
2050年のカーボンニュートラル実現に向けた
LPガス産業の模索

令和３年４月
経済産業省

資源エネルギー庁石油流通課



１．カーボンニュートラルの目標
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令和2年10月26日 菅総理の所信表明演説

（略）我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、
すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、
ここに宣言いたします。

パリ協定（2016年11月発効）
●地球環境のCO₂排出抑制の取り組みについて定めた京都議定書（1997年）の後継となる国際的
取り決め。先進国、中国、インドを含めた、主要なCO₂排出国が加盟している。

（⇐ 米国はバイデン政権で再加盟する見込み。）

●世界の平均気温の上昇を、産業革命当時の気温より、＋２℃までに抑制する。
さらに＋1.5℃までに抑制するように努める。
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世界のエネルギー起源CO2排出量（2017）

【参考】 ＣＯ₂排出量国別内訳 （エネルギー基本政策分科会資料抜粋）



２．都市ガスで検討されている対応（2050年に向けたガス事業の在り方研究会）
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●業界は、CO₂と水素を人工合成させて合成メタンガスを生成するメタネーションに注力。
●メタネーションによる合成メタンガスもしくは、水素を都市ガスのガス管に混入し、徐々に混入量を増加
させていくことで、低炭素化を進めていくことを検討。

●合成メタンガスは熱量が低いため、将来、都市ガスの標準熱量を45MJから40MJに引き下げる予定。

都市ガスへの水素・合成メタン混合のメリット・課題（第二回在り方研究会資料より抜粋）

メリット 課題

水素混合  水素の初期需要創出効果
 CO₂分離回収やメタネーションのプロセ

スが不要なため、製造コストは合成メ
タンより安価

 需要機器の熱量調整

 特殊需要（浸炭、超高温加熱炉、燃料電池、
ガスエンジン等）への対応

 計量方法変更（体積から熱量へ）

 混合許容範囲が限定的で低炭素化効果が
小さい

合成メタン
混合
（メタネーション）

 水素混合の課題の多くを回避可能

 既存都市ガスインフラがほぼそのまま
活用できる

 混合許容範囲が大きく、低炭素化効
果も大きい

 CO₂分離回収やメタネーションのプロセスが
必要で製造コストは水素より高い

 安価で効率的なCO₂分離回収が必要

メタネーションによる合成メタンをガス管に混入する実証を2021年度から実施予定
2030年に、5％～20％のCO₂削減を目指す方針



【参考】 都市ガスで検討されている低炭素化オペレーション
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発電所や工場から排出される
二酸化炭素を回収

触媒を通じて
合成Ｈ2 ＣO2

ＣO2

メタンガス（CH4）
が生成

Ｈ2 水素

二酸化炭素

【メタネーション技術】

メタネーションで生成されたメタンガスを都市
ガスに混入して供給し、徐々にその混入量
を増加させていく見込み

豪州産の褐炭から水素を生成。
生成過程で発生する二酸化炭素は回収する。

世界初の水素運搬船
「すいそ ふろんてぃあ」号

水素基本計画では、
現在、100円/N㎥ (≓110万円/㌧) を
2030年には30円/N㎥（≓33万円/㌧）まで
引き下げることになっている。



３. 海外におけるLPG産業のカーボンニュートラルへの対応
●カーボンニュートラルへの対応のため、欧米では植物由来のバイオLPガス生産に取り組まれている。
●バイオLPガスは、販売事業者によってブランド化され、プレミアム価格で販売されている。
●長期的には、欧州ではLPガス需要の９割をバイオLPガスで供給する可能性。（世界LPG協会報告書の見解）

事業者 国 生産量（千トン/年） バイオLPガスのブランド名

AltAir Fuels 米国 7

Renewable Energy Group 米国 1.3 Bio Propane

Valero: Diamond Green Diesel 米国 10 Renewable naphtha

Global Bioenergies デンマーク 0.1 Isonutylene（販売事業者：Butagaz）

Repsol スペイン 2018年に生産開始

Total フランス 30

Eni イタリア 20 Green LPG

Irving Oil アイルランド 3

Neste Oil オランダ 90 Bio LPG（販売事業者：SHV Energy）

PREEM スウェーデン 15 Ecoblem（販売事業者：AGA）

Biomix（販売事業者：Kosangas）

バイオLPガスの生産（2018年）
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※2018年の全世界でのバイオLPガス生産量は約20万㌧/年
※※2019年の欧州LPG協会加盟国のLPG需要は1700万㌧/年であり、今後のガス機器の高効率化や

他燃料への燃転が進むことにより、2050年は1200万㌧/年（▲30％）と予測されている。
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【参考】 欧州LPガス協会資料 “BioLPG A Rnewable Pathway Toward 2050”より抜粋

