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1. 諸外国の次世代自動車普及等に関する政策調査 

1.1 各国・地域における自動車燃費規制の状況 

1.1.1 欧州 

欧州では欧州委員会による燃費規則において、2021 年までに乗用車の CO2 排出量を

95gCO2/km とする規制が実施されている。2017 年 11 月 8 日には、欧州委員会は同規則の改

正案 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL setting emission performance standards for new passenger cars and for new light 

commercial vehicles as part of the Union‘s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-

duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast)を提示し、2030 年までの目標

設定について検討が開始された。 

欧州議会は 2018 年 10 月 3 日、欧州連合理事会は 2018 年 10 月 10 日にそれぞれ改正案を

採択し、その後非公式の三者協議（trilogue）を経て 2018 年 12 月 17 日に改正規則案につい

て合意された。欧州連合理事会は 2019 年 1 月に承認、欧州議会は環境・公衆衛生・食品安

全委員会が 2019 年 1 月に承認（本会議においては 2018 年 2 月現在で未承認）しており、今

後は事務手続きを経て 2019 年夏前に正式決定される予定である。合意内容は以下の通り。 

(1) 燃費目標 

乗用車、小型商用車（Light commercial vehicle）の燃費目標基準値は次表のとおり。なお、

EU では自動車を以下の分類に分けており、乗用車は分類 M、小型商用車は N1 に該当する。 

表 1-1 乗用車、小型商用車の燃費目標基準値 

 乗用車 小型商用車 

2025 年 2021 年目標比▲15% 2021 年目標比▲15% 

2030 年 2021 年目標比▲37.5% 2021 年目標比▲31% 

 

表 1-2 EUにおける自動車の分類（分類 L、Oの細分類については省略） 

分類 乗用車 

L 自動二輪車、自動三輪車、小型四輪車 

M 四輪以上の乗用車 

 M1 運転席以外に 8 席以下で、最大重量 3.5t 以下の乗用車 

 M2 運転席以外に 8 席以上で、最大重量 5t 以下の乗用車 

 M3 運転席以外に 8 席以上で、最大重量 5t 超の乗用車 

N 四輪以上の貨物車 

 N1 最大重量 3.5t 以下の貨物車 

 N2 最大重量 3.5t 超 12t 以下の貨物車 

 N3 最大重量 12t 超の貨物車 

O  トレーラー 



 

2 

 

目標は各社の企業平均燃費、いわゆる CAFE 規制として達成が求められる。なお、2024 年

までは現行規則における 2021 年目標 95gCO2/km を WLTP に換算した値（詳細は(4)参照）

が目標の基準となるが、同期間における平均燃費の算定において、Zero and low emission 

vehicle（ZLEV）は次表のとおり換算される。ただし、本換算措置による燃費改善幅は

7.5gCO2/km が上限と定められている。なお、ZLEV は「Regulation (EU) 2017/1151 で規定さ

れている WLTP 基準に基づき CO2 排出量 50gCO2/km 以下となる乗用車又は小型商用車」

と定義されている。 

表 1-3 ZLEVの換算台数 

 乗用車 

2020 年 2 台相当 

2021 年 1.67 台相当 

2022 年 1.33 台相当 

2023 年以降 1 台相当 

 

Article 5 

Super-credits for 95 g CO2/km target 

In calculating the average specific emissions of CO2, each new passenger car with specific 

emissions of CO2 of less than 50 g CO2/km shall be counted as: 

2 passenger cars in 2020, 

1,67 passenger cars in 2021, 

1,33 passenger cars in 2022, 

1 passenger car from 2023, 

for the year in which it is registered in the period from 2020 to 2022, subject to a cap of 7,5 

gCO2/km over that period for each manufacturer as calculated in accordance with Article 5 of 

Implementing Regulation (EU) 2017/1153. 

出所）欧州連合理事会 “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission 

performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's 

integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 

715/2007 (recast) Final compromise text approved by Coreper“（以下、燃費規則欧州理事会採択結果）、

p43、2019 年 1 月  (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5091-2019-EXT-1/en/pdf) 

 

また、欧州委員会は本規則の施行状況や効果について 2023 年に分析を行い、パリ協定の

長期脱炭素化目標に照らした乗用車、小型商用車の CO2 排出削減の道筋に関するレポート

を欧州議会及び欧州理事会に提出することが定められている。同レポートでは、適当と判断

された場合には 2030 年目標の深掘りや 2031 年以降の目標設定等の規則改正案についても

言及することが求められる。 

 

Article 14 1. 

The Commission shall in 2023 thoroughly review the effectiveness of this Regulation and submit a 

report to the European Parliament and to the Council with the result of this review. 

 

Article 14 1b. 

The report referred to in paragraph 1a shall, where appropriate, be accompanied by a proposal for 
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amending this Regulation, in particular, the possible revision of the EU fleet-wide targets for 2030 

in light of the elements mentioned in paragraph 1a, and the introduction of binding emission 

reduction targets for 2035 and 2040 onwards for passenger cars and light commercial vehicles to 

ensure the timely transformation of the transport sector towards achieving net-zero emissions in 

line with the objectives of the Paris Agreement. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p70～71、2019 年 1 月 

(2) ZLEVの導入指標 

改正規則では乗用車、小型商用車それぞれについて ZLEV の導入目標に関する指標が設

けられており、同指標を達成した事業者は、燃費目標が緩和される。 

各社が達成すべき目標の算定式は次式のとおり。 

 

各社目標＝（燃費目標基準値を販売車両重量で補正した値）×ZLEV 係数 

ZLEV 係数＝1＋ZLEV 販売比率－ZLEV 目標指標（ただし、1≦ZLEV 係数≦1.05） 

 

ZLEV 導入目標指標は次表のとおりであり、例えば 2025 年において ZLEV 登録比率が

20%であった場合、ZLEV 係数は 1.05（＝1+0.2-0.15）となる。つまり、達成すべき目標が 5%

緩和されることとなる。 

表 1-4 乗用車、小型商用車の ZLEV導入目標指標 

 乗用車 小型商用車 

2025～2029 年 15% 15% 

2030 年～ 35% 30% 

 

 

ZLEV 登録比率の算定においては、ZLEV の排出量に応じて次式のとおり割り引かれて計

上される。つまり、排出 0 の乗用車は ZLEV 比率の計算において 1 台分として計上される

が、排出量 50gCO2/km の乗用車の場合は 0.3 台分（＝1-50×0.7/50）として計上される。 

表 1-5  ZLEV比率算定における台数計上方法 

乗用車 1-ZLEV の排出×0.7/50 

バン 1-ZLEV の排出/50 

 

 

なお、乗用車については、2017 年時点で ZLEV の新規登録比率が EU 平均の 60%未満の

国、又は 2017 年時点で ZLEV の登録台数が 1,000 台未満の国においては、次式のとおり 1.85

の割増係数を乗ずることが認められる。ただし、2025～2030 年の間に ZLEV の新規登録比

率が 5%を上回った場合、同係数の継続適用は認められなくなる。 

 

ZLEV 比率算定における台数計上：（1-（ZLEV の排出×0.7）/50）×1.85 

 

小型商用車については、上記のような割増係数の適用措置は定められていない。 
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Annex I Part A. 6.3 

The specific emissions target from 2025 onwards 

Specific emissions target = specific emissions reference target · ZLEV factor 

Where, 

（略） 

ZLEV factor is (1+y-x), unless this sum is larger than 1.05 or lower than 1.0 in which case the 

ZLEV factor shall be set to 1.05 or 1.0 as the case may be 

Where, 

y is the share of zero- and low-emission vehicles in the manufacturer's fleet of newly registered 

passenger cars calculated as the total number of zero- and low-emission vehicles, where each of 

them is counted as ZLEVspecific in accordance with the formula below, divided by the total number 

of passenger cars registered in the relevant calendar year 

（略） 

x is 15% in the years 2025 to 2029 and 35 % from 2030 onwards. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p97、2019 年 1 月 

 

(3) 小規模事業者に対する緩和措置 

乗用車又は小型商用車の年間新規登録台数が 1,000 台未満の事業者は、燃費基準の達成が

免除される。 

 

(27) 

（略）manufacturers responsible for fewer than 1 000 new passenger cars and new light commercial 

vehicles registered in the Union annually should be excluded from the scope of the specific 

emissions target and the excess emissions premium.（略） 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p18、2019 年 1 月 

 

年間新規登録台数が乗用車 1 万台、小型商用車 2.2 万台未満の事業者で、以下の条件のい

ずれかを満たす場合、目標緩和を申請することが認められる。 

 連結企業グループ（group of connected manufactures）に属さない 

 連結企業グループに属するが、グループ全体でも年間登録台数が乗用車 1 万台、小型

商用車 2.2 万台未満 

 年間登録台数が乗用車 1 万台、小型商用車 2.2 万台以上の連結企業グループに属する

が、自らの生産・設計拠点を有する 

 

連結企業グループについては、以下の条件を満たす企業が同一グループと見なされる。 

 議決権の過半数を有している 

 取締役会の半数以上の委員を任命することができる 

 該当企業の事業に関する意思決定ができる 
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上記条件に該当する事業者は、自らの経済的、技術的ポテンシャルを鑑みた燃費目標を申

請し、欧州委員会に認められた場合、同目標が適用されることになる。 

 

Article 10 1. 

An application for a derogation from the specific emissions target calculated in accordance with 

Annex I may be made by a manufacturer of fewer than 10 000 new passenger cars or 22 000 

new light commercial vehicles registered in the Union per calendar year, and which: 

(a) is not part of a group of connected manufacturers; or 

(b) is part of a group of connected manufacturers that is responsible in total for fewer than 10 000 

new passenger cars or 22 000 new light commercial vehicles registered in the Union per calendar 

year; or 

(c) is part of a group of connected manufacturers but operates its own production facilities and 

design centre. 

 

Article 10 2. 

A derogation applied for under paragraph 1 may be granted for a maximum period of five calendar 

years, which is renewable. An application shall be made to the Commission and shall include: 

（略） 

(d) a specific emissions target consistent with its reduction potential, including the economic 

and technological potential to reduce its specific emissions of CO2 and taking into account 

the characteristics of the market for the type of passenger car or light commercial vehicle 

manufactured. 

 

Article 10 3. 

Where the Commission considers that the manufacturer is eligible for a derogation applied for under 

paragraph 1 and is satisfied that the specific emissions target proposed by the manufacturer is 

consistent with its reduction potential, including the economic and technological potential to 

reduce its specific emissions of CO2, and taking into account the characteristics of the market 

for the type of passenger car or light commercial vehicle manufactured, the Commission shall 

grant a derogation to the manufacturer. The application shall be submitted at the latest by 31 

October of the first year in which the derogation shall apply. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p55～56、2019 年 1 月 

 

年間新規登録台数が乗用車 1 万～30 万台未満の事業者に対しては、2021～2024 年におい

て 2007 年実績比▲45%の削減目標が設定される（測定方法による補正等は別途考慮）。 

2025 年以降については、2028 年までは上記の 2021 年目標比▲15%（Article 1(4)(a)で規定

された削減率）の目標が設定される。 

2029 年以降は大規模事業者と同じの目標（2029 年は 2021 年目標（NEDC で 95gCO2/km

を WLTP に換算し、重量補正した水準）比▲15%、2030 年は同▲37.5%）が課せられる。 

 

Article 10 4. 

An application for a derogation from the specific emissions target calculated in accordance with 

points 1 to 4 and point 6.3 of Part A of Annex I may be made by a manufacturer which is 

responsible, together with all of its connected undertakings, for between 10 000 and 300 000 new 

passenger cars registered in the Union per calendar year. 
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（略） 

(b) in relation to applications referring to points 1 to 4 of Part A of Annex I, a target which is a 

45 % reduction on the average specific emissions of CO2 in 2007 or, where a single 

application is made in respect of a number of connected undertakings, a 45 % reduction on the 

average of those undertakings’ average specific emissions of CO2 in 2007; 

(c) in relation to applications referring to point 6.3 of Part A of Annex I, a target applicable in the 

calendar years 2025 to 2028 which is the reduction specified in Article 1(4)(a) on the target 

calculated in accordance with point (b) of this paragraph taking into account the CO2 emissions 

measured pursuant to Regulation (EU) 2017/1151. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p57、2019 年 1 月 

 

(4) プールによる目標達成 

前述の小規模事業者に対する目標緩和措置の適用を受けていない製造者は、燃費基準達

成のためにプールを形成することが認められる（≒目標の共同達成）。プール形成の条件は

以下のとおり。 

 EU 機能条約第 101 条（競争制限的協定／協調的行為に関する規制）及び 102 条（市

場支配的地位の濫用に関する規制）に抵触しない。 

 プール参加を希望する製造者に対し、商慣習上合理的な範囲において開かれた、透明

かつ非排他的な参加を認める。 

 プールの形成において、平均 CO2 排出量、CO2 排出目標、登録台数以外の項目につ

いてデータ共有、情報交換を行わない。 

 

なお、プールの形成期間は最大 5 年間であるが、更新可能である。 

 

(32) 

In order to provide for flexibility for the purposes of meeting their targets under this Regulation, 

manufacturers may agree to form a pool on an open, transparent and non-discriminatory basis. An 

agreement to form a pool should not exceed five years but may be renewed. Where manufacturers 

form a pool, they should be deemed to have met their targets under this Regulation provided that 

the average emissions of the pool as a whole do not exceed the specific emissions target for the 

pool. 

Article 6.1. 

Manufacturers, other than manufacturers which have been granted a derogation under Article 10, 

may form a pool for the purposes of meeting their obligations under Article 4. 

Article 6.5. 

Manufacturers may enter into pooling arrangements provided that their agreements comply with 

Articles 101 and 102 TFEU and that they allow open, transparent and non-discriminatory 

participation on commercially reasonable terms by any manufacturer requesting 

membership of the pool. Without prejudice to the general applicability of Union competition rules 

to such pools, all members of a pool shall in particular ensure that neither data sharing nor 

information exchange may occur in the context of their pooling arrangement, except in respect 

of the following information: 

(a) the average specific emissions of CO2; 
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(b) the specific emissions target; 

(c) the total number of vehicles registered. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p20、p44、p45、2019 年 1 月 

 

(5) 燃費計測方法 

2021 年目標は NEDC（New European Driving Cycle）基準での値であったが、改正規則に

よる 2025 年、2030 年目標は世界統一の WLTP（Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 

Procedure）基準であり、その換算については 2020 年実績としての NEDC 燃費と WLTP 燃

費の比で行われる。 

 

2021 年目標（WLTP）＝2020 年実績（WLTP）／2020 年実績（NEDC）×2021 年目標（NEDC） 

2025/2030 年目標（WLTP）＝2021 年目標（WLTP）×（1－目標削減率） 

 

また、改正規則では 2021 年以降の登録車に関して、欧州委員会が実走行燃費データを定

期的に収集することが定められている。また、欧州委員会は 2023年 6月 1日までにRegulation 

(EC) No 715/2007 で定められた自動車の CO2 排出やエネルギー消費量が実際の排出、消費

と乖離がないことを確認するために、収集したデータをどのように活用できるか検討する

ことが求められている。更に、カタログ燃費と実燃費のギャップの拡大を防止するために、

2027 年までにカタログ燃費の補正方法について検討し、必要に応じて補正を規則に盛り込

む提案をすることが規定されている。 

 

Article 12 2b 

The Commission shall, no later than 1 June 2023, assess how fuel and energy consumption 

data may be used to ensure that the vehicle CO2 emissions and energy consumption values 

determined pursuant to Regulation (EC) No 715/2007 remain representative of real world emissions 

over time for each manufacturer in order to prevent the real world emissions gap from growing. 

The Commission shall monitor and report annually how that gap evolves over the period 2021 

to 2026 and shall, with the view to preventing an increase in the gap, assess, in 2027, the feasibility 

of a mechanism to adjust the manufacturer's average specific CO2 emissions as of 2030, and, 

if appropriate, submit a legislative proposal to put such a mechanism in place. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p65、2019 年 1 月 

 

企業側としては、Regulation (EU) 2017/1151 で定められた WLTP 基準で燃費を計測すると

ともに、実走行データ等を用いて、意図的に燃費を改善させるような措置が取られていない

ことを示す必要がある。 

欧州では、NEDC 燃費と WLTP 燃費の換算係数を大きく見せることで将来の目標達成を

容易にするために、WLTP 燃費を意図的に悪く計測する不正（アイドリングストップ機能を

停止させる、燃費が悪くなるギア比で運転する、消耗したバッテリーを使用する等）が発覚

しており、そのような不正を防止するための措置と考えられる（目標達成判定においては、

逆に燃費を過大評価するような不正を防止することが必要）。 
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Article 12a 1. 

Manufacturers shall ensure that the CO2 emissions and fuel consumption values recorded in the 

certificates of conformity correspond to the CO2 emissions from and fuel consumption of vehicles 

in-service as determined in accordance with Regulation (EU) 2017/1151. 

 

Article 12a 2. 

They shall also verify the presence of any strategies on board or relating to the sampled 

vehicles that artificially improve the vehicle’s performance in the tests performed for the 

purpose of type-approval by, inter alia, using data from onboard fuel and/or energy consumption 

monitoring devices. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p66、2019 年 1 月 

 

加えて、欧州委員会は 2023 年までに車両のライフサイクル CO2 排出量の算定方法の策定

可否について検討し、適当と認められた場合には、ライフサイクル CO2 排出量の算定を規

則に盛り込むなどの措置を取ることが求められている。 

 

(41b) 

It is important to assess the full life-cycle emissions from light-duty vehicles EU level. To this end 

the Commission should no later than 2023 evaluate the possibility of developing a common Union 

methodology for the assessment and the consistent data reporting of the full life-cycle CO2 

emissions of light duty vehicles that are placed on the Union market. The Commission should adopt 

follow-up measures, including, where appropriate, legislative proposals. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p26、2019 年 1 月 

 

(6) エコ・イノベーション 

先進的な技術の採用による CO2 削減効果については、最大で 7gCO2/km を燃費基準達成

に計上することが認められている。欧州委員会は 2025 年以降、技術の進展や燃費基準値に

対するバランス等を踏まえて上記上限を修正することも認められている。 

なお、本削減効果を計上するためには、以下の条件を満たす必要がある。 

 生産者/販売者は先進的技術による CO2 削減効果を定量化可能 

 先進技術による CO2 削減効果は検証可能 

 先進技術による CO2 削減効果は燃費計測方法に含まれない 

 先進技術による CO2 削減効果は、Article 1 で言及されている 10gCO2/km の改善（車

両の燃費改善以外による削減）や、その他 EU 法等で義務化されている取り組みに含

まれない。なお、2025 年 1 月以降、本基準はエアコンの燃費向上には適用されない。 

 

Article 11 1.  

Upon application by a supplier or a manufacturer, CO2 savings achieved through the use of 

innovative technologies or a combination of innovative technologies (‘innovative technology 

packages’) shall be considered. Such technologies shall be taken into consideration only if the 

methodology used to assess them is capable of producing verifiable, repeatable and comparable 

results. The total contribution of those technologies to reducing the average specific emissions of a 
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manufacturer may be up to 7 g CO2/km. The Commission may adjust the cap with effect from 

2025 onwards to take into account technological developments while ensuring a balanced 

proportion of the level of the cap in relation to the average specific emissions of 

manufacturers. Those adjustments shall be performed by means of delegated acts in accordance 

with Article 16. 

 

Article 11 2.  

The Commission shall adopt, by means of implementing acts, detailed provisions for a procedure 

to approve the innovative technologies or innovative technology packages referred to in paragraph 

1. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred 

to in Article 15(2) of this Regulation. Those detailed provisions shall be based on the following 

criteria for innovative technologies: 

(a) the supplier or manufacturer must be accountable for the CO2 savings achieved through the 

use of the innovative technologies; 

(b) the innovative technologies must make a verified contribution to CO2 reduction; 

(c) the innovative technologies must not be covered by the standard test cycle CO2 

measurement; 

(d) the innovative technologies must not be covered by mandatory provisions due to 

complementary additional measures complying with the 10 g CO2/km reduction referred 

to in Article 1 or be mandatory under other provisions of Union law. With effect from 1 

January 2025, this criterion shall not apply with regard to efficiency improvements for 

air conditioning systems. 

出所）欧州連合理事会「燃費規則欧州理事会採択結果」p60～61、2019 年 1 月 

 

なお、参考までに目標水準や ZLEV 係数の設定等に関し、欧州委員会による当初提案、欧

州議会及び欧州理事会による当初採択結果と、最終的な合意結果について次表に示す。 
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表 1-6 燃費規則の改正に向けた検討結果（削減目標関連） 
 

欧州委員会案（2017/11/8） 欧州議会案（2018/10/3） 欧州理事会案（2018/10/10） 合意結果（2018/12/17） 

削減目標 2025 年：2021 年目標比▲15% 

2030 年：2021 年目標比▲30% 

2025 年：2021 年目標比▲20% 

2030 年：2021 年目標比▲40% 

2025 年：2021 年目標比 

▲15%／▲15% 

2030 年：2021 年目標比 

▲35%／▲30% 

（乗用車／小型貨物車） 

2025 年：2021 年目標比 

▲15%／▲15% 

2030 年：2021 年目標比 

▲37.5%／▲31% 

（乗用車／小型貨物車） 

ZLEV 係数 1＋y－x 

y：ZLEV 比率 

x：2025 年 15%、2030 年 30% 

ただし 1≦ZLEV 係数≦1.05 

 

例えば、2030 年の ZLEV 比率

が 30%を超えた場合、その分

目標が緩和（上限 1.05）。ZLEV

比率が 0 でも目標水準は変わ

らない。 

1＋y－x 

y：ZLEV 比率 

x：2025 年 20%、2030 年 35% 

ただし 0.95≦ZLEV 係数≦1.05 

 

なお、2025～2029 年の間は

0.98<ZLEV 係数<1 の場合、

ZLEV 係数＝1 と見なす。 

1＋y－x 

y：ZLEV 比率 

x：2025 年 15%／15%、 

  2030 年 35%／30% 

ただし 1≦ZLEV 係数≦1.05 

1＋y－x 

y：ZLEV 比率 

x：2025 年 15%／15%、 

  2030 年 35%／30% 

ただし 1≦ZLEV 係数≦1.0 
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なお、改正規則（案の段階含む）に対する主なステークホルダーの反応は以下のとおり。 

表 1-7 改正規則に対するステークホルダーの反応 

機関 発表日 反応 

ACEA 

（欧州自動車工業会） 

2018/12/17  乗用車▲37.5%、小型商用車▲31%の目標は技術的・社会経済的な実現可能性等を考慮せず、政策

的目的のみから決定された水準。 

 本目標は電気自動車や他の代替燃料自動車について、車両価格や燃料供給インフラの整備状況等

を鑑みると、現時点で可能と考えられている水準を大幅に上回る普及を要求するもの。 

 自動車のバリューチェーンに含まれる 1,330 万人の雇用にも影響を及ぼしかねず、政策決定者は

同雇用の維持や新たなスキル習得に関する明確な計画を示すべき。 

https://www.acea.be/press-releases/article/auto-industry-reacts-to-deal-on-co2-targets-for-cars-and-vans 

Eurelectric 

（欧州電気事業連合会） 

2018/12/18  三者協議による合意を歓迎。改正規則により、EU 内で 2030 年に 4,000 万台以上の電気自動車の普

及が期待される。 

https://www.eurelectric.org/news/on-the-road-to-clean-mobility/ 

2018/10/10  欧州連合理事会が採択した目標（乗用車▲37.5%、小型商用車▲30）は不十分。欧州議会が提案し

ている▲40%は技術的にも経済的にも可能。 

 ZLEV 導入目標指標が適切に機能するために、ZLEV の導入に対して適切なボーナス/罰則を付与す

べき。 

https://www.eurelectric.org/news/ep-plenary-must-keep-transport-ambitions-high/ 

Transport & Environment

（NPO） 

2018/12/17  三者協議による合意を歓迎するものの、本水準は EU の 2030 年の温室効果ガス削減目標やパリ協

定のゴールに照らすと不十分。 

 改正規則により、2030 年までに新車販売の 1/3 が電気又は水素自動車となることが期待される。 

 本規則は消費者の燃料コスト削減、20 万人の新規雇用創出、石油輸入依存度の低減に貢献する。 

https://www.transportenvironment.org/news/new-co2-targets-will-boost-cleaner-car-sales-fall-short-climate-

ambition 
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機関 発表日 反応 

FuelsEurope 

（欧州石油連盟） 

2017/6/8  燃費基準は野心的と同時にコスト効率的かつ様々な技術で達成可能な水準とすべき（具体的な水

準について言及なし）。 

 自動車の燃費改善において、燃料の CO2 排出削減（再生可能エネルギーの利用等）の貢献を認識

すべき。 

https://www.fuelseurope.eu/wp-content/uploads/2017/07/FuelsEurope-position-on-the-vehicle-efficiency-

standards-post-2020.pdf 
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1.1.2 米国 

(1) CAFÉ規制 

米国では CAFÉ 規制により、車両区分ごとの販売台数で加重平均した燃費（マイル/ガソ

リン換算ガロン）に対する目標が設定されている。環境保護庁（EPA）、運輸省道路交通安

全局（NHTSA）が連邦規則 49 CFR Parts 523, 531, 533. et al.and 600「2017 and Later Model Year 

Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emissions and Corporate Average Fuel Economy Standards; 

Final Rule」を 2012 年 10 月に策定し、2017-2025 年（モデルイヤー1）までの基準値を設け

ている。 

1) 燃費基準値 

CAFÉ 規制の対象となる車種は対象乗用車と小型トラックであり、乗用車と小型トラック

を比較すると小型トラックの方が低い燃費基準が設けられている。なお、小型トラックは商

用車のみならず、SUV やピックアップトラックなど一般消費者向け製品の中で主流な製品

を含む点に留意が必要である。基準指標として CAFÉ 値（燃費）と CO2 排出量の二つが存

在するが、基準値はそれぞれの間で整合的な値が定められている。 

出所）49 CFR Parts 523, 531, 533. et al.and 600「2017 and Later Model Year Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas 

Emissions and Corporate Average Fuel Economy Standards; Final Rule」、2012 年 10 月（以下、米国連邦

燃費規則） 

 

現行基準では 2017～2025 年（モデルイヤー）までの基準値が定められている。2025 年の

基準値は 163g/mile となっていて、CAFE 値に換算すると 54.5gallon/mile と等しい。規制値

は 2 つのフェーズに分かれており、2017-2021 年までの基準値は確定しているが、2022～

2025 年の基準値に関しては暫定値とされていた。2022～2025 年の基準値は 2016～2018 年

の期間で技術進展や基準達成状況に鑑みて見直しを実施することが決まっていたが、オバ

マ政権（民主党）時代の EPA は 2017 年 1 月に「Final Determination on the Appropriateness of 

 
1 モデルイヤーは 40 CFR § 85.2302 において、事業者が定める 1 月 1 日を含む年間製造期間のことである。

事業者が定めない場合、1 月 1 日～12 月 31 日となる。 

P.62638 “I.C.2. Level of the Standards” 

EPA is setting national CO2 emissions standards for passenger cars and lighttrucks under section 

202(a) of the Clean Air Act (CAA), while NHTSA is setting national corporate average fuel 

economy (CAFE) standards under the Energy Policy and Conservation Act (EPCA), as amended 

by the Energy Independence and Security Act (EISA) of 2007 (49 U.S.C. 32902). 

