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2009年8月供給構造高度化法・非化石エネルギー法施行

2010年6月エネルギー基本計画

「ＬＰガスについてもバイオガスとの混合利用等により非化石エネルギー源の利用に取り組む」の記載

2010年11月19日供給構造高度化法 基本方針改正（経済産業省告示第238号）

特定エネルギー供給事業者にバイオ導入目標を定め、計画・報告を義務付けられたが、LPガス
は技術的、経済的に実施不可能として規制枠外となったが、燃料製品供給事業者のうち、石油
ガスの製造をして供給する事業を行う者は、「安定供給並びにバイオガスの賦存量及び経済性等
の制約も留意しつつ、石油ガスにバイオガスから製造される燃料を混和して利用することにより
非化石エネルギー源の利用に取り組むこととする。」とされた。
※石油、都市ガス、電力がバイオ導入の対象

日本LPガス協会は供給構造高度化法施行を見据えた時点で、LPガスのバイオ化検討
を開始
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メタノール合成プラント

• 浮遊外熱式（農林バイオ３号、清水建設）
• 流動床（タクマ他）
• ダウンドラフト（ヤンマー、川崎重工他）

バイオマス原料

• 廃棄物（産業廃棄物、下水汚泥等）
• 木材チップ、食品残渣
• 資源作物
• 熱量、水分、灰分、融点の違い

LPガス業界のオプションとして
①バイオメタノールをLPガスに混合（冬季凍結防止用にプロパンに混合中）

混合上限濃度2,400ppm（日協品質ガイドライン）
→ 供給構造高度化法への適合可能性
更に高濃度の場合はバイオメタノールからのDME合成 → 最大9％まで混合可能
（安定供給、インフラ、価格が課題）

②バイオガス(発酵･ガス化ガス)にLPガス混合 → 不安定なバイオマスの100%利用
高度化法の範囲外であるがLPガスの新規需要に繋げる可能性

【課題】
LPガス混合に適した品質のバイオメタノールの安定供給確保と低価格化

国内での地産地消型小規模プラントの全国展開の可能性
原料調達、コスト、LCA評価（事業主体、自治体支援、自己資金、補助制度等）
海外大規模プラントからの共同輸入可能性
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原料バイオマス

家畜排泄物
８，９００万トン

下水汚泥
（濃縮汚泥）

７，５００万トン
食品廃棄物

２，２００万トン

廃棄紙
１，６００万トン

パルプ廃液
（乾燥重量）

１，４００万トン

製材工場等残材
５００万トン

建設発生木材
４６０万トン

林地残材
３７０万トン

農作物非食料部
（稲わら、もみがら等）

１，３００万トン

バイオマス分散発電（ＬＰガスの需要開発）

メタノール（2400ppm）
DME（9％）

バイオマス液体燃料混合方式
（供給構造高度化法の対応）

ガス化 プロパン
混合

家庭・業務用
工業用

ＬＰガスのバイオマスの利用モデル

LPガス混合
（約27%）

・余剰バイオガスは燃焼処理
・十分な有効利用がされていない

メタン発酵 CO2除去
精製

自家発電
売電

（都市ガス混合）
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4LPガス産業の2025年ビジョンでの位置付け（1）

パラ
ソル
ヒーター

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

←需要想定WG→
20252018 2022

2025年の総需要量として、1,500～1,600万t を目指す。

家
庭
・
業
務
用

産
業
用

化
学
原
料
用

配送車

エネファーム
発電機

鋼製容器

1,600万t ①:②に加え、LPG燃料船など、新規需要が実現した場合
1,500万t ②:需要拡大への取組みが十分に機能した場合
1,400万t ③:現需要想定 ベースの進捗で推移した場合

都
市

ガ
ス
用

自
動
車
用

※2 エネ庁:石油市場動向調査WG
「液化石油ガス需要見通し」 (H30/4)

※2

ガス乾燥機

ガス床暖房

内航船タンカー

大型電源車

タンクローリー

(西豪州)
等

(中東) (米国)

バルク

電
力

外航タンカー

●

1
,4

1
5

万
t

1
,4

4
3

万
t

1
,4

3
3

万
t

1
,4

2
3

万
t

BBQ

バルク
配送車

LPガス燃料船舶開発LPガス版スマートハウス

1716

ガスファンヒーター

高効率
給湯器

●

体育館用GHP

FRP容器
災害対応型バルク

自家発電

燃転(LPガスバルク・ボイラ等)

●

●

●●

●

●

●

農業用GHP等

非常用
発電機

新たなサービスの提供等も加わり、
お客様から、選ばれるエネルギーへ

環境にやさしいエネルギー
(燃料転換に加え、IMOによる環境規制強化への対応)

●

●

マルチ

JPNタクシー

コジェネ

GHP

※1 「⾧期エネルギー需給見通し」で想定される最終エネルギー消費に占めるＬＰガスの割合(約5%)に対し ＋0.5～+1.0%の水準

※1

炊き
出し

ガス
スト
ーブ

カセット
コンロ

ポータブル
発電機

ステーション

500万t

1,000万t

快適で豊かな暮らしのサポート促進
(省エネ・省CO2性能に優れた高効率機器等の普及促進)