世界のバイオLPGの生産能力は、拡大しつつある。

 米国・南米：95.5万トン/年（さらに、100万トン/年の工場が計画中）
 欧州：365.5万トン/年
 中国：32万トン/年
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（参考）LPガスに係る論点 令和３年3月２日 資源燃料分科会資料抜粋

（位置づけ）
• LPガスは、引き続き国民生活・経済活動に不可欠。昨今の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえると、石油とと

もにエネルギー供給の「最後の砦」として、平時のみならず緊急時にも対応できる強靱なLPガス供給体制確保
の重要性は変わらない。

• 一方、2050年カーボンニュートラルに向けて、LPガスは、CO2排出が比較的低いという特性を有している。

（今後の政策の重点）
• 今後、以下に重点を置いて、政策を検討すべきではないか。

 引き続きLPガス備蓄日数を維持するとともに、危機発生時における機動力を更に向上させる。
 大規模災害に備え、中核充填所の設備強化を更に進めるとともに、重要施設における燃料備蓄等の需要
サイドの更なる強靱化を促進する。

 LPガスの最終供給体制確保のため、LPガス産業の収益力向上を後押しする。
 LPガスのグリーン化に向けた取組を後押しする。



これまでの取組 課題整理 対応の方向性（案）

（参考）LPガスの取り組みの整理 令和3年3月2日 資源燃料分科会資料抜粋

 エネルギー移行に伴い、国内需要の
減少の可能性。

 引き続き、ヒューストン沖の濃霧など、
ＬＰガスの調達制約が発生するリスク。

 緊急時に円滑に国家備蓄放出ができ
る体制の整備が不可欠。

 避難所等における燃料備蓄等、災害
時の燃料供給に万全の体制を確保す
ることが必要。

 LP備蓄の日数を維持しつつ、
業界やJOGMECと連携しつつ、
国家備蓄放出の業務オペレー
ションを具体化。

避難所等の重要施設における
自衛的備蓄や中核充填所の
新設・機能拡充を引き続き後
押し。

 調達先の多角化を推進。
 LPガス備蓄の確保。

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
備
蓄
の
確
保

・
機
動
性
向
上

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
グ
リ
ー
ン
化
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 欧米では植物由来のバイオＬＰガス
生産が商用化。日本では未だ商用化
されておらず、原料調達や生産性向
上等が課題。

 プロパネーション技術は、合成に必要
な触媒が未開発であり、副生成物の
抑制等も課題。

バイオＬＰガスや合成プロパン
ガス（プロパネーション）等のグ
リーンLPガスの社会実装に取り
組む産業界の取組を後押し。

 エネファーム、LPガスコージェネ
レーション、ガスヒートポンプエア
コン（GHP）等の利用拡大。

 CO2排出削減策として、省エネ
ルギーにも資するスマートメー
ターの導入促進により、配送合
理化等を後押し。

 スマートメーターの導入等によ
る検針・配送業務の効率化・
合理化等を後押し。

 人手不足の深刻化。
 サプライチェーンにおける省エネルギー
化を進めていく必要。
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４．カーボンニュートラルに向けたLPGの模索
①グリーンLPGの開発（石油から生成しないLPG生産）

 プロパネーション（水素と炭素を合成して生成される合成プロパンガス）
 バイオLPG（欧州では今後の主力とみられている）

②CO₂排出量を相殺する方法
 植樹
 CO₂排出権の購入（CO₂排出量の相殺）

③LPG産業サプライチェーン全体での低炭素化の推進
 LPGタンカーの燃転（重油燃料 → LPG燃料）
 配送の合理化

• スマートメーターによる配送頻度の減少
• 共同配送による配送距離の短縮

 省エネ機器（高効率燃焼機器）、エネファーム（燃料電池）の普及

④水素配給業に業態転化
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 日本LPガス協会が事務局となり、水素と炭素の人工合成によるプロパンの合成（プロパネーション）や、欧
州で取組が進んでいるバイオLPガスをはじめとする、新たなイノベーションの検討が開始。

 プロパネーションはメタメーションのように、合成に必要な触媒が開発されておらず、また、バイオLPガスについては、
原料調達や生産性向上等の課題が存在。

グリーンLPガス

産業界で検討が開始されたグリーンLPガスの生産技術イメージ

ガス化・ガス精製 ガス精製・圧縮 触媒反応

（出典：（独）産業技術総合研究所）

【参考】 グリーンＬＰガス研究会 （12月2日資源燃料分科会資料 抜粋）



FT合成反応
【プロパネーション】

③メタノール経由の間接製法【ブタネーション】

【参考】 グリーンLPガスの生成可能性

CO2

H2

CO
改質処理
逆シフト反応でCOに
変化

C3H8

プロパン

生成率
30％

CO

CO H2
H2O CO2 SOEC処理

（個体酸化物水電解）

①従来のメタネーションを
参考にした生成方法
【プロパネーション】

②次世代メタネーションを
参考にした生成方法
【プロパネーション】

イソブタン

CH3OH
メタノール C4H10生成率80%以上

（CO2とH2からメタノール生成を経由して、イソブタンまで一つの反応器の中で生成できる。
反応器の中で、CO2をCOに変化させるが、この過程を省略し、直接COとH2を投入したり、またメタノールを投入して生成を進めることもできる。）