(略) 

As proposed, EPA is finalizing standards that are projected to require, on an average industry 

fleet wide basis, 163 grams/mile of CO2 in model year 2025. This is projected to be achieved 

through improvements in fuel efficiency and improvements in non-CO2 GHG emissions from 

reduced air conditioning (A/C) system leakage and use of lower global warming potential (GWP) 

refrigerants. 
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the Model Year 2022-2025 Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emissions Standards under the 

Midterm Evaluation」を発表し暫定値としていた基準値を変更しないことを最終決定した。た

だし、その後トランプ政権（共和党）へ移行したことで規制緩和の方向で検討が進んでおり、

この 2022-2025 年基準に関する最終決定を見直すことを 2017 年 3 月に発表した。 

その後、2018 年 8 月に 2021-2026 年の基準値を定める SAFE 規制が発表された。詳細は

1.1.2(3)に記載する。 

 

表 1-8 CO2排出量基準値（2017~2025年） 

 

出所）米国連邦燃費規則、p62641、2012 年 10 月 

 

P.62627 “Ⅰ.A.2. Summary of the Major Provisions of the Final Rule” 

EPA is establishing standards that are projected to require, on an average industry fleet wide 

basis, 163 grams/mile of carbon dioxide (CO2) in model year 2025, which is equivalent to 54.5 

mpg if this level were achieved solely through improvements in fuel efficiency 

 

P.62638 “I.C.2. Level of the Standards” 

Consistent with its statutory authority,61 NHTSA has developed two phases of passenger car and 

light truck standards in this rulemaking action. The first phase, from MYs 2017–2021, includes 

final standards that are projected to require, on an average industry fleet wide basis, a range from 

40.3 to 41 mpg in MY 2021. For passenger cars, the annual increase the stringency of the target 

curves between model years 2017 to 2021 is expected to average 3.8 to 3.9 percent. 

(略) 

The second phase of the CAFÉ program, from MYs 2022–2025, includes standards that are not 

final due to the statutory provision that NHTSA shall issue regulations prescribing average fuel 

economy standards for at least 1 but not more than 5 model years at a time. The MYs 2022–2025 

standards, then, are not final as part of this rulemaking, but rather augural, meaning that they 

represent the agency’s current judgment, based on the information available to the agency today, of 

what levels of stringency would be maximum feasible in those model years. NHTSA projects that 

those standards would require, on an average industry fleet wide basis, a range from 48.7 to 49.7 

mpg in model year 2025. 

出所）米国連邦燃費規則 

 

米国では重量ではなく、前後のタイヤ間の距離の平均値（track width）と前輪と後輪間の

距離（wheel base）の積であるフットプリントに基づいて区分が分けられる。乗用車、小型

トラックにおけるフットプリントと基準値の関係性は図 1-1、図 1-2 の通り。フットプリン

トが大きくなるほど基準値は低くなり、2025 年基準に関しては約 15miles/gallon の差が設け

られている。 
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図 1-1 乗用車におけるフットプリントと基準値の関係性 

出所）米国連邦燃費規則、p62644、2012 年 10 月 

 

 

 

図 1-2 小型トラックにおけるフットプリントと基準値の関係性 

 

出所）米国連邦燃費規則、p62645、2012 年 10 月 
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EPA、NHTSA は区分設定において、特定のサイズの製品製造に取り組むインセンティブ

が生じる等市場に歪みが生じないことに配慮している。 

 

P.62643 “I.C.3. Form of the Standards” 

With this footprint-based standard approach, EPA and NHTSA continue to believe that the rules 

will not create significant incentives to produce vehicles of particular sizes, and thus there should 

be no significant effect on the relative availability of different vehicle sizes in the fleet due to these 

standards, which will help to maintain consumer choice during the MY 2017 to MY 2025 

rulemaking timeframe. 

出所）米国連邦燃費規則 

 

2) クレジットの運用 

メーカーは CAFE 基準値の超過分について、クレジットを発行することができ、様々な

運用を行うことが可能である。運用方法として繰り越し、メーカー内のクレジット移動（乗

用車、小型トラック間）、メーカー間のクレジット移動が許されている。繰り越しとは翌年

以降、あるいは過去の基準未達分に対して適用することが可能（繰り越し期限あり）。メー

カー内クレジット移動は、乗用車あるいは小型トラックいずれかで生じた超過分をもう一

方に適用することである。 

メーカー間クレジット移動はメーカー間でクレジットの売買を行うことであり、基準未

達分の企業はクレジットを他社から金銭で購入できる。なお、クレジットの取引価格は明か

されていない。 

 

P.62721 “II.A.2. Summary of the Major Provisions of the Final Rule” 

A manufacturer will generate credits if its car and/or truck fleet achieves a fleet average 

CO2/CAFÉ level better than its car and/or truck standards. Conversely, a manufacturer will incur a 

debit/shortfall if its fleet average CO2/CAFE level does not meet the standard when all credits are 

taken into account. As in the prior CAFE and GHG programs, a manufacturer whose fleet generates 

credits in a given model year would have several options for using those credits, including credit 

carry-back, credit carry-forward, credit transfers, and credit trading. 

 

P.62648 “I.C.4. Program Flexibilities for Achieving Compliance” 

Credit “carry-back” means that manufacturers are able to use credits to offset a deficit that had 

accrued in a prior model year, while credit “carryforward” means that manufacturers can bank 

credits and use them toward compliance in future model years. 

(略) 

Credit “transfer” means the ability of manufacturers to move credits from their passenger car 

fleet to their light truck fleet, or vice versa. 

(略) 

Credit “trading” means the ability of manufacturers to sell credits to, or purchase credits from, 

one another. 

出所）米国連邦燃費規則 
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実際のクレジットの発生量、不足量について、2018 年の自動車業界全体のクレジット発

生量は「Surplus Credits Earned」より 807,125,748（単位はクレジット）、不足量は「Total Shortfall 

(in credit units)」より 223,389,664 である。不足したクレジット分はほとんど他社のクレジッ

トで補われており、「% of Shortfall Resolved by Credits」の total によると罰金により補填さ

れる割合は近年 5%程度である。 

 

表 1-9 自動車業界全体のクレジット状況 

 

出所）NHTSA「MY 2011-2018 Industry CAFE Compliance」、p3、2018 年 12 月 

 

また、メーカー別のクレジット発生量、不足量について例として数社分のデータを表 1-10

に示す（2016 年が最新、括弧は不足分を意味する）。空白は製品出荷なし、0 は基準値と

CAFE 値が同一であることを意味する。日本メーカーはほとんど基準を達成していて、他方

で Ford、GM、Volvo のように基準未達あるいは基準値と全く同じ値のメーカーも存在する。 
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表 1-10 メーカー別のクレジット発生・不足状況 

メーカー名 車種 2014 2015 2016 

トヨタ 乗用車 12,181,000 4,828,440 875,292 

輸入乗用車 47,709,001 50,293,119 33,942,542 

小型トラック 9,082,704 0 (26,597,142) 

ホンダ 乗用車 27,517,385 52,537,420 44,967,420 

輸入乗用車 1,408,945 1,356,300 5,346,944 

小型トラック 9,823,076 12,807,872 5,853,272 

ニッサン 乗用車 52,774,443 62,285,009 31,795,785 

輸入乗用車 0 6,022,065 473,522 

小型トラック 0 3,952,007 0 

マツダ 乗用車    

輸入乗用車 15,430,643 13,254,400 14,670,480 

小型トラック 1,970,650 1,260,688 4,289,376 

Ford 乗用車 30,152,856 7,089,840 (2,931,630) 

輸入乗用車 0 0 (90,300) 

小型トラック 0 0 (14,649,401) 

GM 乗用車 19,402,394 0 (16,225,470) 

輸入乗用車 3,646,294 1,304,196 (1,553,409) 

小型トラック 10,481,490 0 (23,022,335) 

VOLVO 乗用車 37,435   

輸入乗用車 (247,890) 219,505 0 

小型トラック (315,044) (825,656) 0 

出所）NHTSA ホームページ、https://one.nhtsa.gov/cafe_pic/CAFE_PIC_Credit_LIVE.html（閲覧日：2019 年 2

月 26 日） 

 

各社への罰金適用事例が NHTSA のホームページ上で公開されており、数社分のデータを

表 1-11 に示す（2014 年が最新）。近年は罰金による取引が少なく、クレジットによる補填

が大半である。支払額は 2010 年以降に限定すると最高で約 20 億円である。 
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表 1-11 罰金の支払い状況 

メーカー名 モデルイヤー 罰金額 [$] 

VOLVO 2014 1,454,288 

 2014 835,499.5 

 2013 4,627,920 

 2013 298,573 

BMW 2005 2,795,496 

 2004 13,711,357 

 2003 8,861,776 

Ferrari 2008 885,225 

Jaguar Land 

Rover 

2013 14,110,470 

2012 9,819,001.5 

出所）NHTSA ホームページ、https://one.nhtsa.gov/cafe_pic/CAFE_PIC_Credit_LIVE.html（閲覧日：2019 年 2

月 26 日） 

3) エアコンクレジット 

自動車に搭載されている空調の高効率化に与する技術、あるいは冷媒漏洩に係る環境破

壊に与する技術が搭載されている場合、それぞれに対してクレジットが付与される。ただし、

低 GWP 冷媒の採用など冷媒の漏洩に関する技術については自動車の燃費改善に資する技

術ではないことから、CAFE 値ではなく CO2 排出量にのみクレジットを適用することがで

きる。 

 

P.62721 “Ⅱ.F.1. Air Conditioning Efficiency Credits and Fuel Consumption Improvement Values” 

For the MYs 2012–2016 rule, EPA provided an option for manufacturers to generate credits for 

complying with GHG standards by incorporating efficiency-improving vehicle technologies that 

would reduce CO2 and fuel consumption from air conditioning(A/C) operation. 

(略) 

EPA proposed to continue these credit mechanisms in the MYs 2017–2025 GHG program, and is 

finalizing these proposals in this notice. 

(略) 

Also, reductions in direct A/C emissions resulting from leakage of HFCs from air conditioning 

systems, which are generally unrelated to fuel consumption reductions, will not apply to compliance 

with the CAFE program. Thus, as discussed below, credits for refrigerant leakage emission 

reductions will continue to apply only to the EPA GHG program. 

出所）米国連邦燃費規則 

 

エアコンクレジットによる年間最大クレジット量は乗用車、小型トラックそれぞれで

18.8g/mile、24.4g/mile と定められている。 

 

P.62628 “Ⅰ.A.2. Summary of the Major Provisions of the Final Rule” 

As proposed, EPA is establishing that the maximum total A/C credits available for cars will be 

18.8 grams/mile CO2-equivalent and 24.4 grams/mile for trucks CO2-equivalent. 

出所）米国連邦燃費規則 
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表 1-12 空調の高効率化技術のクレジット 

 

出所）米国連邦燃費規則、p62725、2012 年 10 月 

 

4) オフサイクルクレジット 

測定法では評価されないが、実走行において CO2 排出量の低減効果のある技術に対して

はクレジットを付与する（オフサイクルクレジット）。技術としては例えば太陽光パネルの

搭載、ヘッドライトの高効率 LED 化、アイドリングストップ等が挙げられる。メーカーは

技術が過少に評価されていると感じた場合、技術データでもって主張することが出来る。ま

た、リストに記載されていないがオフサイクルクレジットが認められると思われる技術に

ついても EPA は引き続き検討を行う。 

表 1-13 オフサイクルクレジットとして考慮されている技術 

 

出所）米国連邦燃費規則、p62737、2012 年 10 月 

 

P.62726 “Ⅱ.F.2. Off-cycle CO2 credits” 

EPA recognizes that there are technologies that provide real-world GHG benefits to consumers, 

but that the benefit of some of these technologies is not represented on the two-cycle test. For MYs 

2012–2016, EPA provided an option for manufacturers to generate adjustments(credits) for 

employing new and innovative technologies that achieve CO2 reductions which are not reflected 
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on current 2-cycle test procedures if, after application to EPA, EPA determined that the credits were 

technically appropriate. 

（略) 

If manufacturers believe their specific offcycle technology achieves larger improvement, they 

could apply for greater credits and fuel consumption improvement values with supporting data 

using the case-by-case demonstration approach. For technologies not listed on the menu, EPA 

proposed to continue the case-bycase demonstration approach from the MYs 2012–2016 rule but 

with important modifications to streamline the decision-making process. 

出所）米国連邦燃費規則 

 

オフサイクルクレジットによるクレジット量について、乗用車、小型トラックの平均

CAFÉ 値において年間で 10g/mile を上限値として設けている。 

 

P.62726 “Ⅱ.F.2. Off-cycle CO2 credits” 

Based on comments and consideration on the amount of data that are available, we are finalizing 

the cap of 10 g/mile per year on a combined car and truck fleet-wide average basis. 

出所）米国連邦燃費規則 

 

オフサイクル技術について、最低搭載率を定める動きが EPA 内であったものの、特定の

技術の導入を強制することで本来導入されるべき省エネ技術の普及を阻害される恐れがあ

るとの指摘を受け、最終的には最低搭載率を設けていない。 

 

P.62726 “Ⅱ.F.2. Off-cycle CO2 credits” 

EPA also proposed to require minimum penetration rates for several of the listed technologies as 

a condition for generating credit from the list as a way to further encourage their significant adoption 

by MY 2017 and later.（略） 

However, we are not finalizing the minimum penetration rates applicable to certain technologies, 

primarily based the agencies’ agreement with commenters stating that penetration caps might stifle 

the introduction of fuel economy and GHG improving technologies particularly in cases where 

manufacturers would normally introduce the technologies because manufacturing capacities are 

limited or low initial volume reduces risk if consumer acceptance is uncertain. 

出所）米国連邦燃費規則 

5) 次世代自動車の扱い 

次世代自動車（EV、PHEV、FCV）については 2017-2021 年に販売された製品を対象とし

て、導入促進を目的に 2 種類の優遇措置が設けられている。 

P.62721 “Ⅱ.A.2. Summary of the Major Provisions of the Final Rule” 

In order to provide temporary regulatory incentives to promote the penetration of certain ‘‘game 

changing’’ advanced vehicle technologies into the light duty vehicle fleet, EPA is finalizing, as 

proposed, an incentive multiplier for CO2 emissions compliance purposes for all electric vehicles 

(EVs), plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), and fuel cell vehicles (FCVs) sold in MYs 2017 

through 2021. 

出所）米国連邦燃費規則 
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出荷台数の算定において、EV・FCV は 2017 年で 2 倍カウント、2021 年で 1.5 倍カウン

トが許されており、PHEV は 2017 年で 1.6 倍カウント、2021 年で 1.3 倍カウントが許され

ている。 

 

P.62648 “Ⅰ.C.4. Program Flexibilities for Achieving Compliance” 

This multiplier approach means that each EV/PHEV/FCV/CNG vehicle would count as more 

than one vehicle in the manufacturer’s compliance calculation. EPA is finalizing, as proposed, that 

EVs and FCVs start with a multiplier value of 2.0 in MY 2017 and phase down to a value of 1.5 in 

MY 2021, and that PHEVs would start at a multiplier value of 1.6 in MY 2017 and phase down to 

a value of 1.3 in MY 2021. EPA is finalizing multiplier values for both dedicated and dual fuel 

CNG vehicles for MYs 2017–2021 that are equivalent to the multipliers for PHEVs. 

出所）米国連邦燃費規則 

 

また、EV と FCV については走行時のCO2 排出量の算定時において、CO2排出量を 0g/mile

として計算出来る。PHEV についても電気走行モード時の排出量算定時において 0g/mile と

することが出来る。 

 

P.62648 “Ⅰ.C.4. Program Flexibilities for Achieving Compliance” 

For EVs, PHEVs and FCVs, EPA is also finalizing, as proposed, to set a value of 0 g/mile for the 

tailpipe CO2 emissions compliance value for EVs, PHEVs (electricity usage) and FCVs for MY 

2017–2021, with no limit on the quantity of vehicles eligible for 0 g/mi tailpipe emissions 

accounting. 

出所）米国連邦燃費規則 

6) 燃費計測方法 

計測方法は市中走行モードであるFTP-75モード、及び高速道路走行モードであるHWFET

モードが存在し、それぞれのモードにおける測定値を組み合わせた結果を用いる。日本や欧

州のように新たな試験サイクル（WLTP）を導入する動きはない。 

 

P.62638 “Ⅰ.C.2. Level of the Standards” 

The basis for measuring performance relative to standards continues to be based predominantly 

on the EPA city and highway test cycles (2-cycle test). 

出所）米国連邦燃費規則 

 

エアコンクレジット、オフサイクルクレジットの計算における測定方法は上記の 2 サイ

クル試験モードとは異なる条件をベースに作成している。 

 

P.62638 “Ⅰ.C.2. Level of the Standards” 

However, EPA is finalizing optional air conditioning and off-cycle credits for the GHG program 

and adjustments to calculated fuel economy for the CAFÉ program that are based on test procedures 

other than the 2-cycle tests. 

出所）米国連邦燃費規則 
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(2) CAFÉ規制における Petroleum Equivalency Factor（PEF） 

電気自動車（EV・PHEV）については Petroleum equivalency factor（PEF）という係数を用

い、車両における電気使用量をガソリン換算し、燃費を算定している。 

PEF の算定式は 2000 年の連邦官報 “Electric and Hybrid Vehicle Research, Development, 

Demonstration Program; Petroleum-Equivalent Fuel Economy Calculation; Final Rule”において定

められている。 

具体的には、発電効率、送電効率を用いて電力の一次エネ換算を行った上で、同様にガソ

リンも一次換算してガソリン換算係数を算定し、更に石油代替燃料車を優遇するための措

置として 0.15 で除して PEF を算定する。 

 

＜PEF の算定式＞ 

PEF = Eg * 1/0.15 * AF * DPF 

Eg= (Tg * Tt * C) / Tp 

  Eg：電気のガソリン換算係数 

  AF：gasoline accessory factor（ガソリンを消費する機器がない場合 1、ある場合 0.9） 

  DPF：運転パターン係数（1） 

  Tg：米国の火力平均発電効率（0.328） 

  Tt：米国の送電効率（0.924） 

  Tp：石油精製・配送効率（0.830） 

  C：Wh と gallon の単位換算係数（33,705 Wh/gal） 

1) 石油精製・配送効率 

石油精製・配送効率 Tp の算出にあたっては、精製、配送におけるエネルギー消費を考慮

し、原油採掘に関しては考慮していない。これは、採掘プロセスの効率に関するデータ入手

が困難であることに加え、個別サイトの特性に大きく依存するためとしている。 

 

Note that Tp includes refining as well as distribution in order to include most of the corresponding 

steps in the energy chain—just as the equation attempts to do with the electric energy chain. Note 

that raw resource extraction (mining, drilling, etc.) is not counted. Data that can be used to 

measure the ‘‘efficiency’’of these processes is difficult to obtain, and varies widely depending 

on the characteristics of the individual site. 

DOE believes that the relative difference in “efficiency” of resource extraction (i.e., energy expended 

in recovery relative to the energy content of the resource recovered) between individual sites of one 

type (e.g., coal mines) is probably greater than the difference in the average efficiency of different 

extraction processes (e.g., mining vs. pumping). 

出所）連邦官報 Vol.65 No.113 “Electric and Hybrid Vehicle Research, Development, Demonstration Program; 

Petroleum-Equivalent Fuel Economy Calculation; Final Rule”、p36989、2000 年  

 

なお、DOE が 1998 年に公表した An Overview of Biodiesel and Petroleum Diesel Life Cycles, 

DOE and DOA（1998）で想定されている軽油の一次エネルギー投入量は以下の通り。1MJ あ

たりの一次エネルギー投入量は 1.2MJ であり、効率は 83.3%となる。 
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国内のプロセスについては米国の平均値、海外プロセスについては国際的な平均値を用

いている。 

 

 

図 1-3 軽油利用に係る一次エネルギー投入量 

出所）DOE and DOA “An Overview of Biodiesel and Petroleum Diesel Life Cycles”、p11、1998 年 5 月 

 

2) 火力平均発電効率 

火力平均発電効率 Tg は、実際の火力発電の平均転換効率を採用している。火力発電効率

の平均を採用している理由として、電気自動車利用による電力需要の増加分は火力発電に

より賄われる可能性が高いこと、他燃料と比べて火力発電は効率が優れていることとして

いる。 

 

The Eg factor uses the actual average fossil fuel to-electricity conversion efficiency, which is 

32.8 percent. 

There are two reasons why DOE chose to use conversion efficiencies for electricity that reflect 

the typical efficiencies of fossil fuel-fired powerplants. First, existing nuclear and hydroelectric 

plants are now operated at essentially full capacity. Since no significant additions to U.S. nuclear 

or hydro-electric capacity are planned, any increase in electricity demand that results from 

expanded production and use of electric vehicles is very likely to be met by fossil fuel-fired 

powerplants. Second, although the fuel supply for nuclear, hydro, and renewable generated 

electricity is plentiful, the process for converting the raw fuel or physical energy to electricity 

is, in most cases, less efficient than fossil fuel plants. 