災害時における「最後の砦」
(GHP(ガスヒートポンプ)・LPガス発電 等による社会の重要インフラへの冷暖房化、電力の供給)

お客様への新たなサービスの提供
(IoT技術の活用による国内物流の効率化、FRP容器等の新たなサービスの提供)



5LPガス産業の2025年ビジョンでの位置付け（2）

日本LPガス協会は、LPガスのさらなる「安定供給確保」に向けた供給ソースの多様化を
進め、「LPガス品質と安全の維持・確保」を図っていくと共に、以下のポイントを重点に据え、
『2025年ビジョン』の実現化に向けて取組んで参ります。

①快適で豊かな暮らしのサポートを促進します
エネファームを始めとする家庭用高効率機器や暮らしに役立つLPガス設備の普及促進
により、快適で豊かな、潤いのある生活をサポートします。

②災害時における「最後の砦」として人々の暮らしを支えます
災害に強い分散型エネルギーとしての強みを活かし、GHP(ガスヒートポンプ)とLPガス
発電の組合せによる学校教室、体育館等、社会の重要インフラへの冷暖房化推進に
よって、電源喪失時等の非常時でも人々の暮らしを支えます。

③環境にやさしいエネルギーとしてクリーンな社会を創造します
クリーンで環境にやさしいエネルギーとしての特性を活かし、石油系燃料等からの燃料
転換に加え、IMO(国際海事機関)の環境規制強化を受けたLPG燃料船の普及に
向けた取組みを、関連業界と連携して進め、地球温暖化への貢献に繋げます。

④お客様への新たなサービス提供を目指します
IoT技術の活用等を通じて国内物流の合理化を進め、FRP容器を始めとする新たな
サービスを創出・提供することで、お客様から選ばれるエネルギーとなることを目指します。

LPガス用GHP LPガス発電機

エネファーム

LPG燃料船

以上の取組みを通じ、2025年の総需要量として、1,500～1,600万t を目指します。

次世代LPガス集中監視システム



再生可能エネルギー利用の推進及び共生

エネルギー供給事業者
（非特定事業者）

として必要な対応を検討
エネルギー供給構造高度化法は、エネルギー
の安定供給・環境負荷の低減といった観点から、
電気やガス、石油事業者といったエネルギー供
給業者に対し、非化石エネルギー源の利用を
拡大するとともに、化石エネルギー原料の有効
利用を促進することを目的としている

世界LPガス協会(WLPGA)を通じた情報収集

国内外のエネルギー施策の変化を継続注視

第五次エネルギー基本計画(2018年7月3日閣議決定）
ー2030年のエネルギーミックスの確実な実現に全力を挙げるー

《 再生可能エネルギーの位置付け 》
⾧期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していく

重要な低炭素の国産エネルギー源

2030年のエネルギーミックス
非化石(再エネ＋原子力)電源比率 ➡ 44%以上

その内、再エネ は 22～24％

これまでの検証内容を共有

同法にて明確な対応は求められていな
いが、業界として可能範囲内で柔軟な
対応を行う

(個社基地での
太陽光発電導入事例）➡

個社の対応を把握

他業界実施例の調査・認識

出所:日本LPガス協会
「LPガス産業の2025年ビジョン」
2018年11月29日
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①LPガスは供給体制が万全な分散型エネルギーであり、持続可能（サステナブル）な強みを将来的にも
持ち続けることから、発展した社会と人々の豊かな暮らしを継続的かつ安定的に支えます

LPガスの供給源は多様化し、盤石な備蓄体制もあり、先進的なLPガス技術と保安体制は整備しており、国際的な交流
も進んでいます。再生可能エネルギーの検討を進めることで、ネットゼロエミッションのLPガスの研究を行います。

②IoT、AI等の先進的スマート技術や革新的技術開発によるLPガスの合成を進め、マイクログリッド構築に
必要なLPガス用発電機器等の設置を推進することで、分散電源化にも積極的に対応します

LPガスはサステナブルな物流を維持するためのIoT、AIの導入を進め、低炭素化・水素化社会に向けた革新的な技術
でCO2フリーLPガス合成の検討を進めると共に、LPガス電源の分散型マイクログリッドとの連携も進めます。

③サステナブルな社会を構築するには、分散型エネルギーであるLPガスが災害時や平時にも電力のバック
アップをすることが必要であり、エネルギーセキュリティの観点からもLPガスは社会に貢献し続けます

これまでに進めてきた災害バルク、非常用発電機、LPガス仕様のGHPの設置及びLPG自動車の普及はサステナブルな
社会の構築には不可欠であり、レジリエンス強化の切り札になることから分散型エネルギーであるLPガスがバックアップとして
存在することで国土強靭化は更に確実なものになります。

