題】 

・ 事業者間競争が激化する中、人材・コストを投入して得られた省エネ情報提供による効

果は、他社との差別化を図り顧客の獲得や離脱防止に繋げるなど、今後の販売戦略を決

定するための判断材料となり得る経営上重要な知見・ノウハウとして認識する事業者も

あることから、これらの効果について他事業者と情報共有することは難しい。 

  

（２）一般消費者 

・ 省エネ情報への関心が低い（一般消費者による業者の選択においては、料金価格面が優

先される傾向で、省エネ情報量の多寡による考慮は少ない）。有料サービス等に追加的

な費用を支払って、より細かな省エネ情報提供のニーズは現在のところ少ない。 

・ 省エネ情報を継続的に活用できていない（省エネ取組みへの飽き・慣れ（省エネ余地の

減少）、快適性の優先等）。また、省エネ取組みの個々の効果が見えにくい、個別の状況

に合った情報（アドバイス等を含む）が少ない。 

 

2.5. 海外のエネルギー供給者による家庭部門を対象とした省エネの取り組み 

 

家庭部門を対象とした省エネの推進に向けた政策手段として、機器・技術の省エネ基準強

化、ラベリングなどによる情報提供、住宅・建築物のエネルギー基準強化、そして経済イン

センティブの付与が挙げられる。一方で、家庭部門は、他の部門と比較し、対象となる主体

（世帯等）の数が多く、それぞれの省エネ量が相対的に小さいことから、コスト効果的な手

法で対策を実施することが、より重要となる。 

コスト効果的な手法として、海外では、主に家庭部門を対象とし、市場メカニズムを用い

た省エネを推進している場合がある。具体的には、エネルギー供給者に対して、毎年の販売
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から数%を節減する目標を設定、費用を電力・ガス料金に上乗せし、主に家庭部門を対象と

し、省エネプロジェクトを実施するものである。 

こうした取り組みは、2017 年にはアジア、アフリカ、オーストラリア、欧州、北米、南米

の 21 か国で実施されている43。 

本節では、EU での市場メカニズムを活用した省エネに関する取り組みを概観し、ドイツ

での取り組みをまとめ、その後、英国・イタリア・フランス・米国マサチューセッツ州にお

ける同取り組みを記載する。 

 

2.5.1. 欧州 

EU では、2020 年にエネルギー効率改善によって一次エネルギー消費を BAU 比で 20%節

減する努力目標を設定している。各 EU 加盟国のエネルギー効率改善を促す目的で、欧州委

員会のエネルギー総局が策定するエネルギー効率指令の第７条において、2014 年から 2020

年までエネルギー小売り事業者または供給者に、 2010-2012 年の販売量の平均値から毎年

1.5%のエネルギー節減の努力義務を設定している。2019 年に策定された改訂版のエネルギ

ー効率指令では、2021-2030 年の最終エネルギー消費から、2016-2018 年の 3 年平均と比較

して、毎年 0.8%の省エネ達成を目標としている。 

なお、2020 年の省エネ目標は、2011 年に欧州委員会が策定したエネルギー効率指令案に

おいて、目標達成の法的義務化が考慮されていたが、同年のギリシャの財政破たんに端を発

する加盟国における財政悪化を受け、2020 年目標の義務化による 財政支出増加に対する懸

念が生じたため、義務化は見送られている。 

エネルギー供給者に対する省エネ義務制度についても、年間 1.5%のエネルギー節減の目

標達成は当初義務化が目指されていたものの、最終的には政策の強制力が弱められた代替

措置（Alternative measures）が認められている。すなわち、税控除や補助金等の代替措置を

導入し、1.5%の目標を達成すると欧州委員会が認める場合には制度導入が免除される（Opt-

Out）。 なお、EU ETS（Emission Trading Scheme）対象となる産業部門への供給量は販売量

から除外されている。  

図 2.5-1 が示す通り、EU 域内でエネルギー供給者義務制度を導入しているのは、5 カ国

であり、これに税控除等の代替措置とエネルギー供給者義務制度を併用しているのは、12 カ

国である。また、代替措置のみでの省エネ目標の達成を目指すのは、11 カ国に及ぶ。 

 
43 IEA, Energy Efficiency 2018, p. 40-41. 
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注）2014 年時点での EU 加盟国の省エネ目標達成に向けた政策手段を示しているため、英国が含まれて

いる。 

出所）ENSPOL (2016) “Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme D3.1: Report on 

Alternative schemes to Energy Efficiency Obligations under Article 7 implementation” 

図 2.5-1 欧州におけるエネルギー供給者義務導入状況 

 

図 2.5-2 は欧州における手段別の省エネ目標達成に対する貢献を示している。これは、EU

加盟国各国の 2020 年の省エネ目標達成にむけ、欧州委員会に提出することが義務化されて

いる 2014 年版の National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP)の内容をまとめたものであ

る。図が示す通り、ハンガリー、ポーランド、デンマーク、ルクセンブルグ、ブルガリアに

おいてはエネルギー供給者義務制度のみを手段とした 2020 年の省エネ目標達成計画が策定

されているが、ブルガリア、フランス、リトアニア、ラトビア、スペイン、イタリア、スロ

ベニア、アイルランド、クロアチア、オーストリア、英国、マルタ、エストニアでは、代替

措置とエネルギー供給者義務制度を組み合わせた省エネ目標達成計画が策定されている。 

以下の  
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表 2.5-1 では、英国、フランス、イタリアにおける市場メカニズムを活用した省エネ制度

を概観する。表が示すように、制度の導入目的や、実施対象等、国によって様々である。な

お、これらの詳細は後述する。 

 

 

注）2014 年時点での EU 加盟国の省エネ目標達成に向けた政策手段を示しているため、英国が含まれて

いる。 

出所）ENSPOL (2016) “Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme D3.1: Report on 

Alternative schemes to Energy Efficiency Obligations under Article 7 implementation” 

図 2.5-2 欧州における手段別の省エネ目標達成への貢献 
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表 2.5-1 英国、フランス、イタリアにおける市場メカニズムを活用した省エネ 

 英国 フランス イタリア 

制度名 Energy Company 
Obligation 3 

Energy Efficiency 
Obligation 

White Certificate Scheme 

本制度導入
の目的 

CO
2
削減とエネルギー貧困

対策 
エネルギーセキュリティ確
保と事業者の経済性向上 

エネルギー輸入依存低減、気
候変動対策、省エネビジネス
推進 

目標期間 全 4 期（3 年間 4 ケ月）、現
在第 2 期 

3〜4 年 1 年 

目標水準 2 つの目標 
（ 2019/4/1〜 2020/3/31(1
年間)では、空調ボイラー対
策で 23 億 5,800 万ポンド
の光熱費削減、断熱壁の導
入により 2 憶 600 万ポンド
の光熱費削減）。各社の目
標水準は市場シェアで按分 

第 4 期(2018-2021 年)の間は
2,133TWhc*. 各事業者への目
標は特定年の販売量に政府
が規定する係数を乗じて設
定。 

*kWh Cumac のことで 

cumulative and actualized
を略した造語) 

2017 年：7.14 Mtoe, 2018
年：8.32 Mtoe, 2019 年：
9.71 Mtoe, 2020 年：11.19 
Mtoe（一次エネルギーベー
ス）。ホワイト証書の発行
数が過剰になった場合（削
減目標より 5%上回った場
合）、次年度の目標として
加算。各社の目標水準は市
場シェアで按分。 

省エネ実施
対象部門 

家庭部門のみ EUETS 施設は原則対象外 全部門 

義務対象者 エネルギー小売事業者 
(18 事業者) 

エネルギー小売事業者(50 電
力・ガス・LPG・熱供給事業者: 
LPG の場合は 100 GWh/年、そ
の他 400 GWh/年以上, 及び
燃料油供給事業者) 

配電事業者、ガス配送事業者
対象(顧客数 50,000 件以上) 

罰則 最大年間売上の10％までの
罰金 

20 Euro/MWhc 60%達成した場合罰則なし。 

(∵未達成分は次年度に上乗
せ) 

目標達成の
費用負担 

全て消費者が負担 一部または全部を消費者が
負担 

前年のスポット市場におけ
るホワイト証書価格の加重
平均を消費者価格に転嫁 

出所）各種資料より作成 

 

上表には含まれないドイツでは、エネルギー供給者に対する省エネ義務制度は導入され

ていない。他方、ドイツでは 2010 年に原子力発電からのフェーズアウト等を含むエネルギ

ー転換(Energiewende)を目指した長期目標を決定し、2020 年に一次エネルギー消費を 2008

年比 20%節減、最終エネルギー消費のエネルギー原単位を 2050 年まで毎年平均 2.1%改善

するという目標を設定した。同目標達成に向け、2014 年にエネルギー効率国家行動計画 

（Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz：NAPE）を閣議決定した。この中で、既築・新築建

築物のエネルギー効率を改善するためにエネルギー節減規制（EnEV）の改正、併せてドイ

ツ復興金融公庫 (KfW)による建築物の省エネ改修、高効率機器への買換えに対する補助・

融資制度の拡大等の政策導入を発表した。 

ドイツ政府は欧州委員会に対し、既に国内で決定した NAPE に含まれる省エネ政策の強

化によってエネルギー効率指令第 7 条が義務付ける目標を達成すると通知した。このため、
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エネルギー供給者に対して省エネ目標を課す制度は導入されておらず、欧州委員会はドイ