出所）連邦官報 Vol.65 No.113 “Electric and Hybrid Vehicle Research, Development, Demonstration Program; 

Petroleum-Equivalent Fuel Economy Calculation; Final Rule”、p36989、2000 年 6 月 
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参考までに、DOE Monthly Energy Review において、1990~2000 年の火力平均効率は以下

の通りとなっている。 

表 1-14 1990~2000年の火力平均効率 
 

発電効率 

2000 33.0% 

1999 33.0% 

1998 33.0% 

1997 32.9% 

1996 33.0% 

1995 33.1% 

1994 33.1% 

1993 33.1% 

1992 33.0% 

1991 32.7% 

1990 32.8% 

PEF における想定値 32.8% 

 

3) 送電効率 

送電効率 Tt は、国内の平均送電効率を踏まえて設定することと定められている。 

 

Section 503(a)(3) of the Motor Vehicle Information and Cost Savings Act (49 U.S.C. 32904(a)(2)) 

requires DOE to determine the petroleum-equivalent fuel economy values for electric vehicles, 

taking into account the following parameters: 

(i) The approximate electric energy efficiency of the vehicles considering the vehicle type, 

mission, and weight; 

(ii) The national average electricity generation and transmission efficiencies; 

(iii) The need of the Nation to conserve all forms of energy, and the relative scarcity and value to 

the Nation of all fuel used to generate electricity; and 

(iv) The specific driving patterns of electric vehicles as compared with those of petroleum-fueled 

vehicles. 

出所）連邦官報 Vol.65 No.113 “Electric and Hybrid Vehicle Research, Development, Demonstration Program; 

Petroleum-Equivalent Fuel Economy Calculation; Final Rule”、p36986、2000 年 6 月 

 

参考までに、米国エネルギー情報局（DOE）が公表している最新の統計データによると、

電力の送配ロスは表の通り。PEF において想定している送電効率は 7.6%であり、以下のい

ずれの年についても一致はしないが、概ね同水準である。 
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表 1-15 1990~2000年の送電ロス 
 

送電ロス 

2000 7.2% 

1999 7.3% 

1998 6.6% 

1997 7.0% 

1996 7.2% 

1995 7.1% 

1994 7.1% 

1993 7.4% 

1992 7.3% 

1991 7.1% 

1990 7.0% 

PEF における想定値 7.6% 

 

4) 石油代替燃料優遇係数 

CAFÉ 規制におけるガソリン代替燃料の評価は 1998 年の Alternative Motor Fuels Act にお

いて始まったが、同法ではエタノール、メタノール、天然ガスがガソリン代替燃料として考

慮されていた。 

当時のガソリン代替燃料は E85（エタノール 85%、ガソリン 15%の燃料）が主流であり、

E85 利用車両の燃費（マイル/ガソリン換算ガロン）を評価する際、ガソリン分のみを考慮す

るためにガソリンの比率である 0.15 で除することとした。 

 

The fuel content factor has a value of 1/0.15 and is included in the PEF for the reasons described 

in the notice of proposed rulemaking and the responses to comments section of this notice. Briefly, 

these reasons are: 

(i) Consistency with existing regulatory and statutory procedures; 

(ii) Provision of similar treatment to manufacturers of all types of alternative fuel vehicles; 

and 

(iii) Simplicity and ease of use. 

As noted in the NOPR, DOE invested considerable time and effort in attempting to develop a 

method that could rigorously account for the advantages to the Nation offered by electric vehicles 

compared to conventional vehicles, but was unable to identify a method that was sufficiently 

objective, robust, and consistent with established policy directions. 

出所）連邦官報 Vol.65 No.113 “Electric and Hybrid Vehicle Research, Development, Demonstration Program; 

Petroleum-Equivalent Fuel Economy Calculation; Final Rule”、p36987、p36989、2000 年 6 月 
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5) 複数燃料を利用する車両の燃費評価 

複数燃料を利用する車両（フレックス燃料車、プラグインハイブリッド車等）については、

走行の 50%が従来燃料（ガソリン）、50%が代替燃料（バイオ燃料、電気等）を使用すると

想定し、燃費を算定する。 

代替燃料については前述のとおり 0.15 の優遇係数が適用される。 

 

For FFVs and dual-fueled vehicles, the EPCA/ EISA credits have three elements: 

(1) The assumption that the vehicle is operated 50% of the time on the conventional fuel and 

50% of the time on the alternative fuel,  

(2) that 1 gallon of alternative fuel is treated as 0.15 gallon of fuel, essentially increasing the fuel 

economy of a vehicle on alternative fuel by a factor of 6.67, and  

(3) a ‘‘cap’’ provision that limits the maximum fuel economy increase that can be applied to a 

manufacturer’s overall CAFÉ compliance value for all CAFÉ compliance categories (i.e., 

domestic passenger cars, import passenger cars, 

and light trucks) to 1.2 mpg through 2014 and 1.0 mpg in 2015. 

出所）連邦官報 Vol.65 No.113 “Electric and Hybrid Vehicle Research, Development, Demonstration Program; 

Petroleum-Equivalent Fuel Economy Calculation; Final Rule”、p25432、2000 年 6 月 

 

(3) SAFE規制の提案 

米国環境庁と運輸省道路交通安全局は 2018/8/2 に、2021-2026 年型乗用車及び軽量トラッ

ク向けの安全かつ適切な費用負担の自動車燃費基準 (Safer Affordable Fuel-Efficient Vehicles 

Rule for Model Years 2021-2026 Passenger Cars and Light Trucks, SAFE 車両規則）案を正式に

発表している。 

現行の CAFÉ 規制からの主な変更点は以下のとおり。 

⚫ 目標燃費の緩和：2021～2026 年型車の基準値を 2020 年型車の目標に据え置き（現行

基準では 2020 年 41.7mpg→2025 年 54.5mpg） 

⚫ カリフォルニア州の大気浄化法 209 条の適用除外を撤回（＝カリフォルニア州独自

の基準を作る権限を廃止） 

今後、パブリックコメント（~2018/10/26）や共同公聴会を経て、最終規定を今冬に確定・

発表する予定。 

本改正案のもたらす効果としては、以下のとおり試算されている。 

⚫ 燃費改善投資が不要になることにより新車販売価格を平均 2,340 ドル削減、国内販売

台数 100 万台増加（~2029 年） 

⚫ 車両事故による死亡者の減少 (年間推定 1,000 人、2029 年までに 12,700 人） 

➢ 新車が購入しやすくなることで、より安全な新型車両の普及が拡大することに

よる効果 

⚫ 米国の社会的費用を 5,000 億ドル以上節減 

 

環境庁は 3 月末までに本基準を確定させたい模様だが，一部の州などは撤回を求め訴訟の

構えを示している。 
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(4) ZEV規制 

米国では連邦としての電気自動車等の導入義務は存在しないが、カリフォルニア州やニ

ューヨーク州など一部の州において ZEV（Zero Emission Vehicle）規制が実施されている。 

大気浄化法 209 条において、カリフォルニア州は EPA に連邦規制の適用除外（waiver）

を申請して承認された場合、連邦より厳しい排ガス規制を設定することが認められている。

また、同法 177 条において、他の州は、連邦またはカリフォルニア州規制のいずれかを選択

することが認められている。現在 ZEV 規制を採用している州は、カリフォルニア州に加え

てコネチカット州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、

ニューヨーク州、オレゴン州、ロードアイランド州、バーモント州の計 10 州である。 

ZEV 規制では一定量以上の車を販売する自動車メーカーに対して、一定割合以上の ZEV

クレジット取得が義務付けられる。2018 年より規制が強化され、以前は ZEV クレジットの

対象であったハイブリッド車や低排出ガソリン車等が対象外となっている。現行のクレジ

ット対象車は次表のとおり。 

 

表 1-16 ZEVクレジットの対象車（2018年以降） 

種類 概要 ZEV クレジット 

ZEV（Zero Emission 

Vehicle） 

電気自動車、燃料

電池自動車等のゼ

ロ排出車 

航続距離 50 マイル未満：0 

50 マイル以上 350 マイル未満：0.01×航続距離＋0.5 

350 マイル以上：4 

TZEV（Transitional Zero 

Emission Vehicle） 

プラグインハイブ

リッド自動車 

後続距離 10 マイル未満：0 

10 マイル以上 80 マイル未満：0.01×航続距離＋0.3 

80 マイル以上：1.1 

HICE（Hydrogen Internal 

Combustion Engine 

Vehicle） 

水素内燃機関自動

車 

航続距離 250 マイル未満：0 

250 マイル以上：0.75 

※TZEV クレジットとの合算可能（上限 1.25） 

BEVx（Extended Range 

Battery Electric Vehicle） 

航続距離延長用小

型ガソリンエンジ

ン付電気自動車 

ZEV と同様 

※電気による航続距離がガソリンを下回らないこと 

NEV（Neighborhood 

Electric Vehicle） 

近距離用電気自動

車 

0.15 

 

また、各社に課せられる目標（販売台数に対する割合）は次図のとおり。一部は TZEV ク

レジットでの達成が認められるが、ZEV クレジットの下限目標も設けられている。なお、

規制対象となる事業者は、大規模事業者（カリフォルニア州における過去 3 年間平均販売台

数が 2 万台超）、中規模事業者（同 4,500 台超 2 万台以下）であり、中規模事業者は全量

TZEV クレジットでの目標達成が認められている。 
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図 1-4 カリフォルニア州 ZEV規制における導入目標 

出所）カリフォルニア州大気資源局、https://www.arb.ca.gov/msprog/zevprog/zevtutorial/zev_tutorial_webcast.pdf

（閲覧日 2019 年 2 月 26 日） 

 

なお、前節で示したとおり、トランプ政権が発表した SAFE 規制案ではカリフォルニア州

の大気浄化法 209 条の適用除外を撤回することが盛り込まれており、今後の行く末が注目

される。 
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1.1.3 中国 

(1) 燃費規制 

中国では 2005 年に自動車に対する燃費規制が 2005 年に導入され、現在 2020 年の燃費基

準に向けた第 4 段階にある。当初は国産車に対する車種ごとの燃費規制であったが、2012

年から開始された第 3 段階から、輸入車も含めた企業平均燃費（Corporate average fuel 

consumption, CAFC）に対する規制も導入されている。 

燃費の計測方法は NEDC が採用されており、第 4 段階の CAFC 目標値は以下のとおり。

なお、燃費規制の対象は、年間車両生産台数が 2,000 台を超える企業である。 

 

表 1-17 中国 CAFC目標値 

 2016 2017 2018 2019 2020 

目標値 

（L/100km） 
6.7 6.4 6.0 5.5 5.0 

 

新エネルギー車（New Energy Vehicle, NEV）の燃料消費は 0L/100km と計上される上、次

表の係数で台数が割増計上される。 

表 1-18 NEVの台数換算係数 

 EV FCV PHEV ESV 

～2015 5 5 5 3 

2016-2017 5 5 5 3.5 

2018-2019 3 3 3 2.5 

2020 2 2 2 1.5 

PHEV：電気による航続距離が 50km 以上であることが要件 

ESV（Energy Saving Vehicle）：燃料消費率 2.8L/100km 未満の車種 

 

また、以下に例示するような技術を一つでも採用した場合、最大で 0.5L/100km のオフサ

イクルクレジットが付与され、目標達成に活用可能である。 

⚫ 回生エネルギー回収 

⚫ 高効率エアコン 

⚫ アイドリングストップシステム 

⚫ シフトリマインダー（エンジンの回転数や車両の速度に応じてシフトチェンジを勧

める機能） 

 

CAFC 目標を超過達成した場合、CAFC クレジットが付与される。自身での CAFC 目標が

未達の場合、他社の CAFC クレジットを調達することでの目標達成も認められている。ま

た、後述する NEV 規制における NEV クレジットも、自ら取得した NEV クレジット、他社

から調達した NEV クレジットの双方が利用可能である。 

 

なお、中国政府が 2017 年 4 月に発表した「自動車産業中長期発展計画」では、2025 年ま

でに新車乗用車の燃費を 4.0L/100km まで改善させることを目標として掲げている。 
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(2) 排ガス規制 

中国では 2000 年より排ガス国家基準「国家第一段階機動車排ガス標準」（国 1）を導入し、

自動車排ガスの規制を進めている。現状では Euro 5 基準相当の国 5 が全国大で導入されて

いる。 

次期排ガス基準である国 6 基準は 2020 年に国 6a、2023 年に国 6b と二段階に分けて適用

される予定であり、同基準から NEDC 方式に変えて WLTP 方式が採用される。 

表 1-19 国 5基準（ガソリン車） 

基準 車両区分 CO HC NMHC NOx N2O PM PN 

g/km #/km 

China 5 Type 1 1.00 0.100 0.068 0.060  0.0045a  

Type 2 I 1.00 0.100 0.068 0.060  0.0045a  

II 1.81 0.13 0.068 0.075  0.0045a  

III 2.27 0.16 0.068 0.082  0.0045a  

 

表 1-20 国 5基準（ディーゼル車） 

基準 車両区分 CO HC+NOx NOx N2O PM PN 

g/km #/km 

China 5 Type 1 0.50 0.230 0.180  0.0045a 6×1011 

Type 2 I 0.50 0.230 0.180  0.0045a 6×1011 

II 0.63 0.295 0.235  0.0045a 6×1011 

III 0.74 0.350 0.280  0.0045a 6×1011 

 

表 1-21 国 6基準（ガソリン、ディーゼル車共通） 

基準 車両区分 CO HC NMHC NOx N2O PM PN 

g/km #/km 

China 6a Type 1 0.700 0.100 0.068 0.060 0.020 0.0045 6×1011 

Type 2 I 0.700 0.100 0.068 0.060 0.020 0.0045 6×1011 

II 0.880 0.130 0.090 0.075 0.025 0.0045 6×1011 

III 1.000 0.160 0.108 0.082 0.030 0.0045 6×1011 

China 6b Type 1 0.500 0.050 0.035 0.035 0.020 0.0030 6×1011 

Type 2 I 0.500 0.050 0.035 0.035 0.020 0.0030 6×1011 

II 0.630 0.065 0.045 0.045 0.025 0.0030 6×1011 

III 0.740 0.080 0.055 0.050 0.030 0.0030 6×1011 

※CO：一酸化炭素、HC：炭化水素、NMHC：非メタン炭化水素、NOx：亜酸化窒素、 

N2O：一酸化二窒素、PM：粒子状物質、PN：排出微粒子の粒子数 

出所）DieselNet、https://www.dieselnet.com/standards/cn/ld.php（閲覧日 2019 年 2 月 26 日） 

表 1-22 車両区分 

車両区分 概要 

Type 1 6 座席以下（運転席含む）、総重量 2.5t 以下の乗用車 

Type 2 その他の小型車。N1 車（総重量 3.5t 以下の商用車）を含む。 

 I 重量 1,305kg 以下 

II 重量 1,305kg 超 1,760kg 以下 

III 重量 1,760kg 超 
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(3) NEV規制 

中国では 2018 年に米国カリフォルニア州の ZEV 規制と類似した NEV 規制を導入し、

NEV（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車）の販売台数に係る目

標が課せられることとなった。販売台数 3 万台以上の事業者は、販売台数に対する目標割合

に相当する NEV クレジットを調達することが求められる。 

目標は 2019 年から適用され、2019 年は販売台数の 10%、2020 年は同 12%であり、2021

年以降は今後設定される予定である。 

NEV クレジットは車種や性能により付与されるクレジット量が異なる。クレジット量の

具体的な算定方法を表 1-23、図 1-5 に示す。 

例えば、航続距離 200km で条件 1 を満たし、条件 2 を満たさない電気自動車の場合、ク

レジット量は次のとおり計算される。つまり、当該車種を１台販売した場合、3.2 のクレジ

ットが付与される。 

クレジット量（S）＝0.012×200＋0.8＝3.2 

 

表 1-23 中国 NEV規制におけるクレジット算定方法に関する条件 

条件 内容 

条件 1 Y≤0.014×m+0.5  (m≤1000) 

Y≤0.012×m+2.5  (1000<m≤1600) 

Y≤0.005×m+13.7  (m>1600). 

条件 2 Y≤0.0098×m+0.35  (m≤1000) 

Y≤0.0084×m+1.75  (1000<m≤1600) 

Y≤0.0035×m+9.59  (m>1600). 

条件 3 燃料消費時の燃費が現行基準の 70%未満 

条件 4 燃料電池の出力が、モーターの 30%及び 10kW 以上 

Y：車両電費（kWh/100km）、m：車両重量（kg） 

 

また、一部の地域では、NEV に対して自動車取得時に必要なナンバーの優先発給や無料

発給などの優遇政策も実施されている。 
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図 1-5 中国 NEV規制における車種別のクレジット算定方法 

S：クレジット（台数換算係数）、R：航続距離（km）、P：燃料電池定格出力（kW） 

出所）The International Council on Clean Transportation “ CHINA’S NEW ENERGY VEHICLE MANDATE POLICY (FINAL RULE)”、p6、2018 年 1 月を翻訳 

電気自動車
である

燃料電池
自動車である

最高速度
<100km/h

PHEVである

航続距離
<100km

条件1を
満たす

条件2を
満たす

ただし、上限

ただし、上限

ただし、上限

電気航続距離
<50km/h

電気航続距離
<80km/h

条件1を
満たす

条件3を
満たす

本NEVクレジットは他社への販売不可

航続距離
<300km/h

条件4を
満たす

ただし、上限ただし、上限
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1.2 諸外国における自動車の電動化の動向 

パリ協定等を踏まえて世界的に脱炭素化の動きが進んでいる中、ガソリン・ディーゼル車

の販売禁止が検討される等、諸外国において自動車の電動化に向けた動きが活発化してい

る。また、主要自動車メーカーも、電動化に向けて積極的な投資や販売戦略の策定等を行っ

ている。 

1.2.1 各国における自動車の電動化に関する規制等の状況 

(1) 英国 

英国政府は 2017/7/26 に“UK plan for tackling roadside nitrogen dioxide concentrations”を発表

し、その中で 2040 年までの従来型ガソリン車、ディーゼル車の販売禁止について言及して

いる。ただし、同資料では具体的な対象等についての言及はない。 

2018/7/9 には“Road to Zero Strategy”を発表し、2030 年までに新車（乗用車）販売の 50%～

70%、新車（小型商用車）の 40%を超低排出車とすることを宣言している。ここで、超低排

出車（Ultra low emission vehicle）とは、CO2 排出量が 50gCO2/km 以下の車と定義されてい

る。同戦略では、2040 年に従来型のガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止し、新車販売

の大半をゼロエミッション車とすること、2050 年には全ての新車をゼロエミッション車と

することを目指すとされている。 

また、同目標の達成に向けて、以下の政策的後押しを実施することが掲げられている。 

⚫ 低排出輸送機関の開発に 10 年間で 10 億£を拠出、EV 用の電池開発に 2.46 億£を拠出 

⚫ 2015～2021 年の間に低排出車購入に対する補助金を提供（15 億£の内数） 

⚫ EV や燃料電池車の充電・充填インフラ整備 

⚫ Automotive Sector Deal により、政府と産業界で研究開発やインフラ整備等について

合意 

 

(2) ドイツ 

ドイツでは 2016 年 10 月に、連邦参議院において 2030 年までにガソリン・ディーゼル車

の販売禁止の決議案が可決されている。なお、決議案とは議会が政府に対して要望を示すも

のであり、法律ではないため法的拘束力はない。 

2017 年 8 月に、メルケル首相は将来的なガソリン・ディーゼル車販売規制について前向

きな姿勢を示したものの、具体的な年次は明言していない。逆に、ディーゼル車の排ガス不

正問題に関連し、自動車業界は過ちを正す必要があると述べたものの、同時に国内雇用や消

費者保護についても配慮が必要と言及している。また、2017 年 9 月にもメルケル首相は「デ

ィーゼル車の改良と EV への投資を同時に進める二正面作成が必要」と述べている。 

なお、温暖化対策の観点ではなく、大気汚染防止の観点から、環境団体 DUH と ClientEarth

は、シュトゥットガルト市やデュッセルドルフ市などを相手取り、EU の大気汚染の基準に

違反しているとしてディーゼル車の走行を禁止するように訴訟を起こしている。 
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2018 年 2 月にドイツ連邦最高裁判所は訴えを認め、市が独自に現行の排ガス規制に合致

していないディーゼル車を走行禁止にすることは合法である、との判断を示している。これ

を受け、ハンブルク市は 5 月下旬に、大気汚染がひどい 2 箇所の道路において Euro 5 以前

のディーゼル車の走行を禁止している。また、シュトゥットガルト市は Euro 4 以前のディ

ーゼル車の走行を、2019 年 1 月以降市全域において禁止することを決議している。 

 

(3) フランス 

フランスはパリ協定を受けて、エネルギー・気候変動問題に関する対策をまとめた「気候

計画」（Climate Plan）を 2017 年 7 月に公表している。同計画の中において、2022 年までに

石炭火力発電所を廃止、2050 年までに GHG の正味排出 0 を目指す等の方針と共に、温室効

果ガスを排出する自動車（≒ガソリン車・ディーゼル車）の販売を 2040 年までに終了する

と言及している。ただし、具体的内容や達成するための方策等の詳細は示されていない。 

ディーゼル車走行禁止に関しては、パリ市が大気汚染対策の一環として 2001 年以前の型

式のディーゼル車について、2019 年 7 月以降パリ大都市圏（Greater Paris）内の 79 コミュー

ンで走行を禁止することを 2018 年 11 月 12 日に決議している。また、2024 年までに全ディ

ーゼル車、2030 年までに全ガソリン車も走行禁止とすることについても検討している。 

 

 

その他、諸外国におけるガソリン車、ディーゼル車規制に関する検討状況について次図に

示す。 

 



 

36 

 

図 1-6 主要国における自動車の電動化の検討状況 

 

 

＜インド＞
• 2017年6月：2030年までに国内で販売する

新車をEVに限定する野心的な政策を発表
• 2018年2月：シン電力相が2030年までに国

内の自動車の30%をEVにすべきと下方修正

＜中国＞
• 2017年9月：NEV（新エネルギー車）規制に

おいて2019年の製造・販売目標を10%と発表
• 2017年9月：ガソリン・ディーゼル車の販売禁止

の時期について検討を開始

＜フランス＞
• 2017年7月：2040年まで

にガソリン・ディーゼル車の
販売を禁止と発表

＜ドイツ＞
• 2016年10月：連邦参議院において2030年ま

でにガソリン・ディーゼル車の販売禁止の決議
案を可決（法的拘束力なし）

• 2017年9月：メルケル首相は「ディーゼル車の
改良とEVへの投資を同時に進める二正面作
成が必要」と言及

＜英国＞
• 2017年7月：2040年まで

にガソリン・ディーゼル車の
販売を禁止と発表

＜オランダ＞
• 2016年4月：2025年までに
内燃機関車の新車販売禁
止法案を国会に提出

• 2017年10月：2030年まで
に全ての新車販売をゼロエ
ミッション車に限定と発表

＜ノルウェー＞
• 2016年6月：2025年以降のガソリン・ディーゼル
車販売禁止について与野党が合意と発表

• 2016年6月：ヘルゲセン気候大臣は販売規制
について否定したものの、政策を強めると発表

＜米国カリフォルニア州＞
• ZEV規制において、2018年以降は従来

認められていたHV車を対象から除外

＜イスラエル＞
• 2018年2月：国家インフラ・エネル

ギー・水資源省スタイニッツ大臣が
2030年までにガソリン・ディーゼル車
の輸入を禁ずると発表
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1.2.2  主要自動車メーカーにおける動向 

パリ協定等の温暖化対策に向けた取組強化や、欧州でのディーゼル車排ガス不正問題対

応等の観点から、主要自動車メーカーは相次いで電動化に向けた取組を進めている。 

IEA Energy Technology Perspective 2017 においても、2040 年の新車販売の電動車比率が

51%に達すると予想されている。 

 

 

図 1-7 パワートレイン別導入量の長期見通し 

出所）経済産業省、第 1 回 自動車新時代戦略会議資料 1、p5、2018 年 4 月 

 

主要自動車メーカーの取組動向を以下に示す。 
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表 1-24 主要自動車メーカーの電動化に向けた取組動向 