④LPガスは本質的にCO2排出量が低く、環境に優しいエネルギーですが、更にLPガス産業全体のネットゼロ
エミッションに向けた取り組み等を進め、低炭素化社会に大きく貢献します

高効率燃焼機器の普及促進や燃料転換による環境貢献やLPG燃料船によるSox、CO2削減に向けた更なる貢献が
期待されることに加え、温室効果の低いLPガスのフロン代替やZEB、ZEHへの積極的な取組みによりネットゼロエミッション
に向けた取り組みも進めます。

クリーンで災害に強い分散型エネルギーというLPガスの特性を更に高め、国連が掲げるSDGs目標に沿う 持続可能社会

実現に貢献するために、再生可能エネルギーとの共生、レジリエンスの強化、輸送用燃料の積極的活用に加え、新たな

イノベーションを生み出し、社会実装に直結する取組みを業界一丸で進めます。

ポジティブにLPガスを使うという相互補完的なエネルギーバランスをとることが必要です

「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献について」（日協ＳＤＧｓ）
で示した方向性(1)

出所:日本LPガス協会
「日協SDGｓ」
2020年6月10日
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貯蔵や搬送が簡便なLPガスは、社会資本的に見て経済性に優れたインフラを
構築出来る分散型エネルギーであり、盤石な安定供給体制が整っている。又、
我が国では先進的技術や安全対策技術が極めて高い水準で確立されており、
積極的な国際交流も進んでいる。継続的なバイオマスの検討に加え、太陽光、
風力発電等による低炭素・脱炭素化に向けた再生可能エネルギー利用の
取組みを進めることを通じ、エネルギーの安定供給に貢献する。

8「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献について」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性(2)

2018年に日本LPガス協会がプレスリリースした「LPガス産業の2025年ビジョン」（第4次改訂版）では、LPガスの再生可能
エネルギー利用について、今後対応の可能性を含めた検討を行うことを表明した。

日本LPガス協会は、上述の立場表明とは別に、2010年「エネルギー供給構造高度化法」への 対応を検討するために、再生
可能エネルギー利用の一環として、バイオマス利用の方法を、以下二通り検討してきた。

①LPガスのバイオマス液体燃料混合方式（LPガスにバイオ燃料を混合する方式）
供給構造高度化法への適合可能性を示したもので、a)冬季凍結防止のためにLPガス中に混合するメタノール（上限
2,400PPM）をバイオ化すること、b)さらに高濃度の混合が必要な場合には、バイオメタノールから合成されたLPガスと性状の
似るDME（ジメチルエーテル）を最大９％LPガスに混合する方式。

②LPガスのバイオマス分散発電への有効活用（バイオガスにLPガスを混合する方式）
供給構造高度化法で示されたLPガスへのバイオマス混合方式ではないものの、発酵、木質改質等で得られる発熱量の不安

定なバイオガスにLPガスを混和させて調整・安定させ、汎用エンジンでの発電に用いようとする方式であり、施設園芸等への
用途開発が可能である。現在、この動きはLPガスの需要開発の一つの手段として、個社の対応に委ねられている状況。

日本LPガス協会においては、これら対応策をベースに、研究機関や大学を含めた産学官との連携を強めること等により、太陽
光発電や風力発電を含めた更なる再生可能エネルギーへの取組み対応を今後も進め、LPガスが将来的に進む方向性を
探ることとする。



「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献について」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性(3) 9

LPガスの強靭な物流インフラを維持、整備するために必要な革新的かつ先見
的なIoT、AIの導入は、インフラの効率化と共に、お客様への高付加価値
サービスを創造する。更には、革新的技術の取り込みにより、人工光合成、
バイオLPガス合成、プロパネーション等LPガスを低炭素・脱炭素化する新たな
方法を検証する。電気の広域ネットワークインフラは、将来的にマイクログリッド
化（地産地消）に向けて大きく舵が取られることになる。革新的技術の導入と
非常用発電機の常設やコジェネの普及をベースにマイクログリッドの一翼を
担い、電気とスマートに共生していく社会の実現を目指す。

LPガスの合成は2016年に北九州市立大学により、一酸化炭素と水素をフィッシャートルプシュ反応で メタノール合成し、
炭化水素を発生する方法と、一酸化炭素或いは二酸化炭素と水素の反応により得られるメタノールを更に水素化することで
炭化水素を製造する方法についての特許が出願登録されており、バイオ原料からLPガスを製造する背景技術は確立して
いる。

都市ガス産業は、将来の再生可能エネルギー大量導入時に発生する余剰電力などを活用したCO₂フリー水素と、回収した
CO₂とを合成してメタンを製造する「メタネーション（合成メタン製造）」 技術を軸にした、⾧期的な環境対応を打ち出して
いる。

炭化水素を合成するこれらの革新的技術が既に開発されているか、或いは具体的な研究が行われていることから、LPガス
産業も更なる技術革新を進め、人工光合成、バイオ原料からのLPガス 合成或いはCO₂フリー水素と二酸化炭素からLP
ガスを製造する「プロパネーション」、「ブタネーション」（合成LPガス製造）技術の開発も視野に入れ、研究機関や大学を
含めた産学官連携の強化を図りつつ、対応を目指すこととする。（本項はSDG7の再生可能エネルギーの役割にも密接に
関係する。）