ツ政府が示した規制強化や補助・融資制度を代替措置として承認している。 

なお、NAPE でまとめられる省エネ施策のうち、ドイツでは市場メカニズムを活用した制

度として「省エネ入札制度：STEP up!」の実証事業が行われた。十分な入札案件がなかった

ため、現在は実施されていないものの、これは、電力利用の効率改善に向けた入札制度であ

り、2016 年の 6 月に 2 カ年のパイロットフェーズが行われた。本制度では、高効率技術の

導入に関して、補助金支給額あたりの省エネ効果が最も大きい応札者に対して、追加投資の

30%をドイツ政府が負担するものである。すなわち、同制度では、市場メカニズムを活用す

ることで、費用対効果の高い技術の導入促進が期待されていた。 

同入札制度では①Open tender, ②Closed tender の二種類、ならびに③応札者である事業者

での省エネ事業の実施、④第三者がとりまとめる同種類の複数の省エネ事業の実施から構

成される。 

Open tender に関しては、あらゆる技術と部門が対象となり、事業として個別事業者の場

合と第三者による複数の事業の応札が認証されている。Closed tender に関しては、省エネ効

果が高いものの普及に制約のある特定の技術に特化したもので、第一回の入札では、高エネ

ルギー効率エレベーター技術を対象として実施された。 

 

2.5.2. 英国 

英国におけるエネルギー供給者義務制度は、エネルギー供給者が家庭における炭素排出

削減の責任を負うことを法的に定めた制度である。一定規模以上のエネルギー供給業者に

対してそれぞれ義務値と期限が示され、エネルギー供給者は自社の責任において義務の達

成に向けた施策をすすめる。 

英国における最初のエネルギー供給者顧客省エネ義務制度である Energy Efficiency 

Standard of Performance (EESoP)は世界に先駆けて 1994 年に業務部門と家庭部門の電力消費

削減を目的として導入された。2002 年には Energy Efficiency Commitment（EEC）に名称を

変更して、業務部門を対象から外し、家庭部門のガス消費者を追加、貧困層に優先的に省エ

ネ対策を実施する義務を設けた。また、獲得した省エネ量の取引制度（ホワイト証書取引）、

超過目標達成量のバンキング制度等の柔軟性措置も導入された。2008 年には Carbon 

Emission Reduction Target（CERT）に名称を変更し、これまでの省エネ量（kWh）から二酸化

炭素の削減量（t-CO2）に目標単位の変更が行われた。また、実施すべき直接規制（具体的

には目標の 68%は断熱材の改善により実施すべき事項）も盛り込まれた。そして 2013 年 1

月からは、家庭部門の省エネ設備投資促進の強化策として Green Deal とともに Energy 

Company Obligation（ECO）が開始された。 

 

ここでは、英国における Energy Company Obligation（ECO）の制度を概観する。 

ECO は、省エネ投資への支払いが困難な低所得者層・貧困層の住宅やグリーン・ディー
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ルだけでは投資が困難な solid wall、hard-to-treat cavity wall に対する断熱対策の提供に対し

て、追加的な投資支援を補う制度として開始した。ECO によってエネルギー会社が負担し

た費用は、電力・ガス料金への上乗せを通じて広く国民が負担しており、実質的には税制を

通じた国民負担による補助金交付と変わりがない。ECO は顧客 20 万件以上の配電会社およ

びガス供給事業者に対して低所得世帯を対象とした省エネ義務制度である。2020 年 4 月か

らは義務の対象が 15万件以上の顧客を持つ配電会社およびガス供給事業者へ拡大される44。

ECO は 2013 年開始された当初、以下の３つの義務から構成されていた。 

① Carbon Emission Reduction Obligation（CERO）：１枚壁や修繕が難しい壁（例え

ば、50 ミリ以下の厚さのレンガ造り壁や既製の鉄筋・コンクリート家屋の壁等におけ

る空洞の修繕）における断熱材の設置促進。義務値はCO2排出削減量。 

② Carbon Saving Community Obligation（CSCO）：貧困世帯および過疎地における家屋

への断熱材の導入および地域熱供給への接続支援。義務値はCO2排出削減量。 

③ Home Heating Cost Reduction Obligation（HHCRO、Affordable Warmth）：空調機由

来のエネルギーコストを削減するためのボイラーの改善や買い替えの支援。義務値は

光熱費削減額。 

その後、2015年４月に開始したECO2においてCERO、CSCO、およびHHCROの対応策

としてSolid Wallを一定割合採用することが義務づけられ（Solid Wall Minimum 

Requirement(SWMR)）、2017年3月施行のECO2tにおいてCSCOが除外されCEROについて非

都市部（地方農村地域）実施割合を15%以上とする義務が追加された。さらに2018年12月

より始まった現行制度ECO3ではCEROが除外された。図2.5-1にECOの義務項目の変遷を示

す。図中のAFFORDABLE WARMTHはHHCRO、RURALは非都市部（地方農村地域）の実

施割合15%以上の義務化、SOLID WALLED HOMESはHHCROの対策として固体壁設置

（Solid Wall Insulation）を一定割合採用する義務を表している。 

 

出所）BEIS、Energy Company Obligation ECO2:2018-2022 より作成 

図 2.5-3 ECO 義務項目の変遷 

 

 
44 Ofgem, Energy Company Obligation (ECO3 Guidance: Supplier Administration v1.3, p.16.) 
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2013 年から 2015 年に施行された ECO においては、HHCRO による光熱費削減目標額 42

億￡の他に、CERO により合計 14.2Mt-CO2 の排出量削減、CSCO により 6.8Mt-CO2 の排出

量削減、合計で 21.0Mt-CO2 の排出量削減目標が掲げられた。2015 年から 2018 年に施行さ

れた ECO2 および ECO2t においては、HHCRO による光熱費削減目標額 64 億 6000 万￡の

他に、CERO により合計 19.7Mt-CO2 の排出量削減、CSCO により 6Mt-CO2 の排出量削減、

合計で 25.7Mt-CO2 の排出量削減目標が掲げられた。現行法である ECO3 は HHCRO を義務

と定め光熱費削減目標額 82 億 5300 万￡を、HHCRO のうち一定割合を固体壁設置（Solid 

Wall Insulation45）を一定割合採用する義務値を SWMR として光熱費削減目標額 7 億 2100

万￡を掲げている。 

ECO3 の義務対象はエネルギー供給事業者 18 社、家庭部門の顧客のうち、光熱費を賄う

ことが難しい低所得者世帯を対象とし光熱費削減額を義務値とする。2022 年 3 月 31 までの

期限を 4 期に分け、それぞれの期間における光熱費削減目標値を定めている。 

 

表 2.5-2 2020 年までの ECO3 における光熱費削減目標 

 Phase 1 

2018/12/3~

2019/3/31 

Phase 2 

2019/4/31~

2020/3/31 

Phase 3 

2020/4/1~ 
2021/3/31 

Phase 4 

2021/4/1~ 
2022/3/31 

Total 

HHCRO 

(￡) 

11億7900万 23億5800万 23億5800万 23億5800万 82億5300万 

SWMR 

(￡) 

１億300万 2億600万 2億600万 2億600万 7億2100万 

出所）Ofgem, ECO3 Guidance: Supplier Administration v1.3 より作成 

 

• 関係省庁・運営主体 

ECO3 の細則は The Electricity and Gas (Energy Company Obligation) Order 2018 に定められ

ており、ビジネス・エネルギー・産業戦略省 (Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy (BEIS))所轄のガス電力市場規制庁 (Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem))によ

り管理されている。Ofgem はガイダンスの策定、光熱費削減額の認定および評価など様々な

実施に係る対応を行っている。 

• 目標設定の方法 

配電・配ガス事業者は、定期的に自社の顧客数および供給量を Ofgem に報告する。Ofgem

は義務対象となる配電・配ガス事業者に対して、義務値を各事業者の供給量に応じて案分し、

通知する。義務値は証書取引が認められており、目標未達の事業者は他の事業者より証書を

購入し充当できる。なお、未達分については次の Phase へ持ち越し可能であり、最終的に

2022 年３月 31 日までに各 Phase の義務値の合計量を達成する必要がある。 

 
45 Solid Wall Insulation は 2019 年 12 月 External/Internal Wall Insulation へ名称が変更された。 

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/eco3-measures-table 
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• 実施スキーム 