メーカー 取組動向 

トヨタ  2017 年 12 月に電動化への取り組み目標を表明 

➢ 2030 年における電動車のグローバル販売台数を 550 万台以上販売、電気自動車・燃料電池自動車 100 万台以上

販売を目指す 

➢ 2025 年までにグローバル販売台数の全車種で HV・PHV・EV・FCV を目指す 

日産  2018 年 3 月に中期計画「Nissan M.O.V.E. to 2022」において電気自動車の販売計画を発表。2022 年度までに電気自

動車および e-POWER 搭載車を含む電動車両の年間販売台数 100 万台を目指す。 

ホンダ  2018 年 7 月に PHEV を販売開始。 

 2016 年 2 月の記者会見において、2030 年の四輪車グローバル販売台数の 3 分の 2 を電動化（HEV、EV、PHEV、

FCV）することを目指すと表明。 

マツダ  2018 年 10 月に技術戦略を発表し、2030 年に生産する全ての車両に電化技術を搭載することを目指す。 

 2020 年以降に独自開発の電気自動車を販売開始予定。 

GM  2018 年 10 月 ZEV に対して米国独自の普及プログラムを導入するよう政府に要請すると発表。 

 2023 年までに電気自動車 20 車種を投入予定。 

Ford  2022 年までに電気自動車に対して総額 11 億ドルを投資予定。また、計 40 モデルを投入予定。 

 2020 年までに最初の電気自動車を投入予定。 

Volkswagen 

グループ 

 2017 年 9 月に発表した Roadmap E において、以下の計画を示している。 

➢ 2025 年までに電動車を 80 モデル（EV：50 モデル、PHEV：30 モデル）投入。 

➢ 2025 年にグループ年間販売台数の 25%を EV とする。 

➢ 2030 年にはグループの全モデル（300 以上）において電気自動車をラインナップに加える。 

➢ 2030 年までに 200 億ユーロ以上を電動化事業に投じる。中国・欧州・北米でのバッテリー調達のために 2025

年までに 500 億ユーロ以上を投じる。 

 VW  2022 年までの 5 年間で総額 60 億ユーロを電動化に投じる。  

 2020 年に最初の 3 モデル、2025 年までに計 23 モデルの電気自動車を投入する計画。 
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メーカー 取組動向 

Audi  2020 年までに EV を計 3 モデル発売予定。 

 2025 年までに新車の 3 分の 1 以上を EV/PHEV にする方針。 

Porshe  2018 年 9 月にディーゼル車の販売から撤退することを表明。 

 2022 年までに 60 億ユーロ以上を電動車両（EV、ハイブリッド車）に投資する計画であり、2019 年には初の完全電

気自動車 Tycan を販売開始予定。 

 2025 年までに新車の半分をハイブリッド車か電気自動車にすることを目指す。 

Daimler グループ  2016 年 10 月に、2020 年代の Mercedes-Benz Cars の戦略を示す「CASE 戦略」を発表。 

 未来のモビリティを提供する企業として、Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動運転）、Share & Service

（シェア&サービス）、Electric（電動化）の 4 つの分野でリーダーシップをとることを目指す。 

 メルセデス・ベン

ツ 

 2017 年 10 月に発表したパワートレイン戦略によると、EV、PHV、内燃エンジンの 3 種類のパワートレインの開発

を継続。 

 2022 年までに同社が製造する全車種についてハイブリッドまたは全電気自動車をラインナップに加える。 

 2018 年には市販電気自動車の第一弾として EQC の生産を 2019 年上半期に開始する予定を発表。電気自動車ブラン

ド「EQ」の開発計画の一環であり、投資額は当初予定の 100 億ユーロを超える水準。 

スマート  2020 年から全モデルを電動化する計画であり、米国では既にガソリン車の販売を終了。欧州においても 2019 年以

降、徐々にガソリン車の販売を停止。 

Volvo  2019 年より販売開始される車両は、全て電気自動車又はハイブリッド車とする。 

 なお、上記にはマイルドハイブリッド（通常の乗用車に搭載されている発電機を強化し、内燃機関の補助モーター

としても利用できるようにして燃費向上を図るもの）も含む。 

 

 

 

 



 

40 

1.3 欧米の建築物エネルギー性能評価制度等における燃料製造段階のエネルギー消費の評

価方法 

1.3.1  EU指令における取扱い 

EU では Energy Efficiency Directive（エネルギー効率指令）において、省エネルギーに関す

る目標や政策措置等について規定している。2018 年 12 月に改正されたエネルギー効率指令

では、2030 年までに一次エネルギー消費量 30%削減の省エネルギー目標が設定されている。

その際の省電力における一次エネルギー消費量削減の評価にあたり、電力一次エネルギー

換算がなされる。 

電力を一次エネルギーベースでどのように評価するかは省エネ対策評価の要であるが、

再生可能エネルギー等の評価に関し、当時の係数についてはさまざまな団体から批判を受

けていた。 

これを受け、2016 年 5 月に Primary Energy Factor（PEF）の見直しに関する分析レポート

“Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity”が Fraunhofer ISI より提出

されている。同レポートでは、PEF 算定にあたって考慮すべき点を列挙した上で、4 つの手

法（分析手法の相違については表 1.25 参照）を分析した結果、当時の指令における換算係

数 2.5 は適切ではないと結論づけられている。 

 

表 1-25 各手法による一次エネルギー換算係数（PEF）の算定方法 

手法 非燃焼系再エネ（太陽光・

風力・水力等）の扱い 

バウンダリ CHP の扱い 

Method 1 PEF=1 

（但し地熱は PEF=10） 

発電・送配電のみ CHP の総合効率の逆数

として PEF を算定（IEA 

Method） 

Method 2 PEF=0（設備建設等の LCA

排出は別途考慮） 

採掘・燃料輸送等含む 

全工程 

CHP が無かった場合に

電気と熱の供給に必要

とされるエネルギーシ

ステム（例えば発電所

＋熱供給プラント）と

比較して PEF を算定 

（Finish Method） 

Method 3 PEF=1 

（但し地熱は PEF=10） 

発電・送配電のみ 

Method 4 PEF=1 

（但し地熱は PEF=10） 

発電・送配電のみ 

出所）Fraunhofer ISI , “Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity”より MRI 作成 

 

4 つの手法のうちいずれかの手法が正しいというものはなく、用途・目的次第であるが、

どの手法においても PEF の試算値は再生可能エネルギーの導入に伴い減少している。 

同レポート等を踏まえた議論の結果、改正後の指令では換算係数が2.1に低減されている。 
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表 1-26 手法による主な一次エネルギー換算係数の差異 

 

出所）Fraunhofer ISI , “Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity”、p5、2016 年 5 月 

 

なお、日本の省エネ法では電気の換算係数を 9.76MJ/kWh と定めているが、これは 2.71

（=9.76/MJ/kWh／3.6MJ/kWh）に相当する。 
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表 1-27 エネルギー効率指令における電力の一次エネルギー換算係数 

旧エネルギー効率指令 改正後エネルギー効率指令 

⚫ 省電力による一次エネルギー削減量評価のために Conversion Factor

が使用される。 

Article 21 Conversion factors 

For the purpose of comparison of energy savings and conversion to a 

comparable unit, the conversion factors set out in Annex IV shall apply unless 

the use of other conversion factors can be justified. 

 

⚫ 一次エネルギー換算係数として 2.5 の使用が推奨されているが、各

国の判断に応じて他の数値も許容されている。 

 

ANNEX IV ENERGY CONTENT OF SELECTED FUELS FOR END USE – 

CONVERSION TABLE 

Note: Applicable when energy savings are calculated in primary energy terms 

using a bottom-up approach based on final energy consumption. For savings in 

kWh electricity Member States may apply a default coefficient of 2,5. Member 

States may apply a different coefficient provided they can justify it. 

⚫ 一次エネルギー換算係数として 2.1 の使用が推奨されている。 

⚫ 各国の判断に応じて他の数値も許容されるが、その際は各国のエネ

ルギー・温暖化政策で想定されている電源構成を考慮すべき。 

 

in Annex IV, footnote 3 is replaced by the following: 

 

Applicable when energy savings are calculated in primary energy terms using 

a bottom-up approach based on final energy consumption. For savings in kWh 

electricity, Member States shall apply a coefficient established through a 

transparent methodology on the basis of national circumstances affecting 

primary energy consumption, in order to ensure a precise calculation of real 

savings. Those circumstances shall be substantiated, verifiable and based on 

objective and non-discriminatory criteria. For savings in kWh electricity, 

Member States may apply a default coefficient of 2,1 or use the discretion to 

define a different coefficient, provided that they can justify it. When doing so, 

Member States shall take into account the energy mix included in their 

integrated national energy and climate plans to be notified to the Commission 

in accordance with Regulation (EU) 2018/1999. By 25 December 2022 and 

every four years thereafter, the Commission shall revise the default coefficient 

on the basis of observed data. That revision shall be carried out taking into 

account its effects on other Union law such as Directive 2009/125/EC and 

Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 

4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 

2010/30/EU (OJ L 198, 28.7.2017, p. 1).’; 
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1.3.2  英国における法制度上の取扱い 

英国では家庭部門における省エネ推進施策として、Green Deal プログラムを 2013 年より

開始している。同制度において家庭のエネルギー消費量を評価する際、SAP（The Government

‘s Standard Assessment Procedure for Energy Rating of Dwellings）という算定方法に基づき燃

料や電気の一次エネルギー換算係数（Primary Energy Factor, PEF）が設定されている。 

燃料の一次エネルギー換算については、採掘・輸送も含めたエネルギーも評価されている。

発電については、今後 3 年間見通される電源構成により一次エネルギーの PEF を加重平均

の上、7.6%の送配電損失を反映している。 

 

 

 

 

 

電源別の発電効率の想定は以下のとおり。 

 

表 1-28 PEF算定における発電効率の想定 

エネルギー種 発電効率 

石炭 34% 

ガス 46% 

石油 28% 

その他汽力 21% 

再エネ・原子力 100％ 

 

各種燃料の PEF は以下の通り。ガソリン、軽油、灯油の石油製品はいずれも 1.189（SAP 

2016）であり、電力は 2.364（SAP 2016）となっている。 

 

 

 

          
                             

                                

例 :                                                 
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表 1-29 SAPにおける一次エネルギー換算係数 

 

出所）Building Research Establishment Ltd , “CO2 AND PRIMARY ENERGY FACTORS FOR SAP 2016 Version 

1.0”、p27、2016 年 6 月 

 

PEF 算定にあたって前提となる電源構成は、将来 3 年間の見通しの値を採用している。見

直しにあたって下がったのは、再エネ比率の向上と石炭比率の減少が主因と考えられる。

（なお、燃料の PEF は、ほとんどの燃料種で概ね 1~10％増加している） 

今後、電源構成の変化に伴いさらに下がっていくことが予想される。 
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図 1-8 PEF算定における電源構成の想定 

出所）Building Research Establishment Ltd , “CO2 AND PRIMARY ENERGY FACTORS FOR SAP 2016 Version 

1.0”、P30、2016 年 6 月 
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1.3.3  ドイツにおける法制度上の取扱い 

ドイツは Energy Saving Ordinance (EnEV) にて建築物省エネ基準を定めている。その際の

換算係数は、エネルギー源の採掘、精製、変換、輸送、分配や補助エネルギーを含むすべて

の工程を考慮（ただし、再生可能エネルギー分は除く）とされている。 

電気の PEF は、再エネの拡大に伴い、改正のたびに減少している。 

 

表 1-30  EnEVにおける燃料の一次エネルギー換算係数 

燃料種 非再エネ由来 全体 

燃料油 1.1 1.1 

天然ガス 1.1 1.1 

LPG 1.1 1.1 

石炭 1.1 1.1 

褐炭 1.2 1.2 

 

表 1-31  EnEVにおける電力の一次エネルギー換算係数 

燃料種 非再エネ由来 全体 

系統全体 2.35 2.79 

火力発電平均 2.28 2.71 

輸入石炭 2.50 2.52 

褐炭 2.40 2.40 

天然ガス 1.92 1.92 

原子力 3.20 3.21 

水力 0.06 1.06 

陸上風力 0.04 1.04 

バイオマス 0.30 2.94 

太陽光 0.38 1.42 
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図 1-9 EnEVにおける電力の一次エネルギー換算係数の推移 

出所）Weppertal Institu, “ Konsistenz und Aussagefähigkeit der Primärenergie-Faktoren für Endenergieträger im 

Rahmen der EnEV”、p30、2015 年 12 月を MRI 翻訳 
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1.3.4 米国における法制度上の取扱い 

米国の Energy Star（省エネ製品のラベリング制度）では、特に建築物分野においてエネル

ギー消費量の計算をする際に Source Energy（一次エネルギー）による横並び比較を行って

いる。 

エネルギー源毎に Source Energy と Site Energy を比較した Source-Site Ratio（一次エネル

ギー換算係数）が設定されており、算定の基となるデータは Annual Energy Review から引用

されている。 

現行制度では石油系燃料の一次エネルギー換算係数は 1.01、系統電力は 3.14 と定められ

ており、CAFÉ 規制とは異なる考え方、数値が採用されている。なお、CAFÉ 規制における

ガソリンの精製・配送効率、電力の発電効率・送配電効率を一次エネ換算係数に置き換える

と、ガソリン 1.2、電気 3.3 に相当する。 

 

 

Site Energy：オンサイトで使用されるエネルギー量 

Source Energy：発電効率および送配電ロスを考慮したエネルギー消費量 

図 1-10 Source Energyと Site Energyの考え方 

出所）ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-

portfolio-manager/understand-metrics/difference（閲覧日：2019 年 2 月 26 日） 

 

 

 

Site Energy
オンサイトで使用されるエネルギー量

Source Energy
発電効率および送配電ロスを考慮したエネルギー消費量
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表 1-32 電力、燃料の一次エネルギー換算係数 

 

 

出所）ENERGY STAR, https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/Source%20Energy.pdf 

（閲覧日：2019 年 2 月 26 日） 
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2. 技術中立的な評価方法に関する調査検討 

2.1  先行調査の分析 

燃料の一次エネルギーに関する文献調査について、調査対象とした文献は表 2-1 の

通り。文献ごとに想定する国が異なり（JHFC では日本、JRC では欧州、Argonne 

National Laboratory では米国、清華大学研究論文では中国）、燃料種のエネルギー消費

量に違いが生じる。例えば石油燃料系については原油の輸入先、電気については電源

構成が異なる。 

表 2-1 調査対象とした文献 

文献名 調査機関 対象国 発表年 

総合効率と GHG 排出の分析 報告書 JHFC 日本 2011 年 

Well-to-Tank Report Version 4.a JRC 欧州 2014 年 

GREET model Argonne National 

Laboratory 

米国 2017 年 

Life Cycle Greenhouse Gas Analysis of 

Multiple Vehicle Pathways in China 

清華大学 中国 2017 年 

 

文献における燃料種ごとの一次エネルギー消費量を図 2-2 にまとめる。合計値は

1MJ の燃料を製造するまでに消費されるエネルギーを示す（自エネルギーを含む）。 

プロセス別の内訳を示すが、JHFC に関しては文献内に内訳のエネルギー消費量の

記載がないため、効率値から一次エネルギー消費量の再現を行った。ただし、水素

（オンサイト電気分解）、水素（オフサイトガス改質）に関しては報告書内の値を完

全に再現できておらず、乖離が生じている。また、図中のプロセスについて、「燃料

調達」は化石燃料の採掘、輸送までを示し、「配送」は燃料製造地からステーション

までの輸送を示す。 

図 2-1 燃料種別エネルギーフロー 

 

文献内では様々な燃料種についてのエネルギー消費量が報告されているが、本報告

書内ではガソリン、軽油、電気、水素について抽出した。文献内で複数のエネルギー

パスが想定されているが、図中では気体水素ガスのオフサイトガス改質、オンサイト

水電解についてのエネルギー消費量を掲載する。 
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図 2-2 文献ごとの燃料種別一次エネルギー消費量 

 

一次エネルギー消費量の算出の考え方について、あるエネルギーパスにおいて、1MJ

の最終生成物を得るために必要なエネルギー消費量は、エネルギーパスの最終プロセス

の効率で割り戻すことにより算出される。例えば、1MJ を得るために効率 90%のプロセ

スを経る場合、1÷90%で 1.11MJ の原料を要する。更にプロセスを経る場合は、それら

の効率をプロセスの逆順に割り戻すことで、一次エネルギー消費量を算出する。 

異なるエネルギーパスの一次エネルギー消費量を比較する時に、あるプロセスの効率

が同じ場合でも、前プロセスまでのエネルギー消費量が大きいエネルギーパスの方が、

当該プロセスにおけるエネルギー消費量は大きくなる。例として、図 2-3 のような 2 つ

のエネルギーパスを比較することを想定する。あるプロセス X において効率が 40%と

60%で異なる時、そのプロセスに係るエネルギー消費量はそれぞれ 2.083MJ、0.926MJ と

エネルギーパス間で異なる。更に、1 プロセス上流のプロセス W における効率を同じ

90%とした場合でも、エネルギー消費量の差はそれぞれ 0.386MJ、0.257MJ と拡大する。 

 

図 2-3 エネルギー消費量の考え方イメージ図 

 

2.1.1  文献内のエネルギー間の差 

1MJ のガソリン・軽油、電気、水素（水電解）、水素（ガス改質）の生産に要する一

次エネルギー消費量を比較すると、水素（水電解）が最も大きく、以降は電気、水素

（ガス改質）、ガソリン・軽油の順となる。いずれの燃料についても燃料調達における
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エネルギーロスは相対的に少なく、効率は 95%程度であるが、エネルギーロスの大きい

転換プロセスにおける効率の差（発電は約 60%、ガス改質は約 75%、原油精製は約

90%）により一次エネルギー消費量の大きさに違いが生じる。水素（水電解）は転換プ

ロセスとして発電に加えて水電解反応（効率約 70%）を経ているため、一次エネルギー

消費量が更に大きくなる。（図 2-1 参照） 

 

2.1.2  文献間のエネルギーパスの差 

(1) 電気における差 

JRC のエネルギー消費量が最も大きく、他 3 文献と比べて約 0.8～1.0MJ/MJ 多い。最

も大きい要因が発電効率の違いであり、JRC における原子力発電の効率は必ずしも投入

エネルギー量と比例しないという考え方から従来型発電機の発電効率 33.0%としてい

る。これに対して、JHFC、ANL では 100%を想定している（清華大学論文では記載な

し）ため、加重平均効率が約 12%低い。 

JHFC と ANL を比較すると、JHFC は充填におけるロスを見込んでいること、燃料調

達に係るエネルギー消費を多く見込んでいることが増加要因となり、エネルギー消費量

が大きくなっている。 

JHFC と清華大学の差について、清華大学では電源構成の約 70%が石炭火力であり、

発電効率が悪いという増加要因はありつつも、燃料調達に係るエネルギー消費を考慮し

ていないこと、充填プロセスにおいて清華大学の方が効率を高く想定していること

（JHFC は 86%、清華大学は 99%）の減少要因により、清華大学の方が JHFC と比べて

エネルギー消費量は少ない。 

表 2-2 文献ごとの電源構成想定 

燃料種 JHFC 

（日本、2011 年） 

JRC 

（欧州、2014 年） 

ANL 

（米国、2017 年） 

清華大学 

（中国、2017 年） 

石炭 24.9% 31.0% 34.2% 67.2% 

天然ガス 29.7% 20.8% 31.6% 3.0% 

石油 7.7% 3.5% 0.7% 0.1% 

原子力 29.5% 33.0% 20.3% ― 

水力 8.1% 4.4% 6.5% ― 

風力 ― 1.6% 4.9% ― 

バイオマス ― 1.8% 0.4% ― 

その他再エネ 0.1% 3.9% 1.5% 29.7%* 

* 清華大学研究論文において、化石燃料以外の燃料の割合を 29.7%としている 

 

 

  



 

53 

表 2-3 文献ごとの電源別発電効率想定 

燃料種 JHFC 

（日本、2011 年） 

JRC 

（欧州、2014 年） 

ANL 

（米国、2017 年） 

清華大学 

（中国、2017 年） 

石炭 38.8% 43.5% 36.0%  

天然ガス 46.1% 58.0% 50.1%  

石油 37.3%* － 34.5%  

原子力 100% 33% 100% ― 

再エネ 100% 100% 100% ― 

加重平均効率 63.9% 49.4% 62.0% ― 

*JHFCの石油火力は重油、原油火力で別の効率を想定している。上記表中は重油火力の発電効率 

*JRCの石油火力発電は本文中に記載がないが、37.3%として加重平均効率を算出している 

 

(2) 水素における差 

オンサイト電気分解水素について、JRC が他文献と比べてエネルギー消費量が大き

く、JHFC と比べると約 2.0MJ 程度大きくなっている。JRC は燃料調達、発電に係るエ

ネルギー消費が上述の通り JHFC、ANL と比べて大きく、更に水素充填に係るエネルギ

ー消費を多く見込んでいるためエネルギー消費量が最も大きくなる。 

JHFC と ANL を比較した時に、燃料調達、発電までのエネルギー消費は JHFC の方が

上述の通り若干大きいが、水電解効率が ANL の方が悪いため ANL の方が全体のエネル

ギー消費量が大きくなる。 

表 2-4 各文献における水電解効率 

 JHFC 

（日本、2011 年） 

JRC 

（欧州、2014 年） 

ANL 

（米国、2017 年） 

水電解効率 73.2% 70% 66.8% 

表 2-5 各文献におけるオンサイト水電解水素の想定 

 JHFC 

（日本、2011 年） 
JRC 

（欧州、2014 年） 
ANL 

（米国、2017 年） 

発電に係る燃料調達 考慮 考慮（「発電」に

燃料調達分のロス

含む） 

考慮（「発電」に

燃料調達分のロス

含む） 

水電解方法 アルカリ水電解 アルカリ水電解 記載なし 

水素輸送状態 気体 気体 気体 

 

オフサイトガス改質水素について、合計のエネルギー消費量はいずれの文献について

も概ね同程度の数字になっているが、内訳は異なる。 

JHFC、JRC は原料として LNG を想定するため、国内のガスパイプライン輸送を想定

する ANL と比べて燃料調達で多くエネルギーを消費する。JHFC、JRC を比べると、ガ

ス改質効率はいずれの文献も同程度だが、JRC では充填プロセスにおけるロスを多く見

込む分、JHFC より最終的なエネルギー消費が高くなっている。 

ANL については他と比べて輸送時のエネルギー消費が多く見込まれているが、液体水

素での輸送を想定しているためである（他文献では気体水素の輸送を想定）。仮に ANL
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で気体水素の輸送を想定した場合、液化効率 73%、気体水素圧縮効率 90.7%に鑑みると

更に最終エネルギー消費は少なくなる。 

 

表 2-6 各文献におけるガス改質効率 

 JHFC 

（日本、2011 年） 

JRC 

（欧州、2014 年） 

ANL 

（米国、2017 年） 

ガス改質効率 75.9% 75% 71.4% 

 

表 2-7 各文献におけるオフサイトガス改質水素の想定 

 JHFC 

（日本、2011 年） 
JRC 

（欧州、2014 年） 
ANL 

（米国、2017 年） 

天然ガスの輸送方法 液化 液化 パイプライン 

水素の輸送方法 気体 気体 液体 
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文献ごとの各燃料のバウンダリ、エネルギー消費量に関する詳細は以下の通り。 

文献名 総合効率と GHG 排出の分析 報告書 

著者、機関 日本自動車研究所 総合効率検討作業部会 

出典 http://www.jari.or.jp/Portals/0/jhfc/data/report/2010/pdf/re

sult.pdf 

発表年 2011 年 

対象燃料 ガソリン、軽油、LPG、天然ガス、バイオマス、電気、水素 対象地域 日本 

概要  

◼ 日本自動車研究所は燃料電池自動車の位置づけを明確にし、普及促進を図る活動の一環として、燃料電池

自動車を含む各種車両の Well to Wheel 総合効率を算定した「JHFC 総合効率検討結果 報告書」を H18 年

に発表している。 

◼ 本研究ではエネルギーパスやエネルギー消費量のデータを更新し、各車両の Well to Wheel 総合効率を新た

に算出することで以下の目標を達成することである。 

➢ 燃料電池自動車のクリーンエネルギー車としての Well to Wheel 性能の検証 

➢ さまざまなタイプの水素製造パスに関する実証試験結果や他の信頼性の高い検討結果を用いた Well 

to Wheel 比較 

➢ FCV のエネルギー効率、CO2 削減ポテンシャルの明確化 

評価  

【対象燃料】 

燃料種 ガソリン 軽油 電気 水素 

調査対象 〇 〇 〇 〇 

 