又、来るべき水素化社会を確実に実現するためには、革新的なイノベーションがもたらすCO₂の再生やCO₂フリー水素技術の導
入を取込むことで全ての産業が水素との連携を深めることが重要であるものの、水素社会も災害時には安定したインフラ確
保が必要である。分散型エネルギーの特性を持つLPガスが水素を補完し、スマートに共生するという現実的な考え方が、電気と
同様に重要である。



「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献について」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性(4) 10

(HiBD研究所資料より引用）

人工光合成（経済産業省ＨＰ:CO2を”化学品“
に変える脱炭素技術）を参考に作成

メタネーション（経済産業省ＨＰ:地球温暖化対策の新たな一手
技術開発に向けたNEDOの取り組み～メタネーション技術～）

プロパネーション、ブタネーション
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2018年1～5月にかけてWLPGAがアトランティック
コンサルティングに委託して、バイオLPガスのマーケット、
原料、プロセス技術、進行中のプロジェクト及び環境
アセスメントを調査したもの。

バイオLPガスは目を見張る進化を遂げている。過去4年間で生産量は約50％増⾧し、
年間約20万トンとなっており、バイオLPガスの名前で販売が欧州、米国で開始されている。

この数字は市場での化石ＬＰガスの僅か1％に過ぎないが、着実なスタートを切っている。
加えて、必要とされる動きでもある。現在、LPガス業界は政府、顧客両面に対し、競合
するエネルギーと調和した「バイオ信頼性」を示す選択肢がある。

短期的には、将来的に最大の潜在力があるのは、併産プロセス、即ち既存の製油所が
既存の水素化処理装置を使ってバイオLPガスを作ることである。この方法は、LPガス供給
ネットワークと既につながっている既存の生産設備を使うことが出来るため魅力的な方法 で
あり、これは、「簡易」的な方式である。既に併産プロセス生産している製油所もあるし、そう
でない製油所も生産の可能性を調査している。

同時に、バイオLPガスは二つの大きな課題に直面している。一番目の課題は、政府の
バイオ燃料への政策が、特に欧州で一貫性が無いことである。ほんの十年前には、数か国
はバイオ燃料に直接補助金や奨励金を交付した。これは、バイオのコストが高いために義務
化せざるを得なかった、言い換えればバイオ燃料を成立させるために市場シェアの一部を譲り
渡したに他ならない。多くの企業はプロジェクト化に失敗し、倒産した事実は、経済的、
利益的にも不確実性が高かった。最近の不確実性は、欧州政府の植物油に対する政策
である。「食物対燃料」の議論、即ち間接的土地利用の変化と自然生息地の破壊の議論
は、特にパーム油、及び他の植物油も同様に制限や禁止が課せられている。これら原料と
なるものは、現在のバイオLPガス産業の主要な原料であるために、制限が行われたことで、
始まったばかりの産業の発展が損なわれるか、殺される結果となっている。

⾧期的に見れば、更に大きな課題が存在する。もし、バイオオイル（バイオ燃料に
使える）の中でバイオLPガスの最大量が生産されたとしても、LPガス全体量の僅か
２％を代替するに過ぎない。個別のLPガス生産者と供給者にとって、良い機会であるかも
しれないが、産業全体から見て、政府に汚点が付くかもしれない。例えば、欧州連合は
2050年までに炭素排出量を80%削減することを目標としているのに、2％のバイオLP
ガスでは到底目標に及ばないのである。

このギャップに橋を架ける方法は、先進的化学プロセスと呼ばれる方法である。この主要な
プロセスはガス化、熱分解、フィシャー・トロプシェ法とMTG（メタノールからガソリン転換）で
ある。この原料は多量に存在するものであり、農業、林業から出るセルロース系残渣に
エネルギー用途の穀物も加わる。この他に着目すべき原料は、自治体廃棄物である。この
原料は量的には少なく、技術的にも更に複雑になるものの、廃棄物は手軽に調達でき、支
払いも逆有償である。もし、セルロースや廃棄物で真に商業化出来るのであれば、2030
年から2050年には、約1/3の全世界のLPガスが代替されるかもしれない。
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2019年WLPGAが発行した欧州におけるバイオ
LPガスの普及に向けての現況と将来の姿をまとめて
いる。主にオランダのLPガス供給会社であるSHV社
が中心となって編纂された。

LPガスは速やかな省炭素と大気品質の改善につなげることが出来るが、工業、農業及び商業
分野における更なる低炭素化のためには、最終的にバイオLPガスへの転換が必要である。
バイオLPガスは既存LPガスの再生可能な代替物であり、化学的には通常のLPガスと同じ
特性である。バイオLPガスのカーボンフットプリントは石油と比較しても約80％低い。