図 2.5-4 に目標策定から報告、審査、公開までの一連の流れを実施スキームとしてまとめ

る。Ofgem から各エネルギー供給事業者へ義務値が提示された後、ECO3 の対象である光熱

費を賄うことが難しい低所得者世帯からエネルギー供給事業者へエネルギー機器の効率改

修の申請がなされ、エネルギー供給事業者は申請者の資格を確認するとともに省エネ機器

販売事業者へ対策を指示する。次に省エネ機器販売事業者は家庭への省エネ対策を実施し、

エネルギー供給事業者は実施した省エネ対策による光熱費削減額を自社の実績としてとり

まとめ定期的にOfgemへ報告する。Ofgemは各エネルギー供給事業者からの報告を審査し、

各社の実績を公表する。 

出所）BEIS, Energy Company Obligation ECO3:2018-2022 より作成。 

図 2.5-4 ECO3 実施スキーム 

 

2.5.3. イタリア 

イタリアでは 2005 年からホワイト証書制度を実施している。本制度は、目標を向上させ

省エネ手法を拡大するとともに、取引により柔軟な措置を講じることにより、2017 年末に

は累積で 26 Mtoe（最終エネルギーベース）の省エネを達成した。 

一方で、2012 年、2017 年には同制度の目標と実施ガイドラインが変更され、市場の状況

とともに、ホワイト証書の発行件数が大幅に減少する事態を招いた。結果として、目標達成

と制度の運用に関するリスクが生じている。ここでは、イタリアにおけるホワイト証書制度

を概観する。 

イタリアでは、5 万件以上の需要家に供給する配電会社や配ガス事業者に対して省エネ義

務を課している。もともとは 10 万件以上の需要家に供給する配電・配ガス事業者が対象で

あったが、2008 年に 5 万件以上の需要家に供給する事業者へと対象を拡大している。 

イタリアでは、2020 年までに一次エネルギーの 24%節減目標を設定しており、機器や技

術の省エネ基準の向上と併せて配電・配ガス事業者が行う省エネ（ホワイト証書制度）を主

要な目標達成手段として位置付けている（表 2.5-3、図 2.5-5）。イタリアでは、事業者に対

する省エネ目標の達成にあたってホワイト証書の活用が認められている。 
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表 2.5-3  2020 年の部門別、施策別省エネ目標（Mtoe, %） 

 省エ

ネ基準 

交通

対策 

熱効

率改善 

税控

除 

ホワ

イト証

書制度 

最終

エネル

ギーベ

ース 

一次

エネル

ギーベ

ース 

一次エ

ネルギー

ベース

（%） 

家庭部門 1.6  0.54 1.38 0.15 3.67 5.14 26% 

業務部門 0.2  0.93  0.1 1.23 1.72 9% 

産業部門     5.1 5.1 7.14 36% 

運輸部門 3.43 1.97   0.1 5.5 6.05 30% 

合計 5.23 1.97 1.47 1.38 5.45 15.5 20.05 100% 

 

出所）Italian Energy Efficiency Action Plan, July 2014 より作成 

 

 

出所）Italian National Energy Strategy 2013  

図 2.5-5 2020 年までの省エネ目標：一次エネルギー 

 

ホワイト証書制度は、世界で初めてイタリアで導入されたもので、2005 年の実施開始以

来 15 年が経過している。同制度では、配電事業者、配ガス事業者に対し、年間の販売量の

うち、特定割合を省エネ量として目標を設定、その達成手段として、事業者が独自に省エネ

プロジェクトを実施する以外に、市場取引が省エネ達成の手段として大きく活用されてい

るものである。イタリアホワイト証書制度で特徴的なのは、全ての省エネ技術を対象として

いること、そして全ての部門（産業、業務、運輸、家庭、そして農業）を対象としてプロジ

ェクトの実施が可能であり、その結果創出された証書の取引により目標未達成の部分に充

当できることである。 
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表 2.5-4 にホワイト証書の概要を示す。 

表 2.5-4 ホワイト証書の概要 

項目 備考 

開始年 2005年～ 

義務対象者  5万件以上の需要家に供給する配電会社や配ガス事業者 

※2007年までは10件以上 

実施期間 

 

第1期: 2005年～2007年 

第2期: 2008年～2012年 

第3期: 2013年～2016年 

第4期: 2017年～2018年中旬 

第5期: 2018年中旬～ 

各社の目標設定 全体の削減目標に各事業者の市場シェアを乗じることで算出 
出所） 各資料より作成。 

 

• 関係省庁・市場の運営主体 

本制度に関するガイドラインの策定は、経済発展省(Ministry of Economic Development)が

環境省(Ministry of Environment)とともに実施する。ガイドラインの変更にあたっては省令

(Ministerial Decree: D.M.)が適用される。 

 

本制度は公社であるエネルギーサービス社（GSE： Gestore dei servizi energetici)が管理し

ており、運用細則を決めるとともに、提出された省エネプロジェクト実施の評価、ホワイト

証書の発行、認定、オンサイトの検査など様々な実施に関わる対応を行う。 

 

出所）GSE 資料 

図 2.5-6 GSE, GME と政府の関係 

 

ホワイト証書の取引は、省エネ義務を負う配電・配ガス事業者と、適格性を有する事業者
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の間で執り行われる。そのプラットフォームは、GSE の子会社である GME が提供するスポ

ット市場、または相対取引での実施となる。 

 

出所）GSE 資料 

図 2.5-7 ホワイト証書市場の取引参加主体 

 

省エネ目標を負う配電・配ガス事業者は、GSE の承認を受けたプロジェクトを実施する

と、エネルギー市場管理公社である GME(Gestore Mercati Energetici)からホワイト証書が発行

される。省エネ目標未達の事業者は市場等を通じて他の事業者より得たホワイト証書を充

当できる。なお、ホワイト証書を考慮してもなお義務未達の供給事業者には罰則が課せられ

る。 

省エネ目標達成に伴う費用は、GSE が決定する Tariff reimbursement（料金払戻）にしたが

って規制対象者である配電・配ガス会社に補填される。すなわち、最終需要家が電力・ガス

料金のうち、部分的に本制度実施のために負担している。Tariff reimbursement の金額は、前

年のホワイト証書の発行量に応じ、スポット価格を加重平均して決められる。 
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出所）RICARD (2015), “Italian Energy Efficiency White Certificate Scheme: Rethinking Decarbonization 

Incentives – Policy Case Studies” 

図 2.5-8 ホワイト証書市場の全体 

 

• 目標設定の方法 

省エネ目標は、毎年設定される。その際、全体の省エネ目標に対して各事業者の市場シェ

アを乗じることで算出される。なお、イタリアのホワイト証書制度では、目標の達成につい

て柔軟性措置(flexibility clause)が講じられている。すなわち、目標の 60%以下の達成にとど

まった場合、罰金の支払いが命じられるが、目標の 60%が達成できた場合は残りの未達目

標は翌年のうちに達成する柔軟性措置が認められる。 

 

2.5.4. フランス 

フランスでは、EU の省エネ指令を踏まえつつ、エネルギーセキュリティの向上、ならび

に CO2 削減目標の達成を促す手段として省エネを捉えており、2005 年 7 月のエネルギー政

策法改正において、エネルギー供給者義務制度が導入されている(No.2005-781)。本制度では、

消費者における省エネを促進するために、エネルギー供給事業者に対して目標期間(3～4 年

間)、省エネ目標量(義務量)、省エネ証書取引制度等を設定している。 

エネルギー供給者義務制度における取組みの対象については、全体として大きな省エネ

ポテンシャルを有するものの、それぞれのエネルギー消費が小さく、かつ分散している家庭

部門やエネルギー消費の拡大が見込まれる業務部門などを主要なターゲットとしている。

ここでは、フランスにおけるエネルギー供給者に対する省エネ義務制度を概観する。 

 

最終需要家（産業、家庭、業務、農業、運輸）

Ministry of Economic 
Development 目標設定とルー

ル規定

省エネプロジェ
クトの実施 省エネプロジェクトの実施

自主的取り組み

ESCO等

規制対象者

配電・配ガス事
業者

罰則

証書申請

証書承認

証書申請

証書取引

証書移転証書移転

証書取引
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• 制度スキーム 

義務量を有する目標期間としては、これまでに第 1 期（2006-2009 年）、第 2 期（2011-2014

年）、第 3 期（2015-2017 年）の３期間が既に実施されており、義務対象者の基準値や義務量

等の見直しが期移行期ならびに期中で適宜実施されている。2020 年 3 月現在では第 4 期が

運用中である。義務対象者であるエネルギー供給事業者は、義務量を達成するために、事業

者による省エネ取組みの実施等による省エネ証書(Energy Savings Certificates: ESC)を獲得す

ることに加えて、他の義務対象者や適格性を有する実施主体（義務目標が課されない ESCO 

事業者や地方行政、最終需要家等）による省エネ証書を取引市場（国家登録簿）等から獲得

する。なお、義務事業者が義務量に相当する省エネ証書の獲得が未達となる場合は、不足分

に対して 20€/MWhc の罰金が課せられる。 

省エネ証書は、技術的な要件を満たした上で発行されており、発行単位は kWh Cumac

（kWhc）である(Cumac：“cumulative and actualized”を略した造語)。省エネ証書は、義務対象

者や適格性を有する実施主体の間で取引することが可能である。図 2.5-9 に制度スキームの

概要を示す。 

 