【共通の前提】 

◼ 電力消費に関するバウンダリ 

➢ 水電解、圧縮、液化、燃料充填のみ電力消費を考慮し、それ以外のプロセスについては考慮しない 

◼ 燃料輸送における想定 

➢ 国内輸送は内航海上輸送とローリー輸送の両方が存在するが、エネルギー消費量としては単純平均

値を採用する。また、使用燃料は軽油を想定する。 

➢ 国際輸送はタンカー輸送を想定し、使用燃料は重油を想定する。 

◼ プロセス別エネルギー消費量の再現 

➢ プロセス別のエネルギー消費量が文献内に明記されておらず、文献ないに記載されている各プロセス

の効率値から算出している。この時、算出の結果得られるプロセス別のエネルギー消費量の合計値が

論文内における合計エネルギー消費量と一致しない場合、論文内の合計値と一致するように内訳の値

を補正している。 

 

【ガソリン、軽油】 

➢ 原油の採掘 

・ 設備の建設に係るエネルギー消費は考慮しない。 

・ 集油設備の動力、加熱等の自家消費、フレアリングによるロスを考慮する。 

・ 自家消費の効率を 98.7%、フレアリングの効率を 99.5%と想定する。 

➢ 輸送 

・ 海上タンカーでの輸送に係るエネルギー消費を考慮する。 

・ 輸送用燃料として重油を想定する。また、主に中東からの原油輸入を想定している。輸送効率は

98.7%と想定する。 

➢ 精製 

・ 製油所内の精製プロセスに係るエネルギー消費を考慮している。 

・ エネルギー消費量のアロケーションについて、石油製品ごとの基材の配合量によって全体のエネ

ルギー消費量を加重平均した値を採用する。 
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・ ガソリンの精製効率は 86.7%、軽油の精製効率は 93.0%と想定する。 

➢ 配送 

・ 製油所から SS までの輸送（ローリー、内航タンカー、タンク車）を考慮している。 

・ 陸上輸送（0.998、片道 53.7km）、海上輸送（0.992、片道 388km）を想定。 

➢ 貯蔵 

・ 貯蔵プロセスを考慮しているが、エネルギーロスはないと想定している。 

・ 貯蔵効率は 100%を想定。 

➢ 充填 

・ 充填プロセスにおけるロスを考慮している。 

・ 充填効率は 99.5%を想定する。 

➢ まとめ 

・ 1MJ のガソリン、軽油をそれぞれ得るために必要なエネルギーは以下の通り。 

 

プロセス 
エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

ガソリン 軽油 

採掘 0.022 0.020 

輸送 0.015 0.014 

精製 0.155 0.076 

配送 0.005 

貯蔵 0.000 

充填 0.005 

計 0.202 0.120 

 

◼ 出典 

➢ 採掘、輸送、精製 

・ JPEC の「輸送用燃料ライフサイクルインベントリーに関する調査報告書―燃料電池車と既存自

動車の比較」を参照している。 

➢ 貯蔵、配送 

・ NEDO の「平成 12 年度成果報告 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術（WE-NET）第

Ⅱ期研究開発 タスク１システム評価に関する調査・研究」を参照している。 

 

【電気】 

➢ プロセスフロー 

・ 燃料調達、発電、送配電プロセスを想定している。 

・ 燃料種は石炭、石油、天然ガス、原子力、太陽光、風力、水力を想定しており、個別の電源につ

いての値と日本における電源構成で計算した値それぞれが存在する。 

➢ 燃料調達 

・ 石炭については採掘、輸送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

・ 石油については【ガソリン・軽油】と同様のバウンダリを考慮している。 

・ 天然ガスについては採掘、輸送、配送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

・ 石炭について、採掘方法（露天、坑内）によりエネルギー消費が異なるため、輸入国別の採掘方

法を考慮して、輸入量の割合で算出したエネルギー消費量を採用している。 

➢ 発電 

・ 発電プロセスに係るエネルギー消費を考慮している。 

・ 各種燃料の発電効率は以下の通り。ガス火力発電については、複数の複合発電の加重平均値

を採用している。石炭火力については従来型と複合型の加重平均値を採用している。 
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電源種 発電効率 

石炭 38.8% 

天然ガス 46.1% 

石油（重油火力） 37.3% 

石油（原油火力） 38.3% 

 

・ 太陽光、風力、原子力、水力発電についてはエネルギー消費量を便宜上 0 として考える。 

・ 電源構成は経済産業省の 2010 年度の電力供給計画の概要に記載の発電電力量から 2009 年

度の値を推計した値である。（J-mix）。 

 

燃料種 割合 

原子力 29.5% 

石炭 24.9% 

天然ガス 29.7% 

石油（重油火力） 2.8% 

石油（原油火力） 4.9% 

水力 8.1% 

その他再エネ 0.1% 

 

➢ 送配電 

・ 送電・配電に係るロスを考慮している。 

・ 電気事業便覧（2009 年度）の 10 電力の実績値から算出した 94.9%を想定している。 

➢ 充電 

・ 充電プロセスに係るロスを考慮している。 

・ 充電効率として 86%を想定。電気自動車メーカーの発表する充電効率値の中央値と概ね一致して

いる。 

➢ まとめ 

・ 1MJ の電力を発生させるために必要なエネルギーは以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ e] 

発電 
燃料調達 0.172 

発電 1.063 

送配電 送配電ロス 0.062 

充電 充電ロス 0.163 

計 1.460 

 

◼ 出典 

➢ 燃料調達（石炭） 

・ 燃料調達（採掘、輸送）について NEDO の「平成 12 年度成果報告 水素利用国際クリーンエネル

ギーシステム技術（WE-NET）第Ⅱ期研究開発 タスク１システム評価に関する調査・研究」、採掘

についてはさらに電力中央研究所の「ライフサイクル CO2 排出量による発電技術の評価―最新

データによる再推計と前提条件の違いによる影響」を参照している。 

➢ 燃料調達（石油） 

・ 【ガソリン・軽油】における出典と同様。 

➢ 燃料調達（天然ガス） 

・ 燃料調達（採掘、輸送、精製）について石谷らの「LNG 及び都市ガスの LCCO2 分析における中東
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プロジェクトのインパクト評価」のバックデータ（日本ガス協会提供）を参照している。 

➢ 発電 

・ 各燃料の発電効率について電力中央研究所の「日本の発電技術のライフサイクル CO2 排出量

評価―2009 年に得られたデータを用いた再推計―」を参照している。 

・ 電源構成について、経済産業省の「平成 22 年度電力供給計画の概要」による 2009 年度の推計

値から計算している。 

➢ 送配電 

・ 電力送配電については電力中央研究所の電気便覧（平成 21 年度）を参照している。 

➢ 充電 

・ 充電効率については NEDO の「平成 12 年度成果報告 水素利用国際クリーンエネルギーシステ

ム技術（WE-NET）第Ⅱ期研究開発 タスク１システム評価に関する調査・研究」を参照している。 

 

【水素】 

➢ プロセスフロー 

・ 燃料調達、製造、輸送、貯蔵、充填プロセスを想定している。 

 

 

 

 

 

 

➢ 燃料調達 

・ 製造法が電気分解の場合、発電に係る燃料として石炭、天然ガス、重油、原子力、バイオマス、

再生可能エネルギーを想定している。各燃料の採掘、精製、輸送が考慮されている。 

・ 発電に関しては上記【電気】において考慮した内容と同様。 

・ 石油、石炭、天然ガス、原子力、再生可能エネルギーのいずれについても【電気】を参照してい

る。 

・ 再生可能エネルギーに関してはエネルギー消費 0 とする。 

➢ 製造 

・ 国内プロセスは天然ガス改質、アルカリ水電気分解、PEM 水電解を想定し、いずれについても反

応に係るエネルギー消費を考慮している。 

・ また、コークス炉ガスおよび苛性ソーダ工場由来の副生水素も想定する。 

・ 電気分解において利用する電気について、電源構成を 2009 年度の実績とした電力（J-MIX）を標

準とする。ガス改質は 75.9%、PEM 水電解は 81.0%、アルカリ水電解は 73.2%を効率値として想定す

る。 

・ 海外プロセスは再生可能エネルギー発電由来の電気分解を想定した。 

➢ 輸送 

・ 海外で製造した水素に関しては有機ハイドライドでの輸送を想定し、水素から有機ハイドライドへ

の転換、海上輸送に係るエネルギー消費を考慮した。 

・ 有機ハイドライドへの転換効率は 97.9%を想定する。 

・ 有機ハイドライドタンカー輸送については、8 万トン型原油タンカーと同様のエネルギー消費量と

し、各地域までの往復距離から効率を算出した。豪州輸入分は効率 98.8%、南米輸入分は効率

97.3%とした。 

➢ 貯蔵 

・ 気体水素については圧縮に係るロス、液体水素については液化・気化に係るロスを考慮した。 

➢ 充填 

・ 気体水素、液体水素のいずれについても充填ロスを考慮している。 

 

× ×
⚫ 電気分解（PEM水電解、
アルカリ水電解）

⚫ ガス改質

水素製造法

⚫ オンサイト
⚫ オフサイト

水素製造法

⚫ ローリー輸送（気体水素）
⚫ ローリー輸送（液体水素）

⚫ タンカー輸送（有機ハイドラ
イド（海外生産））

輸送方法
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➢ まとめ 

・ 水素製造法がガス改質（天然ガス由来、オフサイト）における 1MJ の水素製造エネルギー消費量

は以下の通り。 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

燃料調達 採掘、輸送 0.275 

製造 ガス改質 0.407 

配送 配送ロス 0.081 

貯蔵 水素圧縮・貯蔵 0.103 

充填 充填ロス 0.033 

計 0.900 

 

・ 水素製造法が電気分解（オンサイト）における 1MJ の水素製造エネルギー消費量は以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

燃料調達 採掘、輸送 0.195 

発電 発電、所内率 1.280 

製造 水電解反応（アルカリ水型） 0.355 

配送 配送ロス 0.000 

貯蔵 水素圧縮・貯蔵 0.083 

充填 充填ロス 0.027 

計 1.940 
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文献名 Well-to-Tank Report Version 4.a 

著者、機関 Joint Research Centre 

出典 https://iet.jrc.ec.europa.eu/about-

jec/sites/iet.jrc.ec.europa.eu.about-

jec/files/documents/report_2014/wtt_report_v4a.pdf 

発表年 2014 年 

対象燃料 ガソリン、軽油、天然ガス、電気、水素、バイオマス 対象地域 欧州 

概要  

◼ Joint Research Centre（欧州委員会 共同研究センター）、European Council for Automotive R&D（欧州自動車

工業会 共同研究開発機関）、CONCAWE（石油会社の欧州における協会）による共同研究。 

◼ 研究の目的としては、燃料の製造ルートを整理し、いずれのルートが期間トータルで CO2 排出量、あるいはエ

ネルギー消費量が最小となるかについて、モデルを活用して導くこととしている。 

評価  

【対象とした燃料】 

今回の調査で整理対象とした燃料種を以下にまとめる。 

燃料種 ガソリン 軽油 電気 水素 

調査対象 〇 〇 〇 〇 

 

【共通の前提】 

◼ 建設物・輸送機器の建設・廃止のエネルギー消費量 

➢ 建設物・輸送機器の製造並びに廃止に係るエネルギー消費量に関しては、全体のエネルギー消費量

に対して影響が微小であることと、出典元のデータの精度が必ずしも高くないことから考慮しない。 

 

【ガソリン、軽油】 

➢ プロセスフロー 

・ 採掘、輸送、精製、配送プロセスを想定する。 

 

出所）Joint Research Centre「Well-to-Tank Report Version 4.a」20 頁 

 

➢ 原油の採掘 

・ 採掘段階では原油を油田から抽出し、発生した余剰ガスのフレアリングおよび通気にかかるエネ

ルギー消費、漏出ロスを考慮している。他方で、フレアリングに関して、近年は多くの油田におい

て回収あるいは油田への再封入が行われていると述べている。 

・ 原産地によって採掘の際に消費するエネルギー消費量は異なるため、各油田におけるエネルギ

ー消費量を IEA が 2011 年に報告した EU の OECD 国における供給先の割合で加重平均とした値

を採用している。 

➢ 輸送 

・ 油田から港沿いの輸送拠点までのパイプライン、輸送拠点から製油所までの船舶での輸送を考

慮している。欧州では一部内陸に存在する製油所があり、港からパイプラインで輸送する必要が

あるが、こちらについては考慮しない。 

・ 中東からの重油船での輸送を想定する。 

➢ 精製 

・ 製油所内の精製プロセスに係るエネルギー消費を考慮している。石油製品は全て EU 内の製油
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所において生産されるとし、石油製品の輸入はないとする。 

・ 既存の製油所はガソリンの生産効率を最大化する設計となっているが、将来的には拡大する軽

油の需要やジェット燃料に合わせた運転になることで効率が変化する可能性を述べている。ま

た、製油所内におけるエネルギー消費を製品ごとに配分することは困難であるとも述べている。 

➢ 配送 

・ 製油所から貯油施設、SS までの輸送を考慮している。 

・ 輸送手段はタンクローリー、パイプライン、鉄道、艀を想定しており、ヨーロッパ内の実シェアに基

づいて算出している。 

➢ まとめ 

・ 1MJ のガソリン、軽油をそれぞれ得るために必要なエネルギーは以下の通り。 

 

プロセス 
エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

ガソリン 軽油 

採掘 0.065 

輸送 0.01 

精製 0.08 0.1 

配送 0.02 

計 0.175 0.195 

 

【電気】 

➢ プロセスフロー 

・ 燃料調達、発電、送配電プロセスを想定している。 

➢ 燃料調達 

・ 石炭については採掘、輸送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

・ 石油についてはガソリン・軽油における内容の通り。 

・ 天然ガスについては、採掘、輸送、配送プロセスのエネルギー消費を考慮している。採掘プロセス

では抽出、成分分離（メタンとその他炭化水素、二酸化水素の分離）、漏出ロスを考慮している。

輸送プロセスではパイプライン・LNG 船による輸送があり、いずれについても輸送に係るエネルギ

ー消費を考慮している。パイプライン輸送に関しては生産地から輸送先の間に生じるロスも考慮

している。LNG 船による輸送に関してはガスの液化、気化を考慮している。配送プロセスでは圧力

の調整、配送ロスを考慮している。 

・ 原子力については、ウランの探鉱、輸送、濃縮プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

➢ 発電 

・ 発電設備ごとの発電効率、発電所内における電力消費を考慮している。 

・ 火力発電については以下の通り発電効率が想定されている。 

 

電源種 発電効率 

石炭 43.5% 

天然ガス 58% 

石油 ― 

 

・ 原子力発電と再生可能エネルギーに関しては、IEA の発電電力量のデータと設備の効率から算

出した一次エネ換算係数で評価する。原子力発電の効率に関しては従来型のボイラー効率を

33%と想定している。再生可能エネルギーに関しては資源が無限に存在するため、効率は 100%と

想定する。 

・ 揚水発電の汲み上げに係るエネルギー消費 1.4%を考慮している。 

・ 電源構成は 2009 年の EU の統計データを採用している。下記表中の割合は発電電力量に占め

る割合ではなく、一次エネルギー消費量に占める割合である。（EU-mix） 
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燃料種 割合 

原子力 33.0% 

石炭 31.0% 

天然ガス 20.8% 

石油 3.5% 

水力 4.4% 

風力 1.6% 

バイオマス 1.8% 

その他再エネ 3.9% 

 

・ 所内率は各発電設備の平均値を採用している。 

➢ 送配電 

・ 送電、配電のいずれについても生じるロスを考慮している。 

・ 高圧、中圧、低圧配電それぞれにおける送配電ロスを想定しており、高圧、中圧、低圧配電のロ

スはそれぞれ 1.5%、4%、6%である。 

➢ まとめ 

・ 1MJ の電力を発生させるために必要なエネルギーは以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ e] 

発電 発電⋆ 2.141 

送配電 

高圧配電 0.017 

中圧配電 0.040 

低圧配電 0.064 

計 2.262 

⋆ 石炭、天然ガス、石油等の燃料の上流プロセスにおけるロスは含まれている（探鉱、輸送等） 

 

【水素】 

◼ バウンダリ 

➢ プロセスフロー 

・ 燃料調達、水素製造、輸送、充填プロセスを想定している。 

 

 

➢ 燃料調達 

・ 製造プロセスが電気分解の場合、発電に係る燃料については石炭、天然ガス、原子力、バイオマ

ス、風力、EU-mix（EU における電源構成を反映させたもの）を想定している。各燃料の採掘、精

製、輸送が考慮されている。 

・ 発電に関しては上記【電気】において考慮されている内容が考慮されている。 

・ 製造プロセスがガス改質の場合、燃料については石炭、天然ガス、バイオマスを想定している。

各燃料の採掘、精製、輸送が考慮されている。 

➢ 製造 

・ 水素製造に関しては電気分解、ガス改質の 2 種類が想定されている。 
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・ 電気分解、ガス改質に係るエネルギー消費を考慮している。 

・ また、いずれの水素製造についてもオンサイト・オフサイトを考慮している。 

・ 電気分解について、オンサイト、オフサイトで電気分解装置の規模が違うため、変換効率も異な

る。オフサイトは大規模であり、オンサイトは小規模である。 

・ 天然ガス改質について、大規模（200MW）、小規模（10MW）プラントを想定しており、それぞれの

効率は 75%、67%と想定している。また、石炭の改質については単一規模のプラントを想定してお

り、効率は 51%である。 

➢ 輸送 

・ 液体水素、パイプラインあるいはボンベでの気体水素の運搬を想定している。 

・ 液体水素では水素の液化、気化におけるエネルギー消費を考慮している。気体輸送では圧縮に

係るエネルギー消費を考慮している。 

・ 水素の液化効率は平均値である 70%を採用した。 

➢ 充填 

・ 気体水素、液体水素のいずれについても水素ステーションにおける充填ロスを考慮している。 

➢ まとめ 

・ 例えば、水素製造法が電気分解（EU-mix、オンサイト）、輸送方法が気体水素における 1MJ の水

素製造に係るエネルギー消費量は以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

燃料調達 
発電 3.158 

送配電 0.084 

製造 電気分解 0.549 

充填 充填 0.262 

計（水素自身のエネルギーは含まない） 4.053 
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・ 全てのパスについて、1MJ の水素製造エネルギー消費量は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 例えば、水素製造法がガス改質（天然ガス由来、オフサイト）における 1MJ の水素製造エネルギ

ー消費量は以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

燃料調達 
天然ガス精製 0.036 

パイプライン輸送ロス 0.149 

製造 ガス改質 0.321 

配送 配送ロス 0.183 

充填 圧縮 0.192 

計（水素自身のエネルギーは含まない） 0.881 

 

 

 

 

 

 

合計 採掘、精製輸送 発電 配電 水素製造 配送 充填

EMEL2/CH1 4.053 3.158 0.084 0.549 0.262

EMEL1/CH2 3.917 3.043 0.024 0.549 0.302

KOEL1/CH1 3.348 0.340 2.147 0.084 0.549 0.228

KOEL2/CH1 2.959 0.308 1.791 0.084 0.549 0.228

KOEL2C/CH1 3.600 0.360 2.378 0.084 0.549 0.228

GPEL1a/CH1 2.643 0.081 0.542 1.192 0.084 0.549 0.194

GPEL1b/CH1 2.399 0.076 0.316 1.192 0.084 0.549 0.183

GPEL1b/CH2 2.624 0.078 0.523 1.149 0.024 0.549 0.302

GREL1/CH1 2.701 0.075 0.604 1.192 0.084 0.549 0.197

WFEL1/CH2 2.876 0.150 0.015 1.776 0.084 0.549 0.302

WFEL3/CH1 4.686 0.226 0.023 3.512 0.084 0.549 0.292

NUEL1/CH1 5.318 1.001 3.362 0.084 0.549 0.323

WDEL1/CH2 0.874 0.024 0.549 0.000 0.302

EMEL1/LH1 4.513 2.998 0.023 0.541 0.918 0.033

KOEL1/LH1 3.766 0.323 2.039 0.023 0.541 0.809 0.033

GPEL1b/LH1 2.718 0.072 0.276 1.132 0.023 0.541 0.641 0.033

GREL1/LH1 3.030 0.071 1.674 0.024 0.541 0.646 0.042 0.033

WFEL1/LH1 3.126 0.143 0.007 1.687 0.564 0.693 0.033

WDEL1/LH1 0.945 0.024 0.541 0.348 0.033

※EMEL1,EMEL2：配電がそれぞれ高圧、低圧配電

※KOEL1、KOEL2、KOEL2C：発電設備がそれぞれ従来型、IGCC、IGCCwCCS

※WFEL1、WFEL3：発電設備がそれぞれIGCC、従来型

※GPEL1a、GPEL1b：天然ガスパイプライン輸送の距離がそれぞれ7,000km、4,000km

※CH、LH：水素の配送方法がそれぞれ気体水素、液体水素

※CH1、CH2：水素の製造場所がそれぞれオンサイト、オフサイト

※LH1：水素の製造場所はオフサイト

※EMEL、KOEL、GPEL、GREL、WFEL、NUEL、WDEL：電源種がそれぞれミックス、石炭、天然

ガス（パイプライン輸送）、天然ガス（LNG）、バイオマス、原子力、風力
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・ 全てのパスについて、1MJ の水素製造エネルギー消費量は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計 採掘、精製輸送 水素製造 配送 充填

GMCH1 0.988 0.038 0.099 0.531 0.319

GPCH1a 1.173 0.042 0.280 0.531 0.319

GPCH1b 1.053 0.039 0.163 0.531 0.319

GPCH2a 0.917 0.038 0.256 0.321 0.302

GPCH2b 0.808 0.036 0.149 0.321 0.302

GPCH2bC 0.866 0.037 0.155 0.372 0.302

GPCH3b 0.881 0.036 0.149 0.321 0.183 0.192

GPLCHb 0.967 0.035 0.147 0.590 0.027 0.167

GRCH1 1.201 0.039 0.312 0.531 0.319

GRCH2 0.944 0.036 0.285 0.321 0.302

GRCH3 1.201 0.043 0.641 0.215 0.302

GPLH1a 1.299 0.038 0.252 0.317 0.660 0.033

GPLH1b 1.149 0.035 0.147 0.317 0.617 0.033

GRLH1 1.418 0.039 0.390 0.957 0.033

GRLH2 1.328 0.035 0.264 0.318 0.679 0.033

KOCH1 1.454 0.179 0.986 0.289

KOCH1C 1.828 0.210 1.329 0.289

WFCH1 0.919 0.023 0.007 0.588 0.302

WFCH2 1.007 0.021 0.007 0.678 0.302

WWCH1 0.945 0.048 0.007 0.588 0.302

WWCH2 1.048 0.045 0.024 0.677 0.000 0.302

WWCH3 0.591 0.038 0.006 0.246 0.000 0.302

WFLH1 1.531 0.064 0.006 0.668 0.760 0.033

※WF、WW：バイオマス原料がそれぞれ一般木材、廃棄物

※CH、LH：水素の配送方法がそれぞれ気体、液体

※1、2：水素製造の場所がそれぞれオンサイト、オフサイト

※a、b：天然ガスの輸送距離がそれぞれ7,000km、4,000km

※GPLCH1は液体水素の状態でSSまで輸送、気化

※GPCH3bはオフサイトにて改質、気体水素をローリー輸送

※GRCH3は天然ガス生産地にてメタノール変換、オンサイトにてメタノール改質

※WWCH3は黒液由来の廃棄物のオフサイト改質、気体水素をパイプライン輸送

※G、KO、W：原料がそれぞれ天然ガス、石炭、バイオマス

※GM、GP、GR：天然ガスの輸送方法がそれぞれパイプライン（輸送距離

2,500km）、パイプライン（輸送距離7,000or4,000km）、液体
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文献名 GREET model 2017 

著者、機関 Argonne National Laboratory 

出典 https://greet.es.anl.gov/index.php 発表年 2017 年 

対象燃料 ガソリン、軽油、LPG、天然ガス、バイオマス、電気、水素 対象地域 米国 

概要  

◼ アルゴンヌ国立研究所が開発し、ホームページ上で公開しているシミュレーションモデル。自動車からのエネ

ルギー消費量や様々なガスの排出量をシミュレーションすることが可能であり、100 種類以上の燃料製造パス

が想定されているためパラメータを変更することで様々なパターンの結果を導出できる。パラメータの値や燃

料パスは年々更新されている。 

評価  

【対象燃料】 

燃料種 ガソリン 軽油 電気 水素 

調査対象 〇 〇 〇 〇 

 