LPガスを既に使っているビジネスに対しては、LPガスからバイオLPガスへの転換は、既存のLP
ガスボイラーが「そのまま使える」燃料であることから、何の設備改造もなしに使うことが出来る。
バイオLPガスの大部分は、ボイラーの休止期間なしに、既存のLPガスと混合して使える。石油
のユーザーでは、バイオオイルに転換する際には大きな問題が生じる。バイオオイルの原料には
低温閉塞点があり、このことが低温下での問題を引き起こすからである。バイオオイルを使う際の
もう一つの問題は、⾧期間の貯蔵によって酸化と変質が生じることである。バイオLPガスはEU
の持続可能性基準を遵守した数多くの製造工程から生産することが出来る、これらの製造
工程には、オイル、脂肪の水素添加、バクテリア、酵母或いは他の微生物によるグルコースの
発酵が含まれる。

工業及び商業アプリケーションにおけるLPガスの強い需要を現時点で開発することは、将来的
に持続可能なバイオLPガスへの転換を進める強力な機会である。イタリアの流通チェーンは
既に発展しており、そのうちに、バイオLPガスの流通をサポートすることが出来る存在となる。
イタリアには現在、二つの製油所（ポルトマルゲラとシシリー）があり、そこでバイオ燃料が製造
されている。このことは、将来的にバイオ燃料（バイオLPガスの様な）に発展する壮大な可能
性を示唆している。加えて、欧州はバイオLPガスの様なバイオをベースとした燃料の製造を増加
している。フィンランドに基盤を置くネステは最も大きなバイオLPガスの製造者であり、3か所で
約90千トン／年を製造している。

石油、石炭の低炭素代替として、LPガスに転換すること（短期的に）とバイオLPガス（⾧
期的に） 転換することは、ビジネスの低炭素化の手段である。特に、石油の様な高炭素
化石燃料を使用する商業、農業、工業分野の会社に、LPガスとバイオLPガスは継続的排出
削減をもたらす。このやり方は、ブランドメッセージを発しながら、コスト効率よく低炭素を達成す
ることを可能にしている。

このLPガスへの転換は、ビジネスに運営上顕著な恩恵をもたらす。LPガスは製造工程や暖房
の需要を満足するコスト効率の良い解決法である。LPガスは簡単に貯蔵でき、配管供給網
外の燃料として柔軟且つ信頼性を持って、欧州の最も遠隔地にも輸送が可能である。

本報告書はLPガスの転換がこれらのビジネスに対して、どの様な即時成果もたらすことが
出来かを示している。LPガスは石油や石炭の様な高炭素化石燃料から転換の出来る
低炭素代替物であり、比類なき恩恵を持つ、比類なきエネルギーであり、今日の差し迫った
多くの課題の有効なソリューションである。
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2020 年 欧 州 LP ガ ス 協 会 (Liquid Gas
Europe)が発行した欧州における再生可能LPガス
普及の道筋をまとめたもの。これもオランダのLPガス
供給会社であるSHV社が中心となって編纂されたと
思われる。

客観的なシナリオと予測に基づき、アトランティックコンサルティングは欧州ＬＰガス協会に
対し欧州のＬＰガス市場は２０５０年までに１００％再生可能になると結論付けて
いる。

今後30年で欧州のケミカルを除くＬＰガスの需要は、今日の16百万トンから25～
30％減退する。この下落は、2050年に向けての欧州のエネルギー全般のトレンドから、
以下の通り説明することが出来る。

・最終的なエネルギー消費は約1/3に減退するであろう。
・電化は輸送、暖房、冷房分野においてはっきりと主に液体燃料代替として勃興する。
・ガス体燃料消費は減退するが、液体燃料ほど激しくない。
・固体燃料はほとんど消滅する。

この予測は、LPガスが競合する燃料と置き換わる可能性や、それによって得られるマーケット
シェアを考慮していない。しかしながら、欧州委員会は建物の暖房用の油と石炭の需要は、
2020から2030年に約70％減退すると予測している。農村地区の商業、工業暖房の
更なる脱炭素化は、LPガスと共に達成することが可能である。

短期的から中期的には、LPガスは低いカーボンフットプリントと汚染物質の対排出によっ
て、オフグリッドの家庭、商業、工業用の暖房油や石炭を代替すると予測される。しかし、
更にエネルギーの変化を認め、これに賛同する消費者にとっては、手頃な価格で再生可能
なエネルギー源を持つということが極めて重要なのである。

LPガス8～12百万トンに相当する将来の需要は、以下のソースから欧州でバイオLPガスと
して全量製造されることとなる。:

・ほぼ9百万トンはバイオ精製工場、熱処理、ガス化及びpower-to-X技術（精製業者の
オペレーション）から得ることが出来る。

・これ以外の3.5百万トンはバイオガスの転換によって得ることが出来る。
・もし上記のオプションが失敗した場合、ガス産業によってオペレーションされるグリセリン-to-
プロパンやアルコール-to-ジェットの道筋からのpower-to-Xプラント或いは輸入によって
バイオＬＰガスを調達する選択肢もある。