出所）環境・エネルギー管理庁等の資料より作成 

図 2.5-9 エネルギー供給者義務制度の概要 

 

• 義務対象者・義務量 

販売エネルギー量が一定量を超過するエネルギー供給事業者が対象で、第 4 期開始当初

の義務事業者は約 1900 社が対象となっている。表 2.5-5 にエネルギー源別の義務対象者数

を示す。なお、家庭用暖房用油、輸送用燃料（LPG 以外）については、2019 年分から基準

値をそれぞれ 1000m3へ変更することに加えて、家庭用暖房用油の義務事業者が小売事業者

から卸事業者へ変更されることで義務対象者数が 25 となるなど、制度全体の義務対象者の

数が大幅に減少する見込みである。 
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表 2.5-5 エネルギー源別義務対象者数（第 4 期開始当初） 

エネルギー源 基準値（年間） 義務対象者数 

電力 4億kWh 14 

天然ガス 4億kWh 13 

熱供給 4億kWh 8 

LPG 1億kWh 7 

家庭用暖房用油 500m3 1776 

輸送用 LPG 7000t 5 

輸送用燃料（LPG以外） 7000m3 45 

出所）環境・エネルギー管理庁等の資料より作成 

 

第 4 期の義務量については、全体では 2,133TWhc（燃料貧困対策分を含む）であり、義務

事業者に対してはエネルギー源ごとに基準値を超過した販売エネルギー量をもとに決定さ

れている。なお、家庭用暖房用油、輸送用燃料（LPG 以外）については、2019 年分から義

務量算定の係数についても見直しがなされている。図 2.5-10 にエネルギー源別の義務量割

合を示す。 

 

出所）環境・エネルギー管理庁等の資料より作成 

図 2.5-10 エネルギー源別の義務量割合 
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• 証書発行実績 

省エネ証書の発行については、第 1 期から第 3 期の推移を見ると、第 1 期の一部期間で

義務量が省エネ証書の発行量を上回るものの、全体的には省エネ証書の発行量が義務量に

対して順調に発行されている。第 1 期から第 3 期における義務量と省エネ証書発行量の推

移を図 2.5-11 に示す。 

 

出所）環境・エネルギー管理庁等の資料より作成 

図 2.5-11 義務量と証書発行の推移 

 

省エネ証書の発行手続きには、①事前に定型化されている標準活動(standardisées)、②標準

活動以外の特定活動(spécifiques)、③省エネプログラム(programmes)の３パターンがある。こ

の中で、従来型証書については、①標準活動による発行が約 9 割を占め、②特定活動と③省

エネプログラムによる発行が残りを占めている。 

また、省エネ証書の発行部門の割合（2015～2018 年）は、住宅用建築が約 48%、産業が

約 24%、業務用建築が約 15%となっており、家庭部門での対策による証書が約半数発行さ

れている。図 2.5-12 に、2015～2018 年における省エネ証書の発行部門別の割合を示す。な

お、制度開始の 2006 年から 2014 年までの証書では、住宅用建築からの発行割合が約 3/4 で、

次いで業務用建築が 13%、産業が 7%を占めており、2015 年以降は産業や業務用建築の割合

が大幅に増加する一方で、住宅用建築は割合を縮小している。 
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出所）エネルギー・気候総局資料等より作成 

図 2.5-12 省エネ証書の発行セクター別割合（2015～2018 年） 

  

2.5.5. マサチューセッツ 

マサチューセッツ州は、米国 ACEEE による評価で全米の中で省エネ政策と成果がトップ

にランクされている。エネルギー供給者義務制度を中心とした省エネ取組み、ならびに建築

物の省エネ基準に対する評価が背景にある。特にエネルギー供給者義務制度に関しては、電

力・ガスの年間小売販売のうち、それぞれ 2.7%、1.25%の省エネを達成すという相対的に高

い目標を設定している。米国東海岸で実施されるエネルギー供給者義務制度において達成

される省エネ割合が 2014 年において電力が 1.27%、ガスが 0.57%であったことから、マサ

チューセッツ州における目標の高さが明らかである。ここでは、全米で省エネ推進がトップ

にランクされるマサチューセッツ州でのエネルギー供給者義務制度を概観する。 

マサチューセッツは電力価格が全米の中で最も高い水準にあるため、コストを低減・安定

化させ、クリーンなエネルギーを提供、そして安全で安定的かつ強靭なエネルギーインフラ

の確保を目標としている。これまで、省エネに関する法律・規制として、長期にわたって対

応しており、1980 年代には家庭を対象として策定された「Residential Conservation Services」

法がある。2008 年に策定された Green Communities Act がエネルギー供給者義務制度の基本

を形成している。 

政府機関、非政府機関等様々な組織が省エネ推進に携わっている。具体的には、Department 

of Energy Resources (DOER)：政策担当・州内の省エネ政策を監督, Department of Public Utilities 

(DPU)：規制当局, Mass Clean Energy Center (CEC)：公的組織、Energy Efficiency Program 

Administrators: 公益エネルギー供給事業者が省エネプログラムを推進する主体である。 

図 2.5-13 はマサチューセッツ州におけるエネルギー供給者義務制度でのプログラム認証

システムを示している。マサチューセッツ州では、7 つの配電・配ガス事業者と公営事業者

がエネルギー供給者義務制度の省エネ目標達成事業対象者として、州内では、3 年間を一つ

のサイクルに目標を策定、それに対する 3 年の省エネ計画を電力ガス事業者が策定するこ
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とになっている。 

マサチューセッツ州では消費者に System Benefit Charge を課して省エネプログラムを実

施するが、その際、必ず供給コストよりも低い「コスト効果的な」省エネ手段の実施が義務

化されている。すなわち、事業者は後述の「Total Resources Cost Test」を合格する必要があ

る。配電・配ガス事業者は策定した省エネ計画をエネルギー資源省（Department of Energy 

Resources）を議長とする審議会である Energy Efficiency Advisory Council（省エネ審議会）に

提出する。提出されたプログラムの内容を省エネ審議会が検討し、規制当局である公益事業

委員会（Department of Public Utilities）に対する助言が行われる。公益事業委員会は、エネル

ギー供給事業者が提出した計画のコスト効果性を認証する。 

 

出所）Department of Energy Resources (2016). “Energy Efficiency in Massachusetts”より作成 

図 2.5-13 マサチューセッツ州におけるエネルギー供給者義務制度の目標設定プロセス 
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表 2.5-6 マサチューセッツ州の Ratepayers’ Funded Energy Efficiency Program 概要 

 米国マサチューセッツ州 

制度名 Ratepayers’ Funded Energy Efficiency Program 

本制度導入の目的 エネルギーセキュリティの確保、エネルギー強靭性の強

化、CO2削減 

目標期間 1期3年間 (2019-2021年) 

省エネ目標 電力小売り販売の2.7%, ガス小売り販売の1.25% 

省エネ実施対象部門 家庭・業務・産業部門 

義務対象事業者 配電・配ガス事業者・公営事業者 (7事業者) 

目標達成の費用負担 System Benefit Chargeとして、全て消費者の電力料金に

課金 

省エネによる販売減の補填 Decouplingとして、消費者の電力料金に課金し補てん 

目標達成の報酬 Performance Incentiveとして株主に還元 

罰則 報告に基づき目標が達成されていない場合には、

USD0.05/kWh, USD 1/thermを未達成分について徴収。 

出所）各種資料より作成 
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第3章 連携省エネ取組の事例調査及び普及・促進策の検討 

 

3.1. 調査の背景と目的 

エネルギー消費原単位の改善については、個社単位での省エネ取組のみでは停滞傾向に

あること等を踏まえ、平成 30 年 12 月、事業者連携による省エネを促進するために、「連携

省エネ計画認定制度（※）」が創設された。本制度の一層の活用を促進するためには、連携省

エネ取組に取り組もうとする事業者等に対し、同取組の具体的な進め方やメリット等につ

いての広報活動を強力に展開することが必要である。 

こうしたことから、本調査では、企業間連携等として既に実施されている取組につい

て、取組の概要、連携による効果、実現に至るまでの課題と解決方法等を調査し、効果

的な情報提供や広報の進め方等について分析する。併せて、連携省エネ取組を計画して

いる事業者等に対して、取組の加速化と潜在的なニーズの掘り起こし等を狙いとした広

報資料を作成する。 

（※）連携省エネ計画認定制度とは 

複数の事業者が連携して省エネルギー取組を実施した場合に、省エネ法の定期

報告において、連携による省エネ量を事業者間で分配して報告することが出来る

制度。制度を利用するためには、連携省エネ計画を作成の上、経済産業大臣又は経

済産業局長に提出し、認定を受ける必要がある。 

 

3.2. 調査方法 

3.2.1. 調査対象の選定 

調査対象の選定に当たっては、連携の形態（生産工程、熱源設備）に加えて、連携企業等

の立地条件、自治体との関係、サードパーティの関与状況等の視点（表 3.2-1）に基づき、

代表的な取組を選定した。 

 