【ガソリン、軽油】 

➢ プロセスフロー 

・ 採掘、輸送、精製、配送、貯蔵プロセスを想定する。 

・ モデル内では実社会を反映して一定比率のエタノールを混合したガソリンがデフォルト設定となっ

ているが、今回は他文献との比較の観点からエタノール混合率 0%の際のエネルギー消費量を整

理する。 

➢ 採掘 

・ 原料は従来型原油、シェールオイル、オイルサンドの 3 種を想定する。 

・ 従来型原油は米国内産、メキシコ、中東、ラテンアメリカ、アフリカ、その他の産油地を想定。 

・ 抽出、回収、フレアリング、揮発によるエネルギーロスを想定。ただし、原料によってプロセスは異

なる。 

➢ 輸送 

・ 輸送時の燃料消費を考慮している。 

・ 輸送モードは利用する原料や産油地によって変わるが、海上タンカー、パイプライン、鉄道、トラッ

ク、艀を想定している。 

・ 例えば従来型原油の輸送モード、比率を以下に示す。 

  

出所）Argonne National Laboratory、「GREET model2017」、エクセルファイル内「T&D_Flowcharts」シート、2017 年 11 月 

 

➢ 精製 

・ 精製時のエネルギー消費量を考慮しており、精製効率は 88.6%（2015 年の値）。 
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➢ 配送 

・ 製油所から貯油施設、SS までの輸送を考慮している。輸送モードはトラックを想定している。 

➢ 貯蔵 

・ 貯蔵におけるエネルギーロスは 0 としている。 

➢ まとめ 

プロセス 
エネルギー消費量[Btu/Btu fuel] 

ガソリン 軽油 

採掘 0.050 0.058 

輸送 0.022 0.025 

精製 0.173 0.121 

配送 0.007 0.005 

貯蔵 0.000 0.000 

計 0.252 0.209 

 

【電気】 

➢ プロセスフロー 

・ 燃料調達（採掘、輸送、精製など）、発電、送配電プロセスを想定する。 

➢ 燃料調達 

・ 石炭については採掘、輸送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

・ 石油については【ガソリン・軽油】における採掘・輸送・精製・輸配送におけるエネルギー消費を考

慮している。 

・ 天然ガスについては採掘、輸送、配送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

➢ 発電 

・ 各電源については以下の通り発電効率が想定されている。燃料ごとに種々の発電設備が想定さ

れており、加重平均値が発電効率として採用されている。 

 

電源種 発電効率 

石炭 36.0% 

天然ガス 50.1% 

石油 34.5% 

原子力 100% 

バイオマス 22.1% 

その他（再エネ） 100% 

 

・ 電源構成は以下を想定している。 

 

燃料種 割合 

原子力 20.3% 

石炭 34.2% 

天然ガス 31.6% 

石油 0.7% 

水力 6.5% 

風力 4.9% 

太陽光 0.6% 

バイオマス 0.4% 

その他再エネ 0.9% 
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・ 所内率は発電効率に織り込まれている。 

➢ 送配電 

・ 送配電ロスは 6.5%を想定している。 

➢ まとめ 

・ 1MJ の電力を発生させるために必要なエネルギーは以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[Btu/Btu e] 

発電 
燃料調達 0.096 

発電 1.014 

送配電 送配電ロス 0.069 

計 1.179 

 

【水素】 

➢ プロセスフロー 

・ 燃料調達（採掘、輸送、精製など）、水素製造、輸送プロセスを想定する。 

➢ 燃料調達 

・ 天然ガスについては採掘、輸送、配送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

➢ 水素製造 

・ 水素製造方法として化石燃料の改質、水の電気分解を想定している。GREET モデルのデフォルト

設定は天然ガス改質のみを想定している。 

・ 天然ガス改質の効率は 71.4%としている。 

・ 水電解反応の効率は 66.8%としている。 

・ 水素製造の場所はオンサイト・オフサイトを想定している。 

➢ 輸送・貯蔵 

・ GREET モデルのデフォルト設定ではオンサイト製造であれば気体水素、オフサイト製造であれば

液体水素での輸送を想定している。 

・ 液体水素の輸送モードはトラック、鉄道、艀を想定している。気体水素の輸送モードはパイプライ

ンを想定している。 

・ 気体水素に関しては圧縮時に係るエネルギー消費を考慮している。圧縮効率は 90.7%としている。 

・ 液体水素に関しては液化・気化時に係るエネルギー消費を考慮している。液化効率は 73%として

いる。 

・ 輸送・貯蔵時における水素ガスのボイルオフ損失を考慮している。損失は 0.3%としている。 

➢ まとめ 

・ 水素製造法がガス改質（天然ガス由来、オンサイト）における 1MJ の水素製造エネルギー消費量

は以下の通り。 

 

プロセス エネルギー消費量[Btu/Btu fuel] 

燃料調達 採掘、輸送、精製 0.112 

製造 都市ガス改質 0.481 

配送 配送ロス 
0.223 

貯蔵 水素圧縮・貯蔵 

計 0.816 

 

・ 水素製造法がガス改質（天然ガス由来、オフサイト）における 1MJ の水素製造エネルギー消費量

は以下の通り。 
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プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

燃料調達 採掘、輸送 0.082 

製造 
ガス改質 0.452 

液化 0.848 

配送 配送ロス 0.008 

貯蔵 水素圧縮・貯蔵 0.005 

計 1.395 

 

・ 水素製造法が電気分解（オンサイト）における 1MJ の水素製造エネルギー消費量は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

燃料調達 採掘、輸送 1.886 

製造 電気分解 0.497 

配送 配送ロス 0.000 

貯蔵 水素圧縮・貯蔵 0.102 

計 2.485 
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文献名 Life Cycle Greenhouse Gas Analysis of Multiple Vehicle Fuel Pathways in China 

著者、機関 清華大学（Tianduo Peng, Sheng Zhou, Zhiyi Yuan, and Xunmin Ou） 

出典 https://doi.org/10.3390/su9122183 

（Sustainability 2017, 9(12), 2183） 

発表年 2017 年 

対象燃料 ガソリン、軽油、天然ガス、電気 対象地域 中国 

概要  

◼ 中国における自動車のライフサイクルエネルギー消費量、およびライフサイクル CO2 排出量を 20 の燃料パス

について計算する。計算方法に関しては清華大学の持つ分析モデルを採用する。分析モデルは米国 Greet 

model をベースにしており、モデル内の数字に関しては清華大学で入力している。 

評価  

【対象燃料】 

燃料種 ガソリン 軽油 電気 水素 

調査対象 〇 〇 〇 × 

 

【共通の前提】 

➢ 建設物・輸送機器の製造並びに廃止に係るエネルギー消費量は考慮しない。他方で、建設や廃止がエ

ネルギー消費に及ぼす影響は 10-20%程度見込まれると述べている。 

➢ プロセス別のエネルギー消費量が文献内に明記されておらず、文献ないに記載されている各プロセス

の効率値から算出している。この時、算出の結果得られるプロセス別のエネルギー消費量の合計値が

論文内における合計エネルギー消費量と一致しない場合、論文内の合計値と一致するように内訳の値

を補正している。 

 

【ガソリン、軽油】 

➢ プロセスフロー 

・ 採掘、輸送、精製、配送、貯蔵、充填プロセスを想定する。 

➢ 原油の採掘 

・ 採掘に係るエネルギー消費を考慮する。 

・ 採掘の効率に関して、中国産製品は 93%、海外製品は 98%を想定する。 

・ 海外からの原油の比率は 64.4%。 

➢ 輸送 

・ 輸送に係るエネルギー消費を考慮する。 

・ 輸送モードとその割合は海上輸送 34％、鉄道 17%、パイプライン 44%、艀 6%を想定する。 

➢ 精製 

・ ガソリンの精製効率は 89.1%、軽油の精製効率 89.7％と想定する。 

➢ 配送 

・ 配送に係るエネルギー消費を考慮する。 

・ 輸送モードとその割合は鉄道 59%、パイプライン 18%、艀 12%、トラック 12%を想定する。 

➢ 貯蔵 

・ エネルギーロスはないものとする。 

➢ 充填 

・ エネルギーロスはないものとする。 

➢ まとめ 

・ 1MJ のガソリン、軽油をそれぞれ得るために必要なエネルギーは以下の通り。 
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プロセス 
エネルギー消費量[MJ/MJ fuel] 

ガソリン 軽油 

燃料調達 0.117 0.117 

精製 0.163 0.154 

配送 0.002 0.002 

計 0.282 0.273 

 

【電気】 

➢ プロセスフロー 

・ 採掘、輸送、発電、送配電、充填プロセスを想定する。 

➢ 燃料調達 

・ 石炭については採掘、輸送プロセスのエネルギー消費を考慮している。 

・ 石油については【ガソリン・軽油】における採掘・輸送・精製・輸配送におけるエネルギー消費を考

慮している。 

・ 天然ガスについては採掘、輸送、配送プロセスのエネルギー消費を考慮している。天然ガスの採

掘に係るエネルギー消費を天然ガスで担う場合と電気で担う場合で効率が異なる。また、採掘時

の漏洩ロスに関しては 0.34%を見込んでいる。 

➢ 発電 

・ 電源構成は以下のとおり想定している。 

燃料種 電源比率 

石炭 67.2% 

天然ガス 3% 

石油 0.1% 

その他（原子力、再エネ） 29.7% 

 

・ 原子力、再生可能エネルギー（水力、風力、太陽光、バイオマス）に関して以下のとおりエネルギ

ー消費を見込んでいる。 

エネルギー種 エネルギー消費量（MJ/MJfuel） 

原子力 0.063 

バイオマス 0.076 

水力、その他 0 

 

➢ 送配電 

・ 送配電ロス 6.67%を考慮する。 

➢ 充電 

・ 充電において 0.9%のロスを見込む。 

➢ まとめ 

・ 1MJ の電力を発生させるために必要なエネルギーは以下の通り。 

プロセス エネルギー消費量[MJ/MJ e] 

発電 燃料調達、発電 1.169 

送配電 送配電ロス 0.072 

充電 充電ロス 0.009 

計 1.250 
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2.2 ガソリン乗用車等が消費する燃料の一次エネルギー換算に関する検討 

2.2.1  算定方法 

国内でこれまでに実施された自動車用燃料の LCI 検討と、その引用関係を次図に示す。 

 

図 2-4 国内の主な自動車関連 LCI検討と引用関係 

 

自動車用燃料の LCI（ライフサイクルインベントリー）分析は、主に JPEC（石油エネル

ギー技術センター）、JARI（日本自動車研究所）、トヨタ自動車・みずほ情報総研の三者に

よって行われている。中でも、石油系の燃料についてベースとなっている検討結果は、 PEC-

1999R-13「石油製品油種別 LCI 作成と石油製品環境影響評価」と、PEC-2001L-04「輸送用

ライフサイクルインベントリーに関する調査報告書-燃料電池車と既存自動車の比較」の 2

報告である。JARI とみずほ情報総研の報告は、石油系燃料についてはこのいずれかをベー

スとして引用し、そこに石油由来ではない水素やバイオ燃料を追加するなどにより、調査検

討を発展させている。また、点線で囲った検討は、個別にエネルギー消費原単位を設定し、

石油精製に限定した LP 計算を目的としたもので、自動車燃料の Well to Tank（WtT、燃料採

掘から給油所まで）の検討には引用されていない。 

自動車燃料 WtT に引用されている二者のうち、PEC-1999R-13 は、生産される石油製品 1kl

を分母に、生産プロセスで消費されるエネルギーを燃料油に換算した L を分子にするエネ

ルギー原単位「L/kL」を用いている。 

一方、PEC-2001L-04 では、各プロセスの生産物の持つエネルギー（燃焼熱）を分子に、

その生産プロセスに投入された原料のもつエネルギー（燃焼熱）とのプロセスにおいて消費

されたエネルギーの和を分母とした Thermal Efficiency（エネルギー効率）ηを用いている。 
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現在は、海外での検討も含めて熱効率 TE(η)による評価が一般的であることや、代替燃

料との横並び比較も想定し、本調査においては TE(η)を用いた PEC-2001L-04 を見直しのベ

ースとした。なお、エネルギー効率の算定においては高位発熱量（HHV）を基本とする。ま

た、省エネ法の目的に鑑み、投入エネルギーとして考慮するものは化石燃料分のみとする。 

前提条件の設定においては、現状をベースとした設定（現状ケース）と、長期エネルギー

需給見通しで目標とされている 2030 年を想定した設定（2030 年ケース）の 2 通りについて

検討した。 

2.2.2 諸条件の想定 

(1) ガソリン需要、軽油需要、LPG需要 

次表に、総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会 石油市

場動向調査ワーキンググループでまとめられた最新の需要実績と見通しを示す。 

表 2-8 燃料需要実績及び見通し 

 

 

本データに基づき、現状ケースの需要前提は、ガソリン 5,100 万 kl、軽油 3,400 万 kl、LPG

（自動車用）95 万トンとする。 

将来見通しでは、ガソリンは年率 2～3%減少、軽油はほぼ横ばい、LPG は 4～5%の減少

となっている。2030 年ケースについては、この見通しを延長し、ガソリン 3,700 万 kL、軽

油 3,400 万 kl と想定する。 
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(2) 製品規格 

現状ケースでは、ガソリン、軽油ともに硫黄分 10ppm 以下とする。また、ガソリンの夏

季の蒸気圧上限は 65kPa を前提とする。2030 年ケースにおいてもガソリン、軽油ともに、

現状ケースからの規制強化/緩和は想定しない。 

一方、舶用重油については、IMO 規制が 2020 年より硫黄分 0.5%に強化されることを前

提とする。IMO 規制では、高硫黄重油であってもスクラバー設置による対応も認められて

いるため、必ずしも全ての舶用重油が低硫黄化されるとは限らないが、低硫黄化により原油

種の転換、重油脱硫装置の負荷増大、軽油基材の重油との取り合い、輸入船舶における CO2

排出原単位の減少等の影響が想定される。 

 

図 2-5 船用燃料の世界需要予測 

出所）石油エネルギー技術センター、「JPEC レポート 2015 年度第 17 回」、p10、2015 年 10 月 

 

(3) モデル製油所の装置構成、効率 

PEC-2001L-04 では将来想定となっていた FCC ガソリンの脱硫装置を、現状としてモデル

製油所として正式に装置構成に加える。また、エネルギー供給構造高度化法のバイオエタノ

ール導入目標達成のために混合されているバイオ ETBE 製造装置を加える。その他の装置

構成は PEC-2001L-04 と同様とする。 

各々の装置の能力（絶対値、および対常圧蒸留装置比率）の変化は、ガソリン混合及び軽

油混合における各基材の混合割合を調整することで反映させる。次表に示す通り、常圧蒸留

装置の能力が削減され、分解関連装置の常圧蒸留装置に対する比率が増加している。 
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表 2-9 主要装置の能力推移 

 

BPSD：Barrel Per Stream Day、1 年間の通油量を稼働日数で割った値 

出所）石油資料 平成 29 年版より作成 

 

本調査で想定するモデル製油所のフローは次図の通り。なお、各装置の効率は、PEC-

2001L-04 における各装置の効率について、当時から現在及び将来までの効率改善を想定し

て設定した。 
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図 2-6 モデル製油所のフロー 
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PEC-2001L-04 で想定された各装置のエネルギー効率は、石油学会によりまとめられた「石

油精製プロセス」に例示された過去の文献値等をもとに算出されたベーシックな数値であ

り、昨今の省エネ努力を積み重ねる前段階での数値と言える。そこで、現状ケースにおいて

は石油連盟の環境自主行動計画、低炭素社会実行計画で把握されている製油所エネルギー

消費原単位の改善率（▲17%（表 2.10 下欄の赤枠））を元に、各装置の効率改善を想定す

る。製油所エネルギー消費原単位は、需要が減少している重質油を原料とした軽質製品の増

産や、脱硫装置の増強による環境に配慮した製品の生産等の影響を排除して評価するため

の指標であり、外部環境の影響から省エネ努力だけを切り出して評価するものと見なすこ

とができる。 

また、石油連盟は低炭素社会実行計画において 2030 年に 2010 年比で原油換算 100 万 kL

の省エネを目指すとしており、「石油業界における地球環境保全の取り組み 2017 年度版」

によると、「2016 年度（集計対象期間：2010～2016 年度）のエネルギー削減量（省エネ対

策量）の合計は約原油換算 52.6 万 kL」としている。従って、2030 年に向けては残りの 47.4

万 kL の省エネが達成されるものとして前提に織り込んだ。 

 

2030 年度に向けての省エネ率（現状比） 

＝47.4 万 kl（省エネ量）／1,5902.万 kl（2016 年度エネルギー消費量）＝2.98% 
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表 2-10 製油所の省エネルギー実績 

 
 ※CF：生産活動量／原油処理量 

出所）石油連盟、「石油業界における地球環境保全の取り組み 2017 年度版」、p20、2018 年 1 月 
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表 2-11 各装置の効率の想定 

 現状ケース 2030 年ケース 

常圧蒸留装置 η1 0.981 0.981 

減圧蒸留装置 η2 0.999 0.999 

ナフサ水素化脱硫装置 η3 0.993 0.993 

灯油脱硫装置 η4 0.983 0.984 

軽油脱硫装置 η5 0.956 0.957 

減圧脱硫装置 η6 0.956 0.957 

残油直接脱硫装置 η7 0.940 0.942 

ナフサ分離装置 η8 0.999 0.999 

接触改質装置 η9 0.994 0.994 

LPG 回収装置 η10 0.999 0.999 

改質油分離装置 η11 0.999 0.999 

ベンゼン抽出装置 η12 0.999 0.999 

アルキレーション装置 η13 0.999 0.999 

流動接触分解装置 η14 0.939 0.941 

水素製造装置 η15 0.812 0.817 

水素化脱硫装置 η16 0.988 0.988 

 

各装置の効率（PEC2001）＝製品熱量／（原料熱量＋電気・燃料等投入量） 

各装置の効率（現状ケース）＝製品熱量／（原料熱量＋電気・燃料等投入量×0.83） 

各装置の効率（2030 年）＝製品熱量／（原料熱量＋電気・燃料等投入量×0.83×0.9702） 

 

なお、装置ごとの効率改善幅を設定することは困難なため、便宜上各装置の効率を一律で

改善させて算定を行っている。 

 

(4) ガソリン・軽油基材混合割合 

＜ガソリン混合＞ 

（現状ケース） 

2001 年調査の想定から下記の変化要因を踏まえ、現状ケースの基材混合割合の見直しを

行った。 

 高度化法に対応した分解基材の混合割合変化（原油重質化、IMO 規制、競争力強化） 

⇒接触分解ガソリンの混合割合：50%（現状水準） 

➢ 石油業界と自動車業界による、自動車技術と燃料技術に関わる共同研究 JATOP 

III で設定された「現行市場燃料」の混合割合を参照 

 エネルギー供給構造高度化法に基づくバイオエタノール（ETBE）の混合 

⇒原油換算 50 万 kl のエタノール相当 

 大気環境改善を目的とした蒸気圧規制（上限 78kPa、夏期 65kPa）への対応 

⇒蒸気圧通年平均値：70kPa 

➢ 75kPa 生産 60%、62kPa 生産 40%。いずれも規格に対して-3kPa で設定。 
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 プレミアムガソリンの販売シェア変化に応じた平均オクタン価変化 

⇒オクタン価平均値：91 オクタン 

➢ レギュラーガソリン 90 オクタン、プレミアムガソリン 100 オクタン、プレミア

ムガソリン比率 10% 

既存の混合割合実績は公表されていないため、接触分解ガソリン、バイオ ETBE、アルキ

レート、ラフィネートの混合割合を固定した上で、LPG、直留ナフサ、改質ガソリンの割合

を変数として、オクタン価 91、蒸気圧 70kPa が満たされる混合割合を算定した。なお、各

基材のオクタン価と蒸気圧は次表のとおり。 

 

表 2-12 ガソリン基材のオクタン価と蒸気圧 

 

出所）JPEC「燃料品質改善による製油所での CO2 排出量に関する調査(2) PEC-2003JC-11」及び 

資源エネルギー庁「ETBE 利用検討 WG とりまとめ」 

 

（2030 年ケース） 

2030 年ケースの基材混合割合は、以下の考えに基づき設定した。 

 高度化法に対応した分解基材の混合割合変化（原油重質化、IMO 規制、競争力強化） 

⇒接触分解ガソリンの混合割合：50%（現状と同水準）、75%（将来の混合割合増を

想定） 

➢ 75%は JATOP III で設定された「分解ガソリン混合ケース」の混合割合を参照 

 エネルギー供給構造高度化法に基づくバイオエタノール（ETBE）の混合 

⇒原油換算 50 万 kl のエタノール相当で据え置き。ただし、ガソリン需要の減少に基

づき混合割合は増加。 

 蒸気圧通年平均値、オクタン価平均値は現状ケースと同等と想定。 
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表 2-13 ガソリン基材の混合割合 

 現状ケース 2030 年ケース 

分解ガソリン 50% 分解ガソリン 75% 

LPG（ブタン） 4.5% 4.4% 4.4% 

直留ナフサ 14.8% 15.1% 4.2% 

ラフィネート 6.0% 6.0% 6.0% 

改質ガソリン 16.9% 15.0% 1.1% 

接触分解ガソリン 50.0% 50.0% 75.0% 

アルキレート 4.0% 4.0% 4.0% 

バイオ ETBE 3.8% 5.4% 5.4% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

＜軽油混合＞ 

2001 年調査では、軽油は全て脱硫（水素化）直留軽油のみと想定している。一方、製油所

での分解率向上や原油重質化、IMO 規制等の影響で、分解軽油を水素化した脱硫（水素化）

分解軽油の混合率が高まるものと見込まれる。混合基材としては両者ともに脱硫（水素化）

軽油であるが、軽油脱硫（水素化）装置に投入される前の段階でのエネルギー効率が両者で

異なる。 

軽油脱硫装置に投入する基材として、JATOP III での検討結果を参考に、次のとおり設定

する。 

 現状ケース：JATOP III での「現行平均ケース」に準じて、分解基材の脱硫装置への

投入は 0%とする。 

 2030 年ケース：現状水準の 0%に加え、JATOP III での「分解系配合大ケース」を参

考に、分解基材の脱硫措置への投入を 35%とするケースを想定。 

 

(5) 発熱量、排出係数の見直し 

原油・石油製品・関連エネルギーの発熱量、CO2 排出係数については資源エネルギー庁

「エネルギー源別標準発熱量及び炭素排出係数の改定について」を参照した。 
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2.2.3 ガソリン、軽油のWtT効率の算定 

(1) 現状ケース 

1) 原油生産効率 

原油採掘時に消費されるエネルギーには①原油生産設備稼働に必要なエネルギー、②余

剰随伴ガスのフレアリングにより消費されるエネルギーの 2 種類が存在する。いずれも、消

費されるのは随伴ガスである。 

随伴ガスの組成は原油や油井ごとに異なるが、データが少ないため、本調査では 2001 年

調査で用いたガス組成を参照する。本調査で想定したガス組成及び発熱量を次表に示す。随

伴ガスの発熱量は 47.48MJ/Nm3 と計算される。 

 

表 2-14 随伴ガス組成と高位発熱量、CO2排出量 

 

出所）季報 エネルギー総合工学 Vol 13 No3 1990 より算定 

 

①原油生産設備稼働に必要なエネルギー 

原油生産設備にはガスリフト、ガス圧入あるいは水圧入のための高圧ポンプ、原油脱塩の

ための加熱設備（ボイラー等）、発電設備、造水設備、ボイラー等がある。これらの設備で

のエネルギー使用量は一般的にデータ開示されないため、本調査では 2001 年調査で想定し

た随伴ガス使用量 60scf/bbl（＝1.7Nm3/bbl）を用いることとする。 

 

②余剰随伴ガスのフレアリングにより消費されるエネルギー 

原油輸入先ごとのフレア量及び原油の輸入割合より、フレア強度の加重平均値を算定す

ると、2.25m3/bbl と計算される。 

 

割合 総発熱量 MW 割合 総発熱量

vol% MJ/Nm3  mass% MJ/kg gCO2/kg gCO2/MJ

H2S 1.3 - 34.0 1.9% 0.0 0

CO2 5.8 - 44.0 11.0% 0.0 1,000

N2 0.6 - 28.0 0.7% 0.0 0

CH4 69.3 39.76 16.0 47.9% 55.5 2,750

C2H6 13.2 69.65 30.0 17.1% 51.9 2,933

C3H8 6.2 99.03 44.0 11.8% 50.4 3,000

C4H10 2.4 128.27 58.0 6.0% 49.5 3,034

C5H12 0.8 127.03 62.0 2.1% 49.0 3,548

C6+ 0.4 124.65 86.0 1.5% 46.1 3,070

合計 100.0 47.48 - 100.0% 46.1 2,585 56.1

CO2排出量
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表 2-15 原油の輸入先とフレア強度、輸入割合 