大阪ガスが開発中 SOEC処理で、
COとH2が同時に発生

H2

H2

CO

④バイオマスによる生成方法

家畜の糞尿や下水等の汚泥
メタン発酵 Bio

Gas

バイオガスの発生（成分の多くはメタン）

Bio
Gas 生成率50% C3H8 プロパン

生成率90%以上

バイオガスの改質製法
DME

ジメチルエーテル

CO2
逆シフト
反応CO2 H2 DME
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【参考】 グリーンLPG生産技術の比較
プロパネーション

（FT合成）

ブタネーション
（メタノール経由の間
接製法）

バイオLPG バイオDME

生産量 大量生産 大量生産 少量生産 大量生産

原料 一酸化炭素＋水素
（SOEC処理を入れる場合は、
二酸化炭素＋水）

二酸化炭素＋水素
or

一酸化炭素＋水素

植物系廃棄物、家畜の糞尿等から発生するバイオ
ガス

特徴、
課題

未だ研究されていな
い技術であり、今後、
触媒の開発が必要。
合成の際に、700℃
の高温となるため、
触媒が劣化する問
題がある。また、固
形の残渣除去の保
守管理コストがかか
る。

事業化には、安価な
水素や再エネによる
安価な電気が必要。

工場建設に莫大な
費用がかかる。

高い生産性が期待で
きる。FT合成より低温
（280℃）で合成でき、

また、残渣が液体であ
り、生産設備の管理
がし易い。

最終生成物がイソブタ
ンであり、LPガスとして

の用途が限られること
が課題。

一方、プロパン生成の
可能性もある。

自然物が原料であるため、
安定的に、大量に原料を
調達することが困難。さら
にメタン発酵によるバイオ
ガスからの生成の場合、
時間がかかるため、少量
生産しかできない。

郊外での地産地消向きで、
生産コストが安価であり、
小規模ながら、事業化で
きる可能性がある。

LPガスと物性が似ている

可燃性ガス。エアゾール
缶等で使用されている。
高濃度で使用すると、ゴ
ムを腐食する特性があ
り、ガス機器からの漏洩
による火災リスクがある
ため、LPガスの完全代

替は困難であるが、１割
程度の混合であれば可
能。

バイオ工程による生産と
しては、生産性が高いた
め、量産が期待できる。



５．CO₂排出量を相殺する方法
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植樹でLPG年間需要量のCO₂発生を相殺しようとした場合の試算

 LPG 1kgあたり燃焼時のCO₂排出量 ＝ 3kg
 LPG年間需要量1400万トンが燃焼したときのCO₂排出量 ＝ 4200万㌧
 杉の成木１本あたりの年間CO₂吸収量 ＝ 14kg
 4200万㌧／14kg ＝ 30億本 ⇐ LPG年間需要量を燃焼した際に発生するCO₂を相殺する杉の本数

CO₂排出権の購入でLPG年間需要量のCO₂発生を相殺しようとした場合の試算

 LPG 1kgあたり燃焼時のCO₂排出量 ＝ 3kg
 LPG年間需要量1400万トンが燃焼したときのCO₂排出量 ＝ 4200万㌧
 現在のCO₂排出権１㌧あたりの単価 ＝ 現在の目安で2000円/CO₂㌧
 4200万㌧ × 2000円/CO₂㌧ ＝ 840億円 ⇐ LPG年間需要量を燃焼した際に発生するCO₂を相殺

するCO₂排出権の購入費
（１世帯の年間LPG消費量が、20㎡/月×12か月＝240㎡（≒480kg）とすると、
世帯あたりの年間CO₂排出量は1.5㌧となり、年間の世帯あたり負担額は3000円となる）



【参考】 LPG小売事業者によるCO₂排出権（J-クレジット）を活用した
カーボンニュートラル商品の事例
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CO₂排出権（J-クレジット）をイーネットワークシステムズから
三ッ輪産業に販売
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６. 水素配給事業（環境省による宮城県富谷市水素サプライチェーン実証事業）

●太陽光発電で、水を電気分解して水素を取り出し、合金に水素を吸蔵させる。
●水素吸蔵合金を消費者に定期的に配送し、消費者の燃料電池で使用された合金を回収。
●水素吸蔵合金は危険物では無いため、誰でも扱えるメリットがあるが、エネルギー密度がLPGよりかなり
低いため、週２回の消費者への配送が必要になっている。

実証事業では、生協が配送。
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