・短期、中期的にはバイオLPガスの相当量は主に脂質のバイオ精製、バイオガス転換、
バイオマスのガス化から 得られると期待している。power-to-X技術は欧州委員会に
よって2030年に欧州市場に参入すると予測されている。このことは、2050年までに
バイオLPガスの適正なレベルの量を確保するためには、LPガス産業は持続可能で再生
可能なガス体、液体燃料の生産に成功するための全ての技術を開発することが必要で
ある。



世界のグリーンLPガス化の動き（4） 出所:アトランティックコンサルティング、
バイオLPガスのプロセス技術とプロジェクト(2018)
E.Johnson

 上記の精製能力はＨＶＯ（水素化精製植物油）バイオディーゼルの生産能力を示している。
 これらほとんどのプラントはバイオディーゼル生産重量の約5-7％のバイオＬＰガスを副産物として生産可能

である。
 これらの能力は、プラントが毎年製造可能な定格量を示しているのであり、実際の生産はこれらより低い。

14
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DMEの製造（米国Oberon社の小規模製造プロセス）

DMEの製造プラント（カリフォルニア州政府の
サポートによりスケールアップ）

米国Oberon社はカリフォルニア州の政策補助により、主に輸送部門においてDMEをプロパンと混合するプロジェクトを進め、
2020年夏には家畜ふん尿や産業廃棄物からの製造プラントの建設に入り、2021年にrDME（再生可能DME)を生産して
いる。

rDMEは輸送用燃料としてプロパンの二酸化炭素排出原単位を大きく削減する方法となる。カリフォルニア州だけで見ても、
6,000～7,000台の自動車（プロパン25百万ガロン）、49,000台のフォークリフト（プロパン40百万ガロン）がプロパンで
走っている。

輸送機器に使われているプロパンの二酸化炭素排出原単位は83であり、2030年までに許容可能なレベルを超える可能性が
ある。Oberonのプロセスで毎日出るバイオガス（二酸化炭素排出原単位-150）から作られるrDMEの排出原単位は-278
であると計算している。

メタンの排出をカーボンネガティブ燃料や排出ガスゼロに転換するにはDMEが適切である。再生可能原料から製造される場合、
再生可能DMEは68～101％の温暖化ガスの低減に寄与する。バイオガスから作られたDMEの二酸化炭素排出原単位は、
ディーゼルの95に対して-278であると試算されている。

廃棄物から作るrDMEをプロパンに5％混合するだけで、プロパンの二酸化炭素排出減退は83から65に削減することが
可能になる。20％まで混合すれば、rDME／プロパン混合の二酸化炭素排出原単位は11になる。
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令和２年１０月３０日 

 

日本ＬＰガス協会

 

グリーンＬＰガスの生産技術開発に向けた研究会の立ち上げについて 

 

1. 研究会立ち上げの目的 ： 

エネルギー分野におけるカーボンリサイクルや水素、再生可能エネルギー、バイオ燃料を

始めとするカーボンニュートラル社会に向けた技術開発の流れが社会全体で急速に強まって

いる。 

分散型エネルギーとしての強みを有するＬＰガスに関しても、これらの先端技術を利活用した

「グリーン燃料」としてのＬＰガスの安定利用に繋げて行くためには、産・官・学が相互に連携

し合い、スピード感を持って技術開発を進めて行く必要がある。 

 

係る背景のもと、日本ＬＰガス協会では、水素と炭素の人工合成によるプロパン合成（プロパ

ネーション）や、欧州で取組みが進んでいるバイオＬＰガスを始めとする新たなイノベーションを

ＬＰガスの分野でも生み出して行く上で必要な最新の知見や技術を整理し、関係者間での情報

の共有化を図って行くこと等を通じ、カーボンニュートラル社会の実現に向けた一助となることを

目的として、経済産業省、大学研究者、全国ＬＰガス協会、産業技術総合研究所を始めとする

有識者で構成する研究会を立ち上げ、来年３月を目途に報告書をまとめることとする 

 

２．研究会構成員 ： 

【正メンバー】    

（座長） 早稲田大学 先進理工学部 応用化学科 関根教授 

・ 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課 橋爪企画官、家田課長補佐 

・ 産業技術総合研究所 坂西博士 

・ 全国ＬＰガス協会 村田専務理事、田中常務 

・ 日本ＬＰガス協会 吉田専務理事、調査部会長、品質部会長 

【オブザーバー】  

・ 民間研究機関  エンジニアリング会社等、３～４社 

  ・ ＬＰガス卸小売会社 全国ＬＰガス協会の推薦会員会社 

【事務局 (日本ＬＰガス協会)】 上平参与、三木田企画グループリーダー、 

久保田技術グループ副主事 

    

３. 全体スケジュール ： 

  ・ １１月２０日(金)   第１回会合開催 （以降、月間１～２回を目途に会合を開催） 

  ・ １１月～２月      文献調査ならびに研究開発中の実証プラント等での情報収集 

  ・ 来年３月(目途)   報告書取りまとめ 

 