 

出所）原油輸入先、輸入割合：資源エネルギー統計 

フレア強度：世界銀行 Global Gas Flaring Reduction Partnership 2 

 

以上を踏まえ、原油生産段階の熱効率 TE(η)を算定した結果を次表に示す。原油生産段

階の熱効率は 0.970 となる。 

表 2-16 原油生産段階の熱効率 TE(η) 

 

 

 

使用量 発熱量
使用量

×発熱量

m3/bbl MJ/m3 MJ/bbl MJ/l MJ/bbl

設備稼働 1.7 80.7 0.987

フレアリング 2.25 106.8 0.983

0.970原油生産段階全体

随伴ガス 原油

TE(η)
発熱量

47.48 38.27 6,086
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2) 原油輸送効率 

輸送ルート・標準船型を 2001 年調査と同様としつつ、輸入先構成の変化を反映した。た

だし、中央アジアは中東と同等、英国はアフリカと同等、パプアは南方と同等と想定する。

また、タンカーの航行速度・燃費については最新データを反映（速度は鈍化、燃費は改善）

した。停泊・積卸、カーゴヒーティングによる燃料消費は前回同様と想定した。 

表 2-17 2017年の原油輸入先別の輸送距離 

 

出所）往復距離、標準船型：JPEC「輸送燃料ライフサイクルインベントリーに関する調査報告書－

燃料電池車と既存自動車の比較－」 

輸入量：資源エネルギー統計 

 

表 2-18 船型別の航行速度および燃費 

 

出所）Baltic Exchange, その他ヒアリング等より想定 

 

表 2-19 停泊・積卸等の燃料消費 

 

出所）Baltic Exchange, その他ヒアリング等より想定 

 

以上の前提を踏まえると、原油輸送段階の効率は 0.990 と試算される。 
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表 2-20 原油輸送段階の熱効率 TE(η)試算結果 

 

 

3) 燃料精製効率 

前節で想定した製油所フローや基材混合割合に基づき、LPG、ガソリン及び軽油の精製エ

ネルギー効率を算定した結果を以降に示す。 

a. LPG 

製油所で生産される LPG は、主に常圧蒸留装置により原油から直接分離されるものと接

触改質装置の反応物から分離されるものに大別される。それぞれでエネルギー効率が異な

るため、原油輸入量と接触改質装置の稼働量、それぞれの LPG 得率を設定して、加重平均

を求めた結果を次表に示す。 

表 2-21 製油所で生産される LPGのエネルギー効率 TE(η) 

 

 

 

 

2017年の原油輸入先 輸入量、kl/年 熱効率

南方・パプア 4,233,758 0.991

オーストラリア 410,946 0.990

中東・東・中央アジア 164,673,645 0.989

北米 1,813,492 0.989

中南米 5,005,894 0.989

ロシア 10,608,776 0.995

アフリカ・英国 892,210 0.983

合計 187,638,721 -

加重平均 - 0.990

接触改質装置能力、BPSD 740,940

稼働率 80%

稼働量(チャージ量)、kl/年 36,563,907

LPG得率 2% LPG得率 10%

LPG生産量、kl/年 3,854,474 LPG生産量、kl/年 3,656,391

割合 51% 割合 49%

0.981 0.966

=η1
=η1×η3×η8

×η9×η10

エネルギー投入量　MJ/MJ 1.020 エネルギー投入量　MJ/MJ 1.035

1.0270

0.974

エネルギー投入量　加重平均

統合TE(η)

原油由来LPG 接触改質装置由来LPG

原油輸入量、kl/年 192,723,682

TE(η) TE(η)
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b. ガソリン 

2.2.2 節で想定した前提条件に基づき、ガソリンの精製効率を以下のとおり試算した。 

接触分解ガソリンについては、流動接触分解装置へのチャージを、減圧軽油：直接脱硫残

油＝1：1 と設定して算出した。 

ETBE については、省エネ法の目的に鑑み、バイオエタノールやバイオ ETBE 製造に伴う

バイオマスエネルギー消費をエネルギー効率算定において非計上としている。 

LPG の効率は、前項で算定した値を用いた。 

計算の結果、ガソリン製造段階のエネルギー効率は、0.914 と試算される。 

表 2-22 ガソリン精製のエネルギー効率 TE(η)：ETBEの国外工程含む 

 

 

また、ETBE について海外での製造を想定し、バイオエタノールやバイオ ETBE 製造に伴

う国外での化石燃料消費についても非計上とした場合、ガソリン精製効率は 0.921 と試算さ

れる。 

 

表 2-23 ガソリン精製のエネルギー効率 TE(η)：国内工程のみ 

 

 

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974 表6.3-1 1.027 4.5% 29.8 4.1% 0.042

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.028 14.8% 33.3 14.9% 0.153

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.965 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.036 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11 1.035 16.9% 33.7 17.3% 0.179

接触分解ガソリン 0.863
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.159 50.0% 33.3 50.4% 0.585

(接触分解LPG留分) 0.873
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.145 - - - -

アルキレート 0.872 接触分解LPG留分η×η13 1.146 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.770
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.298 3.8% 28.3 3.3% 0.042

- 100.0% - 100.0% 1.109

統合TE(η) 0.901

TE(η)　

合計

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974 表6.3-1 1.027 4.5% 29.8 4.1% 0.042

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.028 14.8% 33.3 14.9% 0.153

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.965 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.036 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11 1.035 16.9% 33.7 17.3% 0.179

接触分解ガソリン 0.863
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.159 50.0% 33.3 50.4% 0.585

(接触分解LPG留分) 0.873
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.145 - - - -

アルキレート 0.872 接触分解LPG留分η×η13 1.146 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.770
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.298 3.8% 28.3 3.3% 0.042

- 100.0% - 100.0% 1.109

統合TE(η) 0.901

TE(η)　

合計

1.256

0.914

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974 表6.3-1 1.027 4.5% 29.8 4.1% 0.042

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.028 14.8% 33.3 14.9% 0.153

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.965 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.036 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11 1.035 16.9% 33.7 17.3% 0.179

接触分解ガソリン 0.863
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.159 50.0% 33.3 50.4% 0.585

(接触分解LPG留分) 0.873
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.145 - - - -

アルキレート 0.872 接触分解LPG留分η×η13 1.146 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.770
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.298 3.8% 28.3 3.3% 0.042

- 100.0% - 100.0% 1.109

統合TE(η) 0.901

TE(η)　

合計

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974 表6.3-1 1.027 4.5% 29.8 4.1% 0.042

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.028 14.8% 33.3 14.9% 0.153

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.965 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.036 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11 1.035 16.9% 33.7 17.3% 0.179

接触分解ガソリン 0.863
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.159 50.0% 33.3 50.4% 0.585

(接触分解LPG留分) 0.873
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.145 - - - -

アルキレート 0.872 接触分解LPG留分η×η13 1.146 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.770
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.298 3.8% 28.3 3.3% 0.042

- 100.0% - 100.0% 1.109

統合TE(η) 0.901

TE(η)　

合計

1.765

0.921
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c. 軽油 

前節で想定した前提条件に基づき、軽油の精製効率を以下のとおり試算した。現状ケース

では、分解軽油の混合は 0%と想定しているので、直留軽油 100%のエネルギー効率となる。 

計算の結果、軽油製造段階のエネルギー効率は、0.937 と試算される。 

表 2-24 軽油精製のエネルギー効率 TE(η) 

 

 

4) 燃料輸送効率、給油効率 

製品輸送段階のエネルギー効率については、石油連盟より公表されている 2016 年度の運

輸部門における石油業界のエネルギー消費量 39.0 万 kL（原油換算）をもとに算出した。結

果を次表に示す。 

表 2-25 製品輸送のエネルギー効率 TE(η) 

 

 

給油効率は、「総合効率と GHG 排出の分析」（JHFC）の値を参照し、ガソリン、軽油と

も 0.995 と想定する。なお、同文献の効率は LHV ベースの値であるが、HHV でも同様と見

なす。 

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

脱硫直留軽油 0.937 η1×η5 1.067 100.0% 38.0 100.0% 1.067

脱硫分解軽油 0.834
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>(1/(η1×η
7))×50%)×η14×η5

1.198 0.0% 38.9 0.0% 0.000

100.0% - 100.0% 1.067

統合TE(η) 0.937

TE(η)　

合計

2016年度消費量
(原油換算)kl/年

原油発熱量
MJ/l

390,000 38.27 14,927,047 ①

製品
2016年度需要

kl/年
発熱量
MJ/l

ガソリン 52,508,000 33.36 1,751,416,417

軽油 33,326,000 38.02 1,267,171,494

合計 - - 3,018,587,911 ②

0.995 ②/(①+②)

輸送エネルギー

消費エネルギー
GJ/年

エネルギー需要
GJ/年

製品輸送エネルギー効率
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表 2-26 燃料給油に係るエネルギー効率 TE(η) 

 

出所）総合効率検討作業部会、「総合効率と GHG 排出の分析報告書」、p48、2001 年 3 月 

 

5) WtT効率 

以上を踏まえ、ガソリン及び軽油の WtT 効率を算定した結果を以降に示す。 

表 2-27 ガソリン、軽油のWtT効率（国外工程含む） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
0.970 0.990 

0.914 
0.995 

0.995 0.869 

軽油 0.937 0.995 0.891 

 

表 2-28 ガソリン、軽油のWtT効率（国内工程のみ） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
― ― 

0.921 
0.995 

0.995 0.912 

軽油 0.937 0.995 0.928 

 

(2) 2030年ケース 

原油生産、原油輸送、燃料輸送、給油効率については現状と同等と想定し、燃料精製につ

いては低炭素社会実行計画で想定されている 2030 年度までの省エネ目標を踏まえ、前述の

通り足元比▲2.98%の改善を想定する。また、表 2-13 に示したガソリン基材混合率の変化

を考慮する。 
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その結果、ガソリンの精製効率は 0.920（国外工程含む）、0.929（国内工程のみ）、軽油

の精製効率は 0.939 と計算される。 

 

表 2-29 ガソリン精製のエネルギー効率 TE(η)：ETBEの国外工程含む 

 

表 2-30 ガソリン精製のエネルギー効率 TE(η)：国内工程のみ 

 

 

表 2-31 軽油精製のエネルギー効率 TE(η) 

 

 

 

 

 

化石エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 15.1% 33.3 15.3% 0.157

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 15.0% 33.7 15.4% 0.159

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 50.0% 33.3 50.6% 0.584

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14

1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 2.220 GHG排出割合ガソリン比45%未満  1/0.45 0.450 - - - -

バイオETBE 1.256
1/(((1/接触分解LPG留分η)×
50%)+((1/2.220)×50%))×η13

0.796 5.4% 28.3 4.6% 0.037

- 100.0% - 100.0% 1.087

0.920 1/（①×②合計）

 

合計

化石エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 15.1% 33.3 15.3% 0.157

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 15.0% 33.7 15.4% 0.159

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 50.0% 33.3 50.6% 0.584

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 2.220 GHG排出割合ガソリン比45%未満  1/0.45 0.450 - - - -

バイオETBE 1.256
1/(((1/接触分解LPG留分η)×
50%)+((1/2.220)×50%))×η13

0.796 5.4% 28.3 4.6% 0.037

- 100.0% - 100.0% 1.087

0.920 1/（①×②合計）

 

合計

化石エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 15.1% 33.3 15.3% 0.157

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 15.0% 33.7 15.4% 0.159

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 50.0% 33.3 50.6% 0.584

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 1.765 ETBE発熱量/合成に用いたLPG発熱量 0.567 5.4% 28.3 4.6% 0.026

- 100.0% - 100.0% 1.076

0.929 1/（①×②合計）

 

合計

化石エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 15.1% 33.3 15.3% 0.157

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 15.0% 33.7 15.4% 0.159

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 50.0% 33.3 50.6% 0.584

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.0% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 1.765 ETBE発熱量/合成に用いたLPG発熱量 0.567 5.4% 28.3 4.6% 0.026

- 100.0% - 100.0% 1.076

0.929 1/（①×②合計）

 

合計

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

脱硫直留軽油 0.939 η1×η5 1.065 100.0% 38.0 100.0% 1.065

脱硫分解軽油 0.839
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>(1/(η1×η
7))×50%)×η14×η5

1.192 0.0% 38.9 0.0% 0.000

100.0% - 100.0% 1.065

統合TE(η) 0.939

TE(η)　

合計
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以上を踏まえ、ガソリン及び軽油の WtT 効率を算定した結果を以降に示す。 

 

表 2-32 ガソリン、軽油のWtT効率（国外工程含む） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
0.970 0.990 

0.920 
0.995 

0.995 0.875 

軽油 0.939 0.995 0.893 

 

表 2-33 ガソリン、軽油のWtT効率（国内工程のみ） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
― ― 

0.929 
0.995 

0.995 0.920 

軽油 0.937 0.995 0.930 

 

 

なお、ガソリン、軽油について分解基材の混合率を増加させた場合（ガソリン：50%→75%、

軽油：0%→35%）の効率は以下のとおり。 

 

表 2-34 ガソリン精製のエネルギー効率 TE(η)：分解基材増、ETBEの国外工程含む 

 

 

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 4.2% 33.3 4.2% 0.043

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 1.1% 33.7 1.1% 0.011

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 75.0% 33.3 76.0% 0.877

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.1% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.772
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.296 5.4% 28.3 4.6% 0.060

- 100.0% - 100.0% 1.141

統合TE(η) 0.876

TE(η)　

合計

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 4.2% 33.3 4.2% 0.043

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 1.1% 33.7 1.1% 0.011

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 75.0% 33.3 76.0% 0.877

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14 1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.1% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.772
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.296 5.4% 28.3 4.6% 0.060

- 100.0% - 100.0% 1.141

統合TE(η) 0.876

TE(η)　

合計

1.256

0.894
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表 2-35 ガソリン精製のエネルギー効率 TE(η)：分解基材増、国内工程のみ 

 

表 2-36 軽油精製のエネルギー効率 TE(η)：分解基材増 

 

 

表 2-37 ガソリン、軽油のWtT効率（分解基材増、国外工程含む） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
0.970 0.990 

0.894 
0.995 

0.995 0.850 

軽油 0.901 0.995 0.857 

 

表 2-38 ガソリン、軽油のWtT効率（分解基材増、国内工程のみ） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
― ― 

0.902 
0.995 

0.995 0.893 

軽油 0.901 0.995 0.857 

 

 

なお、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 自動車判断基準ワーキンググループ 交通政策審議会 陸上交通分科会 自動車部会 自

動車燃費基準小委員会 合同会議における Well to Wheel の評価においては、以下の理由より

＜2030 年、国内工程のみ、分解基材現状水準＞のケースを採用している。 

 2030 年：次期燃費規制は 2020 年度以降の基準を定めるところ、長期エネルギー需給見

通しにおいて 2030 年度の電源構成や発電効率等の見通しが定められているため。 

 国内工程のみ：本規制は国内規制であるため。 

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 4.2% 33.3 4.2% 0.043

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 1.1% 33.7 1.1% 0.011

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 75.0% 33.3 76.0% 0.877

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14

1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.1% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.772
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.296 5.4% 28.3 4.6% 0.060

- 100.0% - 100.0% 1.141

統合TE(η) 0.876

TE(η)　

合計

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

LPG(ブタン) 0.974
1((<原油由来LPG>1/η1)×51%+(<接触改質
由来LPG>1/(η1×η3×η8×η9×η10))×
49%)

1.027 4.4% 29.8 4.0% 0.041

直留ナフサ 0.973 η1×η3×η8 1.027 4.2% 33.3 4.2% 0.043

ラフィネート(ベンゼン抽出残渣) 0.966 η1×η3×η8×η9×η11×η12 1.035 6.0% 33.3 6.1% 0.063

改質ガソリン(C7+留分) 0.967 η1×η3×η8×η9×η11 1.034 1.1% 33.7 1.1% 0.011

接触分解ガソリン 0.866
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>1/((η1×η
7))×50%)×η14×η16

1.154 75.0% 33.3 76.0% 0.877

(接触分解LPG留分) 0.877
1/(<:減圧軽油チャージ>1/((η1×η2×η6)×50%)＋<直
接脱硫残油チャージ>1/((η1×η7))×50%)×η14

1.141 - - - -

アルキレート 0.876 接触分解LPG留分η×η13 1.142 4.0% 33.3 4.1% 0.046

(バイオエタノール) 0.690 GHG排出割合ガソリン比45%未満 1.449 - - - -

バイオETBE 0.772
1/(((1/接触分解LPG留分η)×50%)+((1/バイ
オエタノールη)×50%))×η13

1.296 5.4% 28.3 4.6% 0.060

- 100.0% - 100.0% 1.141

統合TE(η) 0.876

TE(η)　

合計

1.765

0.902

エネルギー投入量
MJ/製品MJ  ①

混合割合
発熱量
MJ/L

発熱量換算
混合割合②

①×②

脱硫直留軽油 0.939 η1×η5 1.065 65.0% 38.0 64.5% 0.687

脱硫分解軽油 0.839
1/(<:減圧軽油チャージ>(1/(η1×η2×η6))
×50%＋<直接脱硫残油チャージ>(1/(η1×η
7))×50%)×η14×η5

1.192 35.0% 38.9 35.5% 0.423

100.0% - 100.0% 1.110

統合TE(η) 0.901

TE(η)　

合計



 

92 

 分解基材現状水準：分解ガソリンや分解軽油の混合比率を高め、積極的に利用すること

は原油の有効利用および CO2 排出量の削減に寄与する反面、分解ガソリン等は蒸留に

より精製される製品と成分が異なるため、その利用に係る安全性や環境への影響を十

分に評価・検証する必要があり、分解基材をどこまで混合するか現時点での将来見通し

の判断が難しいため。 

 

表 2-39 ガソリン、軽油のWtT効率総括（再掲） 

＜現状、国外工程含む＞ 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
0.970 0.990 

0.914 
0.995 

0.995 0.869 

軽油 0.937 0.995 0.891 

 

＜現状、国内工程のみ＞ 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
― ― 

0.921 
0.995 

0.995 0.912 

軽油 0.937 0.995 0.928 

 

＜2030 年、国外工程含む、分解基材現状水準＞ 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
0.970 0.990 

0.920 
0.995 

0.995 0.875 

軽油 0.939 0.995 0.893 

 

＜2030 年、国内工程のみ、分解基材現状水準＞ 

（自動車判断基準ワーキンググループ採用結果） 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
― ― 

0.929 
0.995 

0.995 0.920 

軽油 0.937 0.995 0.930 

 

＜2030 年、国外工程含む、分解基材増＞ 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
0.970 0.990 

0.894 
0.995 

0.995 0.850 

軽油 0.901 0.995 0.857 

 

＜2030 年、国内工程のみ、分解基材増＞ 

 原油生産 原油輸送 燃料精製 燃料輸送 給油 WtT 効率 

ガソリン 
― ― 

0.902 
0.995 

0.995 0.893 

軽油 0.901 0.995 0.857 
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2.2.4 LPGのWtT効率の算定 

(1) LPGの需給実績 

自動車向け LPG は、輸入または国内製造された LPG が、製油所や輸入基地から直接、ま

たは二次基地を経て内航タンカー及び／または LPG ローリーで LPG スタンドに配送され、

LPG 車に充填される。 

LPG 供給のうち、75.2%が輸入、24.8%が国内生産である。輸入元では、55.7%が米国、39.3%

が中東とその両者で 90%を超える。 

表 2-40 LPGの需給実績 

 

表 2-41 LPGの輸入元別調達実績（単位：千 t） 

 

出所）日本 LP ガス協会資料より作成 
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(2) 自動車用 LPGの製品規格 

自動車用 LPG は、日本 LP ガス協会資料を参照し、ブタン：プロパン=8：2 の混合物と想

定した。プロパン、ブタン、自動車用 LPG の発熱量を次表に示す。 

表 2-42 LPガス類の発熱量（HHV） 

 高位発熱量（MJ/kg） 

プロパン 50.35 

ブタン 49.43 

自動車用 LPG 49.61 

 

(3) LPGのWtT効率の算定結果 

1) 現状ケース 

a. 輸入 LPGの生産効率 

輸入 LPG には、原油随伴で生産されるもの、LNG 随伴で生産されるものがある。生産の

エネルギー効率を、既存文献（日本工業大学、日本エネルギー経済研究所）の検討結果をも

とに算出した結果を次表に示す。 

表 2-43 LPガス類の発熱量（HHV） 

 エネルギー効率 比率 

原油随伴 LPG 0.927 80% 

LNG 随伴 LPG 0.935 20% 

加重平均 0.929 100% 

 

輸入 LPG の生産に伴う TE(η)は 0.929 と試算される。 

b. 輸入 LPGの輸送効率 

輸入先別の輸送距離は、表 2-17 に示した原油の輸送距離と同じ数値を用いた。また、1 航

海あたりの輸送量（45,000t）と燃費は、日本エネルギー経済研究所レポートのデータを用い

た。 

輸入先別のエネルギー効率の試算結果を表 2-44 に、輸入量で加重平均した結果を表 2-45

に示す。輸入 LPG の輸送に伴う TE(η)は 0.977 となった。 
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表 2-44 LPG輸入時のエネルギー効率（輸入先別） 

LPG 輸入先 往復距離（mile） 燃料消費量（ton/往復） 積載熱量（GJ/回） 消費熱量（GJ/回） エネルギー効率 

南方 5,221 737 2,252,700 30,792 0.987 

オーストラリア 7,364 1,016 2,252,700 42,448 0.982 

中東 13147 1,770 2,252,700 73,951 0.968 

北米・中米 6680 929 2,252,700 38,826 0.983 

南米 13200 1,777 2,252,700 74,238 0.968 

アフリカ・欧州 21652 2,876 2,252,700 120,145 0.949 

 

表 2-45 LPG輸入時のエネルギー効率（加重平均） 

LPG 輸入先 輸入量（千 t） エネルギー効率 

南方 149,576 0.987 

オーストラリア 327,420 0.982 

中東 4,134,139 0.968 

北米・中米 5,864,847 0.983 

南米 0 0.968 

アフリカ・欧州 45,833 0.949 

合計 10,521,815 0.977 
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c. 国内生産 LPGの原油生産～石油精製におけるエネルギー効率 

前節で算出済みの、国内で原油から生産される LPG の原油生産～原油輸送～石油精製過

程のエネルギー効率を次表に示す。 

表 2-46 国内生産 LPGの原油生産～石油精製のエネルギー効率 

 原油生産 原油輸送 石油精製 

エネルギー効率 0.970 0.990 0.974 

 

d. LPGの国内流通効率 

LPG の国内流通のうち、輸送に係わる部分については、ガソリン、軽油と同等のエネルギ

ー効率 0.995 と想定した。 

一方、電力使用を伴う二次基地でのエネルギー効率は、日本 LP ガス協会が公表している 

2016 年度の二次基地における電力使用量 1.312 万 kL（原油換算）及び 2016 年度の LP ガス

需要 13,857 千トンを用いて算出した。結果を次表に示す。 

表 2-47 LPG二次基地におけるエネルギー効率 

LPG 需要量 重量（千 t/年） 13,857 

熱量（GJ/年） 693,681,420 

電力使用量 原油換算（kl/年） 13,120 

熱量（GJ/年） 502,234 

エネルギー効率 0.999 

 

LPG の充填効率は「総合効率と GHG 排出の分析」（JHFC）と同様に、ガソリン・軽油の

給油効率（0.995）と同等と想定した。 

e. WtT効率 

以上を踏まえ、輸入 LPG と国内生産 LPG を加重平均した WtT エネルギー効率は次表の

とおり。 

表 2-48 LPGのWtTエネルギー効率（国外工程含む） 

 原油生産 原油輸送 石油精製 国内流通 二次基地 充填 WtT 割合 

国内生産 0.970 0.990 0.974 0.995 0.999 0.995 0.898 24.8% 

 LPG 生産 LPG 輸入 － 国内流通 二次基地 充填 WtT 割合 

輸入 0.929 0.977 － 0.995 0.999 0.995 0.925 75.2% 

合計 － － － － － － 0.904 100% 
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表 2-49 LPGのWtTエネルギー効率（国内工程のみ） 