表 3.2-1 企業間連携等取組の選定の視点 

選定の視点 具体的な内容 

連携の形態 
 生産の連携 

 熱源の連携 

立地条件 

 工業団地 

 近隣企業 

 集積地 

 同一企業の全国展開による工場 

自治体との関係 
 事業への参画 

 事業への支援 

サードパーティの関与 

 事業への参画 

 事業をコーディネート 

 活用していない 
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3.2.2. 調査方法 

1. 進め方 

本調査は次の①～③のステップで進めた（表 3.2-2）。 

ステップ①では、事業の概要を把握するとともに、ステップ②では、事業者、サードパー

ティに対してヒアリングを行った。また、ステップ③では、以上の調査結果をもとに、広報

資料の作成とまとめ等を行った。 

 

表 3.2-2 調査の進め方 

調査項目 具体的な内容 

①文献調査等  省エネ大賞、月間「省エネルギー」、Web 調

査等の調査・分析 等 

②訪問調査  事業者の本社と現地工場等を訪問しヒア

リング 

 サードパーティへのヒアリング 等 

③調査結果の分析とまとめ  効果的な広報活動に向けた事例分析 

 広報資料の作成 等 

 

2. 訪問調査項目 

訪問調査時の調査内容を表 3.2-3 に示す。なお、訪問調査においては、事業者の本社に加

えて現地工場等に対してヒアリングを行い、事業開始に至るまでの経緯等の詳細情報の把

握に努めた。 

 

表 3.2-3 企業間連携等取組についての事業者への調査項目 

調査項目 具体的な内容 

事業の概要  連携取組の計画から事業実施までの事

業内容と得られた成果等 

連携の体制  各事例の参画者、支援者、事業スキー

ム等 

実現までの期間  事業計画から事業実施までの期間 

実現に至るに当たっての課題とその対応

策 

 事業を進める上での、人材・技術・資

金等に関する課題とその対応 等 

その他関連事項  将来想定されるリスクやその対応 等 

 

 

3.3. 事例調査 

複数企業間の連携による省エネ取組を更に普及促進することを目的として、既に企業間
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の連携により省エネに取り組んだ事例に関して、文献調査並びに個別の面談によるヒアリ

ング調査等を実施した。調査対象は、業界団体、エネルギーマネージメント事業者のエネル

ギーの連携に関する事例 8 件と、設備の連携に関する事例 1 件の合計 9 件の連携省エネ取

組事例とした。 

調査事例（9 件）における調査の視点は表 3.3-1 の通りである。調査項目は、事業の概要、

連携取組が実現できた体制、実現に至るに当たっての課題、実現までの期間、その他関連事

項等である。 

調査結果を踏まえて、次節以降において、連携の形態ごとに事業の概要、実現に当たって

の課題と対応策、省エネ効果量、今後の考えられるリスクと対応等を述べる。 

 

表 3.3-1 調査対象事例と調査の視点 

視点 

事例 

連携の形態 立地条件 自治体との関

係 

サードパーティ

の関与 

3.3.1 熱源の連携 工業団地 事業への支援 無し 

3.3.2 熱源の連携 工業団地 事業への支援 あり 

3.3.3 熱源の連携 工業団地 事業への参画 あり 

3.3.4 熱源の連携 近隣企業 事業への支援 あり 

3.3.5 

＜ケース１＞ 

熱源の連携 近隣企業 事業への支援 あり 

3.3.5 

＜ケース２＞ 

熱源の連携 近隣企業 事業への支援 無し 

3.3.6 熱源の連携 集積地 事業への参画 あり 

3.3.7 熱源の連携 同一企業の全国

展開による工場 

事業への支援 あり 

3.3.8 生産の連携 同一企業の全国

展開による工場 

事業への支援 無し 

 

3.3.1. 工業団地内企業間の連携 

1. 概要 

本事業は、工業団地内に隣接している A 社（エネルギー供給会社）、B 社（石油化学原料

製造）、C 社（石油化学製品製造）の３社間において、A 社が保有している LNG から発生す

る冷熱を、エチレン製造過程で冷熱を使用している B 社へ供給することで、B 社の冷熱設

備でのタービン駆動蒸気量が削減させる。これにより C 社への蒸気供給量を増加でき、C 社

での必要な蒸気発生量を削減することで、省エネを達成した事例である。 

各社は従来から、単独での省エネ推進に限界があるため、他社との連携を模索していた。

こうした中、３社間には、同一工業団地の企業として交流があり、共同で取り組める施策を
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検討する関係にあったこと、また、これまでにボイラー燃料を融通し合う等の良好な関係を

築いていたこと等を背景に、工業団地内企業間連携が実現した。計画段階から工事着工まで

約 1 年間、工事着工から竣工まで約 2 年半かかり、その約 4 ケ月後に連携運用を開始して

いる。 

 

図 3.3-1 工業団地内企業間の連携 

 

2. 実現に当たっての課題と対応策 

省エネ施策の検討に当たっては、各社のプラントの運用や操業の特性等について理解する

ために、各社間での情報共有ならびに人材の交流が重要であった。そのために、各社内で十

分に理解し合うまで擦り合わせを行い、省エネ施策を検討し実施に至った。 

冷熱利用を実現するには、冷熱を利用する製品製造プラント側で LNG 冷熱の変動に影響

を受けない運転管理と、できるだけ多くの省エネ効果を生み出すための新たな制御技術開

発が求められた。そのために、LNG 冷熱を利用するに際して、エチレン製造プラントの冷

凍設備を負荷変動へ対応させる技術と運転方法を新たに確立した。 

 

3. 省エネ効果量 

連携省エネ運用開始以降大きなトラブルはなく、安定的な運転を継続している。A 社では

使用エネルギーが増えているものの、B 社と C 社は両社とも省エネが進んでおり、3 社合計

で省エネ効果が得られている（計画値：原油換算▲13,000kL/年）。 

 

4. 今後の考えられるリスクと対応 

LNG 冷熱源の大幅な減少が発生した場合には、冷熱利用側への影響が大きくなることが

想定される。そのための対応策として、A 社からの LNG 供給可能量について、年間計画及

び月間計画を作成し、合意をとることとした。 

 

 

3.3.2. 工業団地内の複数企業とエンジニアリング会社間の連携 

1.  概要 

食品、機械等の多様な業種を抱える工業団地において A 社（エンジニアリング会社）が

コージェネレーション設備(以下 CGS という。)等で構成するエネルギーセンターを工業団

工業団地

LNG冷熱を
供給

A社 B社

LNGの
貯蔵設備

製品製造
工程等

C社

製品製造
工程等

蒸気を供給
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地内に設置して 3 社・7 事業所に電気と熱（蒸気・温水）を供給している事例である。 

設備仕様は、CGS(5,770kW×6 基)、貫流ボイラー（7 ﾄﾝ/h×7 基）、太陽光発電（70kW）

等で、3 社（B 社（食品製造業）、C 社（情報通信機械器具製造業）、D 社（医薬品製造業））・

7 事業所が使用する電気と熱をエネルギーセンターから供給している。 

 

図 3.3-2 工業団地内の複数企業とエンジニアリング会社間の連携 

 

本事業の実現に向けては、工業団地として省エネに取り組めないかどうかの事業構想検

討から始まった。こうした中で、A 社が各社の熱と電気の使用バランスを様々なパターンで

組み合わせ検討を行い、かつ、総合的なメリットを繰り返し各社に説明していくことで、構

想検討から約 5 年を経て事業実施が決定した。約 3 年の歳月をかけて建設が行われ、その

約 1 年後に試運転等を経て本運用を開始した。 

 

2. 実現に当たっての課題と対応策 

本事業では、事業スキームの検討ならびに構築が大きな課題であった。特に、複数の事業

者・事業所のそれぞれのエネルギー供給先のニーズ（コスト、省エネ、CO2削減、事業継続

計画（Business Continuity Plan、以下 BCP という。））が異なる中で、各社が納得のいくスキ

ームを固めることに時間を要した。また、他事業者にエネルギー需要の大きな変動があった

場合の自社への影響を懸念する声もあった。これらの課題の解決に当たっては、A 社がコー

ディネーターとなって各社からの情報を集約、調整して、各社との数年に亘る折衝を重ねた

結果、スキームの合意を得ている。また、国や自治体から補助金等の支援を得るとともに、

効率的運用を目的とする協同組合を設立し、各社は一定期間のエネルギー供給を継続する

契約を締結している。毎月供給先との情報交換を行い需要予測と需給バランスを確認して

効率的運用を実現するようにしている。 

 