問い合わせ先 ： 日本ＬＰガス協会 上平、三木田、久保田 (03-3503-5741) 

                                                                           以 上 

業界紙各位

菅義偉首相は2020年10月26日に召集された臨時国会で所信表明
演説を行い、その中で温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロと
する目標を宣言した。

これまでの日本の温暖化対策目標は、まず2030年の温室効果ガス排出
量を2013年比で26.0％削減し、さらに2050年までに80％を削減、
そして今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会を実現することを目指す
というもの。「実質ゼロ」を掲げたのは今回が初となる。

実質ゼロの目標達成に向けては、次世代型太陽電池やカーボンリサイクル
などの次世代技術の実用化に向けた研究開発の促進を宣言。さらに、
規制改革などを推進し、グリーン投資の普及促進とともに、脱炭素社会の
実現に向け国と地方で検討を行う新たな場を創設するとした。

更に
菅首相は4月22日、2030年の温室効果ガス削減目標を
現行の26％（2013年度比）から46％に引き上げることを
表明
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グリーンＬＰガスの生産技術開発に向けた研究会での多岐に亘る検討

※SOECメタネーション:大阪ガスが開発しているメタネーション技術であり、燃料電池の逆反応で水と二酸化炭素と電気からメタンを合成するもの。

グリーンLPガスの生産技術開発に向けた研究会（2） 17



グリーンＬＰガス研究会で検討された生産技術の比較

メタネーション ＦＴ合成
（フィッシャートロプシュ）

ＤＭＥ合成
（ジメチルエーテル） ＬＰガス合成

目的
生産物 メタン ディーゼル油 ＤＭＥ

ＬＰガス（ブタン）、プロパン
は要開発

生産量
大量生産 大量生産 大量生産が可能

少 量 生 産 （ ス ケ ー ル ア ッ プ
開発が必要）

原料 H2、CO2（グリーン原料
の調達には課題）

合成ガス(H2、CO):欧州で
は植物系バイオマス原料

合成ガス(H2、CO):バイオ
マス、バイオガスから改質

合成ガス(H2、CO):再生可能
原料、バイオガス等から改質

特徴 メ タ ン で 反 応 が 終 わ る
触媒反応 であり、ＬＰ
ガス合成は出来ない。

反応の最終目的 生産
物はディーゼル油であり、Ｌ
Ｐガスの反応でストップ出
来 ない。

マルチな原料からDMEは
合成出来、物性もＬＰ
ガスに近似している。

既にブタン(イソブタン)合成が
出来ることがベンチプラントで
実証されており、プロパン合成
も基礎研究されている。

課 題 ・
将来性

大阪ガスが進めるSOEC
メタネーションでは、同時に
FT合成でLPガスも合成
する可能性が示唆されて
いるが、2040年以降に
確立する技術である。

LPガスの合成を行うには、
触 媒 の 開 発 を 始 め か ら
進める必要がある。中間
生成物を特定的に得るには
分解装置が必要となり、
設備は大規模になる。

DME は ゴ ム を 膨 潤 す る
性質があり、既存インフラを
そのままで使うには約10％
の混 合が好 まし いこ とが
過 去 の 実 証 で 判 明 して
いる。大型設備の実証も
経験しており、社会実装の
加速化が図れる。

ベンチプラントの実証は既に
行われているが、スケールアップ
実 証 が 必 要 と な る 。 DME
合成と同じくマルチな原料から
の合成が可能であり、DME
合成装置との併産が可能で
あるが、グリーンH2、CO、CO2
からも生産出来る。生産量の
少ない段階では既存LPガス
との混合となる。

※DME:Di-Methyl-Ether（ジメチルエーテル）、化学式は CH3-O-CH3であり、メチル基二つを酸素で結合した 含酸素燃料であり、LP    
ガスと物性が近似している。

18グリーンLPガスの生産技術開発に向けた研究会（3）



研究会での技術検討の背景 :

①メタネーションは合成がメタンでストップするため、ＬＰガス合成には適合しない。
②大阪ガスがエネファーム（燃料電池）の逆反応でメタネーションを行うＳＯＥＣを開発して

おり、その副産物でＬＰガス合成も期待できるが時間が必要。
③ＦＴ合成ではＬＰガスは出来るもののプロパン、ブタンだけを合成することは出来ない。
④技術的に実現可能性が高いのが、グリーン原料から合成されたＤＭＥをＬＰガスに混合する

方式と、ブタンが主流ながら基礎研究が成功しているＬＰガス合成法と考えられる。
⑤欧州ではバイオディーゼルの副産物であるグリセリンからのＬＰガス合成、米国ではバイオ原料

からのＤＭＥ合成が進んでいる。

グリーンＬＰガス研究会最終報告書のサマリー

“ 2050年以降も社会が必要とするLPガスを持続可能なエネルギーとして責任を
持って供給し続けるためにも、グリーンDMEと共に、カーボンフリーのLPガス合成
（プロパネーション、ブタネーション）による技術開発を並行して進め、社会実装に
繋げていくアプローチが極めて重要となる。“