（自動車判断基準ワーキンググループ採用結果） 

 原油生産 原油輸送 石油精製 国内流通 二次基地 充填 WtT 割合 

国内生産 － － 0.974 0.995 0.999 0.995 0.963 24.8% 

 LPG 生産 LPG 輸入 － 国内流通 二次基地 充填 WtT 割合 

輸入 － － － 0.995 0.999 0.995 0.989 75.2% 

合計 － － － － － － 0.983 100% 

 

2.2.5 統計を用いた試算による検証 

本調査で想定したモデル製油所による分析結果について、統計を用いた試算による検証

を以下のとおり行う。 

(1) 算定方法 

ガソリン等の燃料製造に伴うエネルギー消費量の算定に際し、以下のようなフローを想

定すると、石油製品の精製効率を次式のとおり試算することができる。各値は次表の統計で

把握可能である。 

 

石油製品精製効率＝⑤／（①＋②＋④＋⑥） 

図 2-7 石油製品精製効率の算定方法 

表 2-50 算定に用いる統計 

項目 把握可能項目 調査対象 

石油製品需給動態統

計調査 

油種別の原油精製量（①） 石油製品の全国の製造業者、輸入業者若し

くは特定石油販売業者又は原油受入業者

に属する事業所であって、石油製品を輸入

若しくは販売するもの又は輸入された原

油若しくは国内で生産された原油を直接

受け入れるもの。 

生産動態統計調査 半製品投入量（②） 

石油製品生産量（③） 

石油製品受入量（④） 

石油製品出荷量（⑤） 

経済産業省生産動態統計調査に規定され

ており、資源・エネルギーに関する調査票

に記載された調査品目を生産する国内の

全事業所 

石油等消費動態統計

調査 

外部からの受入燃料・ 

電気・蒸気（⑥） 

「石油製品」を製造する全事業所 

原油 石油精製工程 石油製品

受入燃料・
電気・蒸気

ロス

出荷受入

所内消費

① ③

⑥

⑤

半製品
②

受入

④
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(2) 原油精製量 

石油製品需給動態統計調査より油種別の原油精製量を把握し、同精製量に油種別の発熱

量を乗ずることで、原油消費量（熱量ベース）が算定される。 

油種別の発熱量は次頁の表を参照し、同表に非掲載の油種については、資源エネルギー庁

総務課公表の原油発熱量を適用することとする。 

 

表 2-51 石油製品需給動態統計調査によるデータ把握イメージ 

 

 

年月 事業所コード 油種名 直受入 転入 消費 ・・・

201701 XXXX SUMATR-L 0 0 0

201701 XXXX BASRAH-L 0 59,179 59,895

201701 XXXX ARAB-L 234,887 210,783 439,652

201701 XXXX ARAB-H 0 26,889 29,604

201701 XXXX ARAB-M 0 2,830 18,275

201701 XXXX ARAB-E-L 63,133 68,388 191,929

201701 XXXX KUWAIT 0 61,476 64,006

201701 XXXX QATAR-M 0 19,297 10,300

・・・

原油 石油精製工程 石油製品

受入燃料・
電気・蒸気

ロス

出荷受入

所内消費

① ③

⑥

⑤

半製品
②

受入

④
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表 2-52 油種別発熱量 

 

出所）経済産業研究所、総合エネルギー統計の解説 / 2010 年度改訂版 

https://www.rieti.go.jp/users/kainou-kazunari/download/pdf/2010EBXIGRF.pdf（閲覧日：2019 年 2 月 28 日） 

 

(3) 半製品投入量、石油製品生産量・受入量・出荷量 

生産動態統計調査より半製品（≒製品用原料）の投入量を把握し、同投入量に半製品別の

発熱量を乗じ、半製品消費量（熱量ベース）を集計する。また、生産動態統計調査より把握

した製品の生産量、受入量、出荷量に製品別の発熱量を乗じ、製品生産量、受入量、出荷量

（熱量ベース）を集計する。 
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表 2-53 生産動態統計調査によるデータ把握イメージ 

 

 

 

(4) 非石油系燃料、電力・蒸気の投入量 

石油等消費動態統計より非石油系燃料の消費量、電力・蒸気の受入量を把握し、同投入量

に燃料別の発熱量を乗じ、非石油系燃料の消費量、電力・蒸気の受入量（熱量ベース）を集

計する。 

表 2-54 石油等消費動態統計によるデータ把握イメージ 

 

 

 

 

 

調査年 事業所番号 項目名 品目名 アイテム名 1月 2月 ・・・

2017 XXXX 製品 自動車用高級ガソリン 生産 82,908 76,082

2017 XXXX 製品 自動車用高級ガソリン 受入 0 0

2017 XXXX 製品 自動車用高級ガソリン 出荷販売部門 72,530 71,788

2017 XXXX 製品 自動車用高級ガソリン 出荷その他転送 0

2017 XXXX 製品 自動車用高級ガソリン 出荷その他その他 5

2017 XXXX 製品 自動車用高級ガソリン 月末在庫 9,442 12,820

2017 XXXX 製品 自動車用並級ガソリン 生産 284,835 284,068

2017 XXXX 製品 自動車用並級ガソリン 受入 0

2017 XXXX 製品 自動車用並級ガソリン 出荷販売部門 261,877 285,125

2017 XXXX 製品 自動車用並級ガソリン 出荷その他転送 51,582 9,396

2017 XXXX 製品 自動車用並級ガソリン 月末在庫 21,552 37,065

・・・

2017 XXXX 半製品 粗ガソリン 受入 67,093 43,502

2017 XXXX 半製品 粗ガソリン 投入 50,128 35,961

2017 XXXX 半製品 粗ガソリン 月末在庫 181,637 164,966

・・・

原油 石油精製工程 石油製品

受入燃料・
電気・蒸気

ロス

出荷受入

所内消費

① ③

⑥

⑤

半製品
②

受入

④

調査年 調査用事業所表記番号品目名 アイテム名 1月 2月 ・・・

2017 XXXX 都市ガス ボイラ用 5,536 4,510

2017 XXXX 都市ガス コジェネ用 1,819 1,645

2017 XXXX 都市ガス その他用 23

2017 XXXX 電力 受入 1,104 1,170

2017 XXXX 電力 自家発（火力） 23,962 21,245

2017 XXXX 電力 消費 115,350 99,788

2017 XXXX 電力 売電 221,264 202,356

2017 XXXX 蒸気 受入 0 0

・・・

原油 石油精製工程 石油製品

受入燃料・
電気・蒸気

ロス

出荷受入

所内消費

① ③

⑥

⑤

半製品
②

受入

④
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(5) 石油製品精製効率の算定 

石油製品需給動態統計調査、生産動態統計調査、石油等消費動態統計調査の３統計いずれ

も対象となっている製油所について、前述までのデータを用いて石油精製効率を算定した

結果を以下に示す。 

各年について、事業所毎の石油精製効率（HHV ベース）を算定し、効率の分布を把握し

た上で箱ひげ図を作成し、四分位範囲の 1.5 倍を超えた値を外れ値と見なす。外れ値を除外

し、年次別に各製油所の精製効率をプロットすると下図のとおり。石油製品精製効率は 80

～90%台に分布し、各年次の平均値は 91～92%となる。 

 

 

図 2-8 外れ値の考え方 

 

図 2-9 石油製品精製効率の分布 

 

 

本調査で想定したモデル製油所における製油所全体の精製効率（HHV ベース）は次表の

とおり 93.5%であり、統計に基づく試算結果と概ね同程度と考えることができる。 

 

 

第3四分位
第1四分位

最大値

最小値

外れ値

外れ値

80%

85%

90%

95%

100%

1,000 10,000 100,000 1,000,000

石油製品出荷量（TJ）

2013

2014

2015

2016

2017
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表 2-55 モデル製油所全体の精製効率（HHVベース） 
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2.3  電気自動車が消費する電力の一次エネルギー換算に関する検討 

2.3.1  現行の省エネ法における電力の一次エネルギー換算の考え方 

現行の省エネ法における電力の一次エネルギー換算については、以下のとおり定められ

ている。 

昼間（8～22 時）: 9.97MJ/kWh、夜間（22～8 時）: 9.28MJ/kWh、全日 : 9.76MJ/kWh 

 

算定の考え方や具体的方法は以下のとおり。 

 

＜電力の一次エネルギー算定の考え方＞ 

 火力発電所の稼動率と熱効率の違いを反映し昼夜別の原単位とする。 

 火力発電所の熱効率及び各種損失率については、９電力会社の汽力発電所の運転実

績及び卸電気事業者の汽力発電所の運転実績をベースとする。（平成 15 年度実績） 

 

＜試算内訳＞ 

発電効率については、発電所の運用の考え方をもとに暦日時間利用率で火力発電所ごと

の熱効率を分類したものを加重平均して算定。 

（１）火力発電所の分類 

 「ピーク対応」…利用率 30％未満：夏季及び冬季の日中に稼動 

 「ミドル対応」…利用率 30%以上～60％未満：年間を通じて日中を中心に稼動 

 「ベース対応」…利用率 60％以上：年間を通じて昼夜間稼 

（２）昼夜別の平均熱効率の推計 

 年間の昼夜別発(受)電端供給力に対し、「ピーク対応火力」は全て昼間、ベース

電源（「ベース対応火力」及び「その他電源」）は昼：夜＝14h：10h、残りを「ミ

ドル対応火力」と想定。 

 送配電損失率は、電流の二乗に比例することを考慮し、平成 15 年度の昼夜供給

実績に基づく昼夜別損失率を計算。 

2.3.2  換算係数の改定方針 

WtW における電力の評価にあたって、検討すべき視点としては、以下が挙げられる。 
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表 2-56 WtWにおける電力の評価の視点 

分類 論点 背景等 

数値の更新 発電効率、 

送配電効率

の向上 

 省エネ法の換算係数は平成 15 年の 9 社（沖縄電力を除く旧

一般電気事業者）実績発電効率を用いて算定。 

 当時の平均発電端効率は 40.85%であるのに対し、総合エネ

ルギー統計による平成 28 年度実績（事業用電力（揚水発電

除く）の平均発電端効率）は 43.65%。 

 省エネ法の火力発電判断基準では、火力発電効率 B 指標と

して 44.3%の目標水準を設定。 

算定方法の 

見直し 

バウンダリ

の設定 

 省エネ法の換算係数算定に際し、火力発電で用いる燃料につ

いては一次エネ換算せず、燃焼時の熱量のみを計上。 

 欧州の建築物省エネ性能評価制度における電力の換算係数

では、燃料についても一次エネ換算している事例あり。 

非化石比率

の考慮 

 平成 15 年度の非化石比率（旧一般電気事業者計・卸電気事

業者計）は 36.6%（原子力 25.7%、再エネ 10.9%）であるの

に対し、エネルギーミックスでは 44%（原子力 20～22%、再

エネ 24～22%）と想定。 

 欧州の建築物省エネ性能評価制度等では、再エネ比率の増加

に伴い電力の一次エネ換算係数を見直す動きあり。 

 

2.3.3  WtT効率の算定 

(1) 化石燃料採掘・輸送・精製効率 

石炭、天然ガスについては「総合効率と GHG 排出の分析」（JHFC）、原油、重油につい

ては前節の算定値を参照した上で、長期エネルギー需給見通しで想定されている電源構成

比率を用いて加重平均効率を算定する。なお、長期エネルギー需給見通しでは石油火力の内

訳が示されていないため、総合エネルギー統計における事業用発電向け原油消費量、重油消

費量の比率を適用した。 

 

表 2-57 化石燃料採掘・輸送・精製効率 

 石炭 天然ガス 原油 重油 加重平均 

採掘効率 0.986 0.987 0.970 0.986 

輸送効率 0.976 0.871 0.990 0.927 

精製効率 － － － 0.937 0.998 

石油火力燃料比率   29% 71%  

電源構成 26% 27% 3%  
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(2) 発電端効率、化石燃料比率 

省エネ法の火力発電判断基準では、2030 年度の長期エネルギー需給見通し実現に向け、

火力発電効率 B 指標として 44.3%の目標水準を設定しており、これを 2030 年度の火力発電

端効率（HHV）として採用する。 

化石燃料比率については、長期エネルギー需給見通しの想定を用い、0.560 とする。従っ

て、非化石分を控除した電源の平均発電端効率は次式のとおり算定される。 

 

非化石分を控除した電源の平均発電端効率＝44.3%／0.56＝0.791 

 

 

図 2-10 長期エネルギー需給見通しにおける 2030年度の電源構成 

出所）資源エネルギー庁、「長期エネルギー需給見通し関連資料」、p67、2015 年 7 月 

(3) 送配電総合効率 

所内率、送配電損失率については足元横ばいと想定する。なお、2016 年度の所内率が大

きく変動している理由は、電力自由化に伴い対象としている事業者が変更になったことが

挙げられる（2015 年度以前：一般電気事業者、2016 年度：電気事業法第 2 条第 1 項第 17 号

に掲げる電気事業者） 

 所内率：5.01% 

➢ 総合エネルギー統計における事業用電力の自家消費量／事業用電力の発電量 

 送配電損失率：4.80% 

➢ 総合エネルギー統計における事業用電力の送配電損失量／事業用電力の送電量 

 送配電総合効率＝（1-5.01%）×（1-4.80%）＝0.904 

 

化石燃料比率：0.56（=27%＋26%＋3%）



 

106 

 

図 2-11 所内率、送配電損失率の推移 

出所）総合エネルギー統計より作成 

(4) WtT効率 

以上を踏まえ、電力の WtT 効率を算定した結果を以降に示す。 

表 2-58 電力のWtT効率 

 燃料生産 燃料輸送 燃料精製 発電 送配電 WtT 効率 

国外工程含む 0.986 0.927 0.998 0.791 0.904 0.653 

国内工程のみ － － 0.998 0.791 0.904 0.714 

※網掛け：自動車判断基準ワーキンググループ採用結果 
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2.4 ガソリン相対燃費の算定方法 

2.4.1  考え方 

現行省エネ法では、ディーゼル車、電気自動車に関して、エネルギー換算（発熱量換算）

でガソリン車と同等の燃費目標値を適用することを目的に、下図の TtW（Tank to Wheel）燃

費を目標達成の指標としている。 

一次エネルギー削減に向けた取組を公平に評価するためには、ガソリン、軽油、電気につ

いて、精製効率や発電効率、輸送効率等の WtT（Well to Tank）効率を考慮することが必要

である。 

一次エネルギー換算でガソリン車と同等の評価を行うための WtW 相対燃費は、次図の算

定式で計算可能である。なお、電気自動車は告示上「交流電力量消費率（1 回の充電に要す

る交流電力量と航続距離）」で評価されることとなっており、電気充電効率の考慮は不要で

ある。 

なお、相対燃費の算定に際しては、燃料採掘等も含めた全工程を考慮するケースと、国内

の工程のみを考慮するケースについて算定を行う。 
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図 2-12 WtT相対燃費の算定方法（国外工程含む） 

※点線囲みは国外での工程  

TtW燃費

電費
（Wh/km）

ガソリン換算
係数

（Wh/L）

ガソリン燃費
（km/L）

軽油燃費
（km/L）

ガソリン換算
係数
（J/J）

原油採掘
効率

-1

WtT効率

ガソリン車

WtW燃費G＝
×

原油輸送
効率

ガソリン
精製効率

ガソリン
輸送効率

ガソリン
給油効率× × × ×

原油採掘
効率

原油輸送
効率

軽油
精製効率

軽油
輸送効率

軽油
給油効率× × × ×

化石燃料
採掘効率

化石燃料
輸送効率

化石燃料
精製効率

送配電
総合効率

× ×

×
化石燃料比率

ディーゼル車

WtW燃費D＝

電気自動車

WtW燃費E＝

× ÷

× ×
※

※所内率及び送配電損失を考慮した効率

火力
発電端効率×

WtW相対燃費D,E,L＝TtW燃費D,E,L×WtT効率D,E,L／WtT効率G

LPG燃費
（km/L）

ガソリン換算
係数
（J/J）

× ÷

LPG
生産効率

LPG輸送
効率

LPG
輸送効率

LPG
貯蔵効率

×

× ×
LPG

充填効率×

原油採掘
効率

原油輸送
効率

LPG
精製効率× ×

＜輸入＞

＜国内生産＞

LPガス自動車

WtW燃費L＝



 

109 

 

図 2-13 WtT相対燃費の算定方法（国内工程のみ） 
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2.4.2  TtW（Tank to Wheel）燃費のガソリン換算係数 

現行省エネ法の TtW 燃費のガソリン換算係数（軽油 1.1、LPG 0.78、電気 9,140）の算定

根拠は以下のとおりである。 

 

軽油：軽油低位発熱量 36.1（MJ/L）÷ガソリン低位発熱量 32.9（MJ/L）＝1.10 

LPG：LPG 低位発熱量 25.8 （MJ/L） ÷ガソリン低位発熱量 32.9（MJ/L）＝0.78 

電気：ガソリン低位発熱量 32.9（MJ/L）÷3.6（MJ/kWh）×1,000＝9,139 

 

現行の標準発熱量（総務課公表）の根拠となっている「エネルギー源別標準発熱量・炭素

排出係数の改訂案について - 2013 年度改訂標準発熱量・炭素排出係数表」に掲載されてい

るガソリン、軽油の低位発熱量を用いて上記係数を再算定すると、以下のとおりとなる。 

 

軽油：軽油低位発熱量 35.8（MJ/L）÷ガソリン低位発熱量 31.3（MJ/L）≒ 1.14 

LPG：LPG 低位発熱量 24.7（MJ/L） ÷ガソリン低位発熱量 31.3（MJ/L）≒ 0.79 

電気：ガソリン低位発熱量 31.3（MJ/L）÷3.6（MJ/kWh）×1,000 ≒ 8,700 

 

※LPG の低位発熱量は、上記出典における重量あたり発熱量 46.43MJ/kg に、LP ガス協会ホームページ

に掲載の LP ガス密度 0.531 を乗じて推計 

 LPG の低位発熱量＝46.43MJ/k×0.531≒24.7 

 

2.4.3 ガソリン相対燃費の算定 

前節までに算定したガソリン、軽油、LPG、電気の WtT 効率は次表のとおり。 

表 2-59 ガソリン、軽油、LPG、電気のWtT効率 

 ガソリン 軽油 LPG 電気 

国外工程含む 0.875 0.893 0.904 0.653 

国内工程のみ 0.920 0.930 0.983 0.714 

     ※網掛け：自動車判断基準ワーキンググループ採用結果 

 

以上を踏まえ、ディーゼル車、LP ガス車、電気自動車のガソリン相対燃費は以下のとお

り計算される。 

表 2-60 ディーゼル車、LPガス車、電気自動車のガソリン相対燃費算定式 

車種  ガソリン相対燃費算定式 

ディーゼル車 国外工程含む （軽油燃費／1.14）×0.893／0.875＝軽油燃費／1.1 

国内工程のみ （軽油燃費／1.14）×0.930／0.920＝軽油燃費／1.1 

LP ガス車 国外工程含む （LPG 燃費／0.79）×0.904／0.875＝LPG 燃費／0.76 

国内工程のみ （LPG 燃費／0.79）×0.983／0.920＝LPG 燃費／0.74 

電気自動車 国外工程含む （8,700／電費）×0.653／0.875＝6,490／電費 

国内工程のみ （8,700／電費）×0.714／0.920＝6,750／電費 
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2.5 燃料電池自動車が消費する水素の一次エネルギー換算に関する検討 

JHFC「総合効率と GHG 排出の分析」（2014 年）における主要な水素製造パスごとの一

次エネルギー消費量を整理した。苛性ソーダ、コークス炉ガス由来の副生水素が最も一次エ

ネ換算係数が低い。再エネ由来の水電解水素は発電時のエネルギーロスを見込まないため、

相対的に一次エネ換算係数は小さい。日本の電源構成を反映した電力による水電解（日本

MIX）は発電時及び水電解時に大きくエネルギーをロスするため最も一次エネ換算係数が大

きい。気体水素と液体水素輸送を比較すると約 0.7MJ の違いがある。 

また、足元の水素ステーションにおける製造方法を踏まえた化石燃料由来の水素、及び再

エネ由来の水素 100%の一次エネルギー消費量を推計した。推計にあたり、表 2-61 の仮定

を置いた。化石燃料由来水素に関しては国内プロセス由来のエネルギー消費量のみを考慮

したパスも推計した（再エネ由来水素については元々国内プロセスのみ）。この時、副生水

素については苛性ソーダや鉄の製造時に利用する水素を各種燃料（重油や LNG など）で代

替した場合のエネルギー消費量の差分を副生水素の製造エネルギー消費量としており、国

内分のエネルギー消費を特定することが困難であったため、LPG、LNG、メタノール改質の

みを対象とした。 

化石燃料由来水素、化石燃料由来（国内分のみ）、再エネ由来水素の一次エネ消費量はそ

れぞれ 1.79 MJ/MJ、1.65 MJ/MJ、1.59 MJ/MJ であった。 

 

表 2-61 一次エネ消費量（水素）推計における仮定 

化石燃料由来水素  足元の製造方法の比率で加重平均値を算出。 

 副生水素については、コークス炉、苛性ソーダ製造におけ

る副生水素を 1:1 として想定。 

再生可能エネルギー

由来水素 

 国内での製造工程のみを考慮（国外工程は考慮しない） 

 電源としては太陽光発電（オンサイト）、風力発電（オンサ

イト、オフサイト）を想定。 

 オンサイト製造では経済性を優先するとしてアルカリ水電

解法、オフサイト製造では出力への追従性を優先するもの

として PEM 水電解法を想定。 

 

 

図 2-14 足元の水素ステーションにおける水素製造方法 

出所）経済産業省、第 5 回 水素・燃料電池戦略協議会資料 1、p27、2015 年 11 月 
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図 2-15 エネルギーパス別の一次エネルギー換算係数 

※1 ＠CP はオフサイトの水素製造、@SS はオンサイトでの水素製造を意味する 

※2  CHG 充填は気体での水素輸送、LH 輸送 CHG 充填は液体での水素輸送を意味する 

※3 「足元の加重平均（国内のみ）」は LPG、LNG、メタノール改質の国内プロセス由来

のエネルギー消費量のみ計上した推計値 

出所）「総合効率と GHG排出の分析」（JHFC）より作成 
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図 2-16 WtT相対燃費の算定方法 

※点線囲みは国外での工程 
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水素燃費
（km/kg)

ガソリン換算
0.26

（kg/L）
× ×

水素製造～充填効率
4.167（＝1/0.24）

化石由来水素

燃料電池自動車

WtW燃費F＝

再エネ由来水素

原油採掘
効率

原油輸送
効率

ガソリン
精製効率

ガソリン
輸送効率

ガソリン
給油効率× × × ×

0.875
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図 2-17 WtT相対燃費の算定方法（国内工程のみ） 

 

TtW燃費

ガソリン燃費
（km/L)

水素燃費
（km/kg)

ガソリン換算
0.26

（kg/L）

WtT効率

ガソリン車

WtW燃費G＝
×

燃料電池自動車

WtW燃費F＝ × ×
水素製造～充填効率
0.625（＝1/1.60）

水素燃費
（km/kg)

ガソリン換算
0.26

（kg/L）
× ×

水素製造～充填効率
4.167（＝1/0.24）

化石由来水素

燃料電池自動車

WtW燃費F＝

再エネ由来水素

ガソリン
精製効率

ガソリン
輸送効率

ガソリン
給油効率× ×

0.920
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また、ガソリン、水素の低位発熱量を用いて燃料電池自動車の TtW 燃費のガソリン換算

係数を算定すると、以下のとおりとなる。 

 

ガソリン低位発熱量：31.33MJ/L 

水素低位発熱量：120MJ/kg 

TtW 燃費換算係数＝31.33（MJ/L）/120（MJ/kg）＝0.26（kg/L） 

 

以上を踏まえ、燃料電池自動車のガソリン相対燃費は以下のとおり計算される。 

 

表 2-62 燃料電池自動車のガソリン相対燃費算定式 

水素種類  ガソリン相対燃費算定式 

化石燃料由来水素 国外工程含む （水素燃費×0.26）×0.575／0.875＝水素燃費×0.17 

国内工程のみ （水素燃費×0.26）×0.620／0.920＝水素燃費×0.18 

再エネ由来水素 国外工程含む （水素燃費×0.26）×4.167／0.875＝水素燃費×1.24 

国内工程のみ （水素燃費×0.26）×4.167／0.920＝水素燃費×1.18 
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