3. 省エネ効果量 

事業開始後、3 社・7 事業所の合計での省エネ効果が得られている（計画値：原油換算▲

10,000kL/年）。 

A社

ＣＧＳ

工業団地

電気

D社（医薬）

C社（電気電子）

蒸気 B社（食品）
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4. 今後の考えられるリスクと対応 

エネルギーの需要変動による熱電バランスの悪化、工場の撤退などがリスクとして考え

られる。供給先である各社はエネルギー需要予測を行い、A 社は需給バランスを作成し、そ

れらをもとに定期的(1 回/月程度)な情報交換、協議の場を持つことにより、効率的運転が実

現するように心掛けている。 

供給側としては、設備トラブル等による供給支障を起こさないことが重要であるため、電

力は保安上の観点から系統の電力を受電し、コージェネレーション設備としては、6 台のガ

スエンジンを設置し、供給を継続しながら順次設備メンテナンスができるようにしている。 

 

 

3.3.3. 自治体と民間企業との連携 

1. 概要 

A 市は産業の盛んな地域の中核市であるが、リーマンショック等の影響で近年成長に陰

りが出てきており、産業の活性化について検討していた。この一環として A 市は B 社（エ

ンジアリング会社）との共同出資により C 社（SPC）を設立し、地域の商工業団地内に CGS

を建設して、電気と熱を供給する事業を始めた。発電した電気は電力小売り会社(B 社子会

社)を経由して地域に販売する。 

共同出資会社の設立から設備の稼働開始までの期間は約 2.5 年である。 

 

図 3.3-3 自治体と民間企業との連携 

 

2. 実現に当たっての課題と対応策 

本事業を検討するに際して、大きな課題となったのが CGS の総合熱効率をいかに高める

かである。そのためには発電量に見合う熱の供給先を確保する必要がある。これについて、

当初予定した地域内大規模商業施設への熱供給は、条件の面で実現しなかったが、様々な熱

供給先を候補として選定して、引き続き別の熱使用先と交渉中である。 
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3. 省エネ効果量 

現状では、C 社が CGS の電気のみを供給しているため、熱供給によるエネルギー削減には

繋がっていない。 

4. 今後の考えられるリスクと対応 

供給先の経営環境変化により電気・熱の供給量が減少すると、CGS の稼働率が低下して、

投資コストが回収できないことが、将来のリスクとして懸念される。これについては、供給

先として自治体施設はじめ民間施設などの電力・熱供給先を幅広く確保するとともに、電力

小売会社の需給調整機能を活用することを考えている。 

 

 

3.3.4. 近接する企業とエンジニアリング会社間の連携 

1. 概要 

A 社（輸送用機械製造）は主要拠点である工場の BCP 強化のため、自家発電を保有した

いというニーズがあったが、電力需要と比較して熱需要が少なく CGS から発生する廃熱の

利用先が少ないという課題があった。B 社（エンジニアリング会社）はこの課題に対応する

ため、近隣の会社の中で熱需要のある会社などについて検討し、既存の熱源設備の老朽化が

進んでおり、更新計画が立てられていた C 社（食品製造業）への供給を模索した。その結

果、B 社は近接する A・C 社のエネルギー融通をとりまとめ、エネルギーセンターを建設し

て CGS から発生する電気と廃熱を無駄なく使うシステムを構築し、全体としての省エネを

実現した。 

A 社内の敷地に設置されたエネルギーセンターの CGS 設備の容量は約 9,000kW（約 5 ﾄﾝ

/h）であり、本事業の契約年数は設備の耐用年数の 15 年としている。 

本事業は自治体のビジョンとも合致する内容であり、東日本大震災以降、セキュリテｲ―

強化の観点から自治体の協力を得て主要道路の横断検討が進み、構想から約 4 年間で連携

が実現した。 

 

図 3.3-4 近接する企業とエンジニアリング会社間の連携 

 

B社 C社

ＣＧＳ
食品製造
工程など

電気

蒸気

A社

輸送用機械
器具製造工
程など
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2. 実現に当たっての課題と対応策 

エネルギーセンターを設置するに当たっては、事業メリットの 2 社への配分に関して、限

定された開示内容範囲のデータで、実現によるメリットの配分を両者が納得いく形で合意

を得ることが課題であった。そこで、本事業実現による総合的なメリットと意義を共有し、

両者が合意できる方法での分配の妥当性について粘り強く合意が得られるまで度重なる折

衝を実施した。特に、エネルギー需要規模に応じて按分する方法を繰り返し討議した。 

熱供給を実現するための蒸気配管の敷設は事業の鍵であった。そのために、自治体の協力

を得て主要道路の横断検討を進めて、規制・ルールを遵守しながらの諸課題を克服して、最

終的には道路下横断を実現した。 

 

3. 省エネ効果量 

蒸気の融通を図ることで A 社と C 社の合計で省エネ効果が得られている（計画値：原油

換算▲1,400kL/年）。 

 

4. 今後の考えられるリスクと対応 

事業内容の違う二社での事業のため、将来の需要変動はリスクとなる。本事業では、A

社、C 社ともに、供給されているエネルギー量の割合は比較的小さく、変動に対しての影響

は小さいが、予測不能なリスクに備えて非常時用のボイラーを残すなどの対応をしている。 

 

 

3.3.5. 火力発電所と近接の企業間の連携 

火力発電所の蒸気タービンから抽気した蒸気を、近接する複数の企業に供給することに

より、省エネを図った事例を２つ紹介する。 

 

＜ケース１＞ 

1. 概要 

コンビナート内の複数企業に蒸気を供給している事例である。本事例においては、発電所

のリプレースを計画していた時期に、NEDO 省エネルギー調査事業において、「企業毎に設

置していたボイラーで発生させた蒸気の使用から、高効率なコンバインドサイクル発電設

備の発生蒸気を共同利用に変更することにより、大規模な地域の省エネルギーが可能」との

調査結果が示されたことをきっかけに、企業間連携の検討が始まった。事業化にあたり、発

電所を所有する会社とコンビナート内の企業が、蒸気需給事業を運営する蒸気供給共同出

資会社を設立した。各企業へ供給する蒸気配管の敷設にあたっては、地元の行政や鉄道会社

等の協力を得て、施工コストが比較的安い地上への敷設を実現した。NEDO の調査から営業

運転開始まで、約６年の期間を要している。 
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図 3.3-5 火力発電所と近接の企業間の連携 ＜ケース１＞ 

 

2. 実現に当たっての課題と対応策 

本事業を進める上で大きな課題は、設備建設資金の確保であったが、NEDO エネルギー使

用合理化事業者支援事業に応募し、補助金を受給することができたため、設備建設費の低減

が可能となった。これにより低廉な蒸気料金の設定も可能となった。 

設備建設に際しては、安全の面から行政より蒸気配管は地下への埋設を求められたが、鉄

道線路跡地に蒸気配管を敷設して道路から離隔をすることや、蒸気配管周辺へガードレー

ルを設置することにより蒸気配管への車両衝突を回避する等の対策を行うことで、地上へ

の蒸気配管の敷設を実現することができた。 

 

3. 省エネ効果量 

コンビナート全体で原油換算 2.8 万 kL/年（2018 年度）の省エネ効果が得られている。 

 

4. 今後想定されるリスクと対応 

本事例の場合は、蒸気供給を受ける企業が複数あり、将来のリスクとして、これらの連携

企業の撤退による事業の経済性への影響がある。このリスクに対し、連携省エネ取組に関す

る事業契約書にてリスク対応条項を設けるとともに、連携する企業間で協議ができる条項

を設けている。 

 

 

＜ケース２＞ 

1.概要 

本事例は、A 社（製造業）の発電所建設に際して、近隣地域の数社に蒸気を供給した事

例である。発電所の建設を計画する段階より、製品製造の工程に蒸気を使用する会社（食品

製造等）と連携事業の検討を行った。事業の計画から熱供給の実現まで、約６年の期間を有

している。 

E社

A火力発電所 D社
C社蒸気

B社（化学製品）
タービン

抽気 蒸気供給
共同出資会社
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図 3.3-6 火力発電所と近接の企業間の連携 ＜ケース２＞ 

 

2.実現に当たっての課題と対応策 

本事例では、公道の地下に熱供給導管（蒸気配管）を敷設する必要があった。そのため地

元の行政等と協議を行い、埋設ルートや深さを確定した。工事開始に先立っては近隣住民の

方々や食品製造会社関係者に連携のメリット等をよく説明し、本事業の理解を得た。また、

埋設工事の実施に当たっては、公道の片側交互通行や騒音低減対策など地域住民に十分配

慮した。 

 

3.省エネ効果量 

食品製造会社等で投入していたエネルギーの約３割削減（事業全体で原油換算約▲270kL/

年）という省エネ効果が得られている（概算値）。 

 

4.今後想定されるリスクと対応 

熱供給設備の経年劣化に対応し、設備トラブルによる供給支障発生リスクを増加させな

いため、適切な保全計画を立案し、実行していく。 

 

3.3.6. 中小企業の同業者間の連携 

1. 概要 

A 地区は古くから栄えた温泉地であるが近年観光客数が減少し、活性化が必要であった。

国の委託事業の形でコンサルタント会社（サードパーティ）が温泉街の共同組合並びに自治

体、地元金融機関と協力して、温泉未利用熱（余っている源泉の湯の熱）の調査を実施した。

温泉未利用熱は豊富にあるとわかり、利用のために源泉使用の同業者で共同出資会社を設

立した。さらに多数の民間旅館・民宿と自治体が連携し、未利用熱を利用した集中給湯設備・

配管などの設置を行った。また、本事業の実施に当たっては、国及び自治体の補助金が活用

され、地元金融機関の協力もあった。計画立案と設備の設計・施工は、国の委託事業の段階

から携わったコンサルタント会社が実施した。なお、調査から設備運用始までの期間は 3 年

であった。 

A社

D社

C社

B社

食品製造
工程など

蒸気

タービン

ケース２

抽気
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図 3.3-7 中小企業の同業者間の連携 

 

2. 実現に当たっての課題と対応策 

集中給湯設備の設置と地域全体にわたる配管敷設工事は、地元の中小企業の連携だけで

は資金面に不足があった。そこで、設備・工事資金として国と自治体(市及び県)双方の補助

金を得た。また地元金融機関の協力により用地・建物が無償譲渡 (閉店した銀行建屋)され

た。各旅館・民宿改修工事への融資もあった。また、A 地区は古くから栄えた地域にあるだ

けに、複雑な権利関係があり情報を共有化するのは簡単でなかった。そこで、調査の段階か

ら地区温泉組合青年部の参画を得ることで、情報共有化を図った。また、未利用熱の調査と

利用計画を立案することは、地元の中小企業のみでは困難だったが、国の委託事業の形で、

コンサルタント会社による調査・計画立案が行われた。自治体、学識経験者からも委員会の

形で協力を得た。 

 

3. 省エネ効果量 

未利用熱の共同利用により A 地区全体では、原油換算▲486kL/年の省エネ効果が得られ

ている（実績値）。 

 

4. 今後の考えられるリスクと対応 

A 地区では、観光客数が減少傾向にあるため温泉旅館が廃業すると、集中給湯設備の利用

が減少し、維持が困難となる。このリスクに関しては、地域全体の活性化事業推進により集

客力の向上を目指している。 

 

 

3.3.7. 全国に工場を有する企業とエンジニアリング会社間の連携 

1.概要 

A 社（食油製造）は全国に工場を設置して事業を展開しており、事業全体のエネルギー需

給の最適化を検討してきた。当初、地域ごとに電力会社あるいはガス会社と接触したが、全

国レベルへの展開は困難とのことで、B 社（エンジニアリング会社）との連携を選んだ。A

共同出資会社
ヒートポンプ

設備

未利用熱を利用
して加熱した温
水を供給

旅館D

旅館C

旅館B

給湯

A地区
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社は B 社と連携し、全国に展開する工場の中から熱需要の多い地区に CGS を設置、CGS の

余剰電力は電力小売会社（B 社の子会社）経由で他地区の工場に融通して CGS の総合熱効

率を向上させた。B 社は CGS を所有し、燃料の調達、運転、メンテナンスまで行った。ま

た、原料ガスを地域ごとに別々のソースから入手してコスト低減を図った。 

 

 

図 3.3-8 全国に工場を有する企業とエンジニアリング会社間の連携 

 

2.実現に当たっての課題と対応策 

CGS は燃料を適正なコストで安定的に調達することが、競争力維持の上で必須である。

これに関しては、電力・ガスの小売り自由化を反映して、地域ごとに別々のソースから燃料

を調達した。A 工場では未熱調の天然ガスを調達し、B 工場では 13A 都市ガスを調達した。 

 

3.省エネ効果量 

実績値として全国展開する工場全体でのエネルギー使用量は▲14.3%削減された。また、

電気と熱の需要バランスが良好であったために CGS の総合効率は 92.5%（計画：88%）と

なった。 

 

4.今後の考えられるリスクと対応 

長期の安定的な取引を前提として CGS を稼働させないと、投資コストを回収できなくな

るリスクがある。そこで契約期間を 15 年として対応している。 
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3.3.8. グループ会社間の連携 

1. 概要 

A 社（化学製品製造）では近年の大量生産から多品種少量生産への流れ、および需給の変

化に対応して省エネを含む生産効率向上の取組が重要性を増しており、グループ全体で生

産効率向上に取り組んでいる。 

グループ会社 B とグループ会社 C は地区が異なるが、生産品種に共通するものがあった

ため、B 社に集約することを検討した。集約することで B 社のエネルギー原単位は向上し、

一方グループ会社 C は悪化するが、グループ全体としてはエネルギー原単位が向上すると

判断されたため集約化を実施した。 

  

図 3.3-9 グループ会社間の連携 

 

2. 実現に当たっての課題と対応策 

グループ全体で取り組むには、共通の目標設定が必要であった。そこで、グループ全体の

CSR 計画を作成し、全社横断のエネルギー管理委員会を設置して、情報の共有化を図った。

また、迅速な取り組みには、情報の共有化のみならず人材の交流が必要であったため、グル

ープ会社間での省エネ交流会などを実施している。 

 

3. 省エネ効果量 

エネルギー原単位がグループ全体で初年度に対して 10 年間で 26%の改善が達成されてい

る（実績値）。 

 

4. 今後の考えられるリスクと対応 

近年の国際環境では SDGｓ等長期的な目標を設定し、地球温暖化対策に企業自らが取り

組むことが要求されている。そこで、新たな CSR 計画を作成し、2030 年までのライフサイ

クル全体での二酸化炭素削減目標を設定している。 
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3.4. 事例調査結果についての分析 

前節 3.3 では、連携の形態によって区分けした連携省エネ取組事例に関して、事例毎に調

査項目を記載したが、本節では、これらの事例について、連携省エネ取組がもたらす多面的

な効果、事業化までの課題と対応と今後予想されるリスクと対応の視点から分析した。 

 

 

3.4.1. 連携省エネ取組がもたらす多面的な効果 

各事例において複数の企業が連携することによって様々な効果が得られているが、それ

らは、1.省エネ効果、2.コストの低減、3.技術や人材の交流等によるイノベーション、4.地

域経済の活性化、5.BCP への貢献に分類できる。以下、それぞれについて述べる。 

 

1. 省エネ効果 

ヒアリング調査を行った 9 件の連携省エネ取組事例のうち、5 件については連携した際の

定量的な省エネ効果情報を入手することができた（計画値または実績値）。連携省エネ取組

の実施前後のエネルギー使用量から求めたエネルギー削減率※１）は、計画値では▲1.4％～

▲20％、実績値では▲5.0％～▲33％であり、大規模な連携省エネ取組においては高い省エ

ネ効果が期待される。 

※ 1) エネルギー削減率

=
連携の対象となるエネルギー使用量（実施前） − 連携の対象となるエネルギー使用量（実施後）

連携の対象となるエネルギー使用量（実施前）
× 100 

 

2. コストの削減 

連携によるコスト削減に関して、設備の高効率運転、人件費の削減、燃料の購買力向上等

が上げられている。主な内容は次の通りである。 

〇設備の高効率運転 

・事業所・工場のエネルギー関連設備の集約により、エネルギー供給において効率の高

い運転の実現と需要変動に応じた運用最適化を達成 

・個別にボイラーを運転していた事業者に対して大型発電所のタービン抽気により効率

的に熱を供給 

〇人件費の削減 

・エネルギーの供給を受ける事業者にとってはユーティリティ設備の運転・保守管理の

ための要員を削減 

〇燃料の購買力向上 

・複数社での燃料を共同購入することで燃料の購買力を向上 

〇その他 

・余剰の電気や蒸気の外販によるコスト削減 
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3. 連携による技術や人材の交流等によるイノベーション 

連携省エネ取組によって個社の技術や人材が交流することで、シナジー効果が得られて

いる。例えば、需要変動に応じた最適エネルギー供給システムの運転方法の構築、あるいは

オペレータ間の綿密な連絡・調整等の人材交流による設備運用手法の向上等が上げられる。 

 

4. 地域経済の活性化 

連携がきっかけとなって、地域の関係事業者、金融機関、自治体等とつながりが強化され、

地域経済の活性化に貢献している。 

 

5. BCP への貢献 

エネルギーセンター設置等による連携省エネ取組において、連携に参画している各企業

は、エネルギー供給、設備の運転管理や保守点検等の業務を切り離すことができるため、経

営資源を本来の生産活動等への集中することが可能となり、BCP への貢献に繋がっている。 

 

 

3.4.2. 事業化までの課題と対応 

計画から事業化までの段階で発生した課題とその対応策についてのヒアリング結果をま

とめると、課題は、1.情報の共有化・人材交流、2.資金の確保、3.技術開発、4.自治体との調

整に分類される(図 3.4-1)。以下、それぞれの課題への対応について記述する。 

 

 

図 3.4-1 連携省エネ取組を進める上での課題（複数回答） 

 

1. 情報共有化・人材の交流 

情報共有化・人材の交流を課題として上げたケースが最多であった(9 件中 8 件)。 

具体的には、複数の事業者や事業所のそれぞれのエネルギー供給元のニーズが異なる中

で各社が納得のいくスキームを固めることに時間を要したことや、連携事業化後に各社の

0 2 4 6 8 10

自治体との調整

技術開発

資金の確保

情報共有化・人材の交流

Q8課題は何か（複数回答）
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プラントの運用や操業特性について各社に周知すること等が上げられていた。 

こうした課題に対する対応策としては、前者については、綿密な討議等を繰り返すことや、

複数企業間の調整をコーディネーターであるサードパーティが担当して諸課題の解決を図

ること等が上げられた。また、後者については、グループ間で人的交流を促進してエネルギ

ー情報の共有化や操業ノウハウ等の習得を進める対策がとられていた。 

 

2. 資金の確保 

連携省エネ取組の事業化において、資金の確保を課題として挙げたケースが 4 件あった。

具体的には、中小企業のみの連携では事案の企画立案から事業化まで資金面で不足が懸念

されるケース等があった。 

この課題に対する対応策としては、企画立案に対して省エネ可能性調査・対策実施事業計

画策定の委託事業を受託するとともに、設備工事時に自治体からの補助金を充当する等に

よって資金を確保していた。 

 

3. 連携省エネ取組に向けた技術開発 

技術開発を課題として取り上げたケースは 4 件あり、その内訳は、連携に関する技術開

発、運用・運転方法に関する技術開発である。連携に関する技術開発としては、エネルギー

の使用状況調査とそれに対応した省エネ技術の適用、運用・運転に関する技術開発では、需

要の変動に応じて安定的な供給が可能となる制御技術開発等が上げられていた。 

これらの課題については、それぞれの連携取組を構成する企業内部の技術力や、それぞれ

技術に精通したコンサルタント会社やエンジニアリング会社の参画等によって対応してい

た。 

 

4. 自治体との調整 

連携に当たっては、自治体と調整を行う場面があるが、自治体との調整を課題として上げ

たケースがあった（2 件）。具体的には、埋設工事の方法についての調整や配管ルート・敷

設方式についての調整が必要であった場合である。 

これらに対しては、埋設工事に関するものでは、自治体と協議して交通対応策や騒音低減

対策等をとることで市道地下使用の了解を得て解決した。配管ルート・敷設方式に関するも

のでは、車両道路から離隔確保すること、ガードレールの設置により車両衝突回避策を取る

こと等を前提に課題が解決した。いずれの場合においても自治体等と十分な協議等を経る

ことで課題解決を図っている。 

 

 

3.4.3. 今後の予想されるリスクと対応 

事業化した連携省エネ取組事例に対して、今後の事業の継続を行っていく上で予想され
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るリスクとその対応策に関しヒアリングしたところ、次のような項目が上げられた(図 3.4-

2)。また、それぞれに対して対応策を上げられた中で、複数事業者から上げられたリスクに

ついて対策等を以下に記述する。 

 

図 3.4-2 今後の予想されるリスク（複数回答） 

 

1. 連携企業の撤退・移転等による需要の大きな変動 

今後予想されるリスクとして最も多く挙げられたのが、連携企業の撤退・移転等による需

要変動の大きな変動である。 

このリスクへの対応としては、契約によってリスクを担保しているケースがある。具体的

には契約書の実施期間を投資回収年数以上の期間として投資回収を担保すること、契約の

変更について協議によって解決する条項を付与すること等が上げられている。また、運用の

変更等による対応策も上げられており、具体的には需要の減少時には電力を外販すること、

連携企業間でエネルギー需給に関して定期的な情報交換(1 回/月)を行って需給変化をあら

かじめ把握すること等が上げられている。 

 

2. 連携企業の撤退等により、事業の継続が困難になること 

参加企業の撤退によって連携事業自体の継続が難しくなることをリスクと回答している

ケースがある。 

このリスクへの対応としては、長期的な取引としての契約を結ぶこと、事業の存続を担保

するための地域全体の活性化事業推進を図ること等が上げられている。 

 

3. 設備トラブル等による供給困難 

設備トラブル等が発生した場合に供給不能となることをリスクとしているケースがある

（3 事業者）。 

これに対しては、適切な保全計画の立案と実行、予備ボイラーの準備や CGS の小規模複

数台化設置が上げられている。 
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計画に対し省エネ効果が小さく、

投資回収が困難となること

設備トラブル等による供給困難

連携企業の撤退等により、事業の

継続が困難となること
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Q10リスクは何か（複数回答）
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3.4.4. 今後の連携省エネ取組を計画するに当たっての留意点 

これまで述べたことを踏まえて、今後、事業者が連携省エネ取組を進める上での留意点を

以下に示す。 

 

1. 事前検討から事業計画策定段階 

連携省エネ取組の計画においては、事業者毎の省エネ効果、費用の分担等の明確化は特に

重要であり、全ての事業者の納得がいくスキームを構築することに留意する必要がある。中

小企業間の連携等においては、技術的側面等からの支援が必要な場合があり、その場合には

サードパーティの活用を考えることも有効である。 

また、資金面については、地元の金融機関等との協議をなるべく早い段階から進めること

が必要である。 

 

2. 設備工事段階から運用開始段階 

設備建設に際しては、公道等における工事が発生する場合があり、工事の許認可・調整を

自治体や関係者等と綿密に行う必要があるが、特に工事の安全の確保や騒音、交通課題の解

決に向けては地域住民との対話等が留意事項として上げられる。 

また、運用開始後も、エネルギーの需要予測、需給バランス等に関する情報交換を定期的

に行って常に効率的な運用を目指し、連携省エネの効果を最大化することが必要である。 

さらに、エネルギー需要の大きな変動や設備トラブル等の将来的なリスクに対しては保

全計画の立案・実行も必要であると考えられる。 

 

 

3.5. 今後の普及に向けて 

9 事業者の中で「連携省エネ計画認定制度」について「知っている」と回答した事業者は

2 件(22%)であり、「知らない」という事業者は 7 件(78%)であった(図 3.5-1)。この背景には、

省エネ補助金の採択の要件として連携省エネルギー計画制度の認定が上げられていないこ

とや、今回の調査事例が既に企業間連携事業を実施したものである等により、関心度が低か

ったこと等が考えられる。 

なお、事業者が知らない場合であっても、コーディネートしたサードパーティは知ってい

るケースは 7 件中 2 件あった。 
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図 3.5-1 「連携省エネ計画認定制度」の認知度 

 

一方、今回の調査で判明した通り、連携省エネ取組は工業団地等における不断の情報連携

や、サードパーティのコーディネート機能等を通じて事業実施が図られていること等を踏

まえて、今後こうした関係者への「連携省エネ計画認定制度」について広報活動を行うこと

が効果的である。以下に、連携省エネ取組を更に普及させるための訴求対象と広報活動につ

いて述べる。 

 

1. 工業団地等 

工業団地等に対しては、当該工業団地の役員会や環境委員会等の開催のタイミングをと

らえて積極的な広報活動を行う。その際、次節(3.5.1)で述べる広報資料を活用して、企業間

連携の実施例をもとに、課題と対応策等について説明することが効果的である。 

 

2. 金融機関等 

連携省エネ取組の実施においては、資金の確保が重要な要素の一つになることから、例え

ば各地域の財務事務所等が開催する金融機関（地銀・信金）向けの金融セミナー等を通じて

連携省エネ取組のメリット等を情報提供することが考えられる。 

 

3. サードパーティ 

今回の調査事例の中でコーディネーター機能を発揮したエネルギーサービス事業者、エ

ンジニアリング会社等に加え、ESCO 事業者等についてもこうした機能が期待されることか

ら、連携省エネ取組の情報提供を積極的に行っていく。 

 

4. 企業間連携の既実施事業者 

現在、連携省エネ取組を実施している事業者の中には取組開始後 10 年以上経過し、契約

質問「連携省エネ計画認定制度」を知っていますか？ 
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更新時期を迎えているケースもある。今回調査対象とした 9 件の事業者に対しては、訪問・

ヒアリングした後に同制度の説明を実施したが、併せて今回の他の連携実施事業者等に対

して将来の設備更新や増設等の機会に同制度の活用について説明することが有効であると

思われる。 

 

 

3.5.1. 広報資料 

連携省エネの取組を推進するに当たっては、事業者自身がそのメリット等を理解するこ

とが第一義であると考えられることから、事業者向けの広報資料として「企業間連携等によ

る省エネ推進についてのパンフレット（「企業間連携等による省エネ推進のおすすめ（案）」）」

を作成した。本資料は、企業間連携等の形態やメリット等に加えて代表的な事例等も掲載し、

訴求効果を高めている(図 3.5-2)。 

 

  

図 3.5-2 広報資料(案)の構成 

 

企業間連携等による省エネ推進のおすすめ（案）

＜項目＞

⚫ 企業間連携とは

⚫ 連携の形態

⚫ 企業間連携によるメリット

⚫ 企業間連携実施までの検討の

ステップ（例）

⚫ 連携の例

⚫ 連携省エネルギー計画の認定

制度のご紹介
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