※SOEC:固体酸化物形電解セル（Solid Oxide Electrolysis Cell）、水とCO2、電気からメタンを合成する技術。
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１．LPガスグリーン化に向けての過去の検討

２．「LPガス産業の2025年ビジョン」での位置付け

３．「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献に
ついて」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性

４．世界のグリーンLPガス化の動き

５．グリーンLPガスの生産技術開発に向けた研究会

６．グリーンLPガスの製造技術について

７．グリーンLPガスに対する業界全体の対応について

８． 2050年に向けてのLPガス産業の立ち位置

９．業界全体での対応

１０．まとめ
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当初の技術開発案（グリーンイノベーション基金応募に向けて）

グリーンLPガスの製造技術について（1）
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最新のグリーンＬＰガス製造のプロセスフロー

グリーンLPガスの製造技術について（2）



１．LPガスグリーン化に向けての過去の検討

２．「LPガス産業の2025年ビジョン」での位置付け

３．「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献に
ついて」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性

４．世界のグリーンLPガス化の動き

５．グリーンLPガスの生産技術開発に向けた研究会

６．グリーンLPガスの製造技術について

７．グリーンLPガスに対する業界全体の対応について

８．2050年に向けてのLPガス産業の立ち位置

９．業界全体での対応

１０．まとめ



カーボンニュートラル実現には業界全体での取り組みが必要

LPガス業界のＣＮ化
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METI 令和2年11月17日 『2050 年カーボンニュトラルの実現に向けた検討』より

ガス需要は、大幅に
オール電化に奪われる
可能性が高い

エネファーム業界よりの危機感

出所:コージェネ財団燃料電池室
「CN時代のエネファームの意義」
2021年7月
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METI 令和３年1月27日 『2050 年カーボンニュトラルの実現に向けた検討』より

新築でのガス使用禁止
・CA州 バークレー市
・CA州 サンノゼ市

エネファーム業界よりの危機感（2）

出所:コージェネ財団燃料電池室
「CN時代のエネファームの意義』
2021年7月
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カーボンプライシングの施策（環境省、経済産業省での議論対象）

施策 概要

炭素税

燃料・電気の利用に対して、その量に比例した課税を行うことで、炭素に価格を付ける仕組み
 地球温暖化対策のための課税（日本）
 炭素国境調査措置（ＥＵ・米国）
 ＩＭＯ:国際海事機関による取組み（民間）

排出量取引

企業に排出量の上限を決め、排出量の上限を超過する企業と下回る企業との間で排出量を
売買する仕組み
 ＥＵ-ＥＴＳ（欧州）
 ＲＧＧＩ（米国北東部）
 東京都排出量取引（日本）
 埼玉県排出量取引（日本）
 ＩＣＡＯ:国際民間航空機関による取組み（民間）

クレジット取引／証書取
引

対象実施による温室効果ガスの削減量や再生可能エネルギーの環境価値を「クレジット」化また
は「証書」化し、国家間で分け合ったり、企業間で売買する仕組み
＜温室効果ガス削減量を取引するもの＞
 ＣＤＭ:クリーン開発メカニズム（国際）
 Ｊ-クレジット（日本）
 ＪＣＭ:二国間クレジット（二国間）
 ＶＣＳ、ＧＳなど民間団体によるボランタリー・クレジット
＜環境価値を取引するもの＞
 非化石価値取引（日本）
 グリーン電力証書（日本）

インターナル・
カーボンプライシング

企業内で独自に排出量に価格を付け、投資判断などに活用

出所:環境省:カーボンプライシングの全体像（第12回カーボンプライシングの活用に関する小委員会資料）2021年2月
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１．LPガスグリーン化に向けての過去の検討

２．「LPガス産業の2025年ビジョン」での位置付け

３．「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献に
ついて」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性

４．世界のグリーンLPガス化の動き

５．グリーンLPガスの生産技術開発に向けた研究会

６．グリーンLPガスの製造技術について

７．グリーンLPガスに対する業界全体の対応について

８．2050年に向けてのLPガス産業の立ち位置

９．業界全体での対応

１０．まとめ



エ）グリーン LPG 

＜現状と課題＞
・LP ガスは全世帯の約４割の家庭に供給される、国民生活を支える必要不可欠なエネルギーである。
・また、工業用・化学原料用等、多岐にわたる分野を支えており、2050 年時点においても約６割の需要が
維持される見込みである。

・カーボンニュートラルに向けて、化石燃料である LP ガスを海外から調達する業界構造から、バイオマス等から
（化石燃料由来ではない）グリーン LP ガスを合成する技術を確立することによ り、グリーン LP ガス製造業
の創出を図ることで、カーボンニュートラルに貢献する業態へ転換する必要がある。

・現状では、水素と一酸化炭素等による人工合成やバイオマス等によるグリーンな LP ガス合成技術が想定
されるが、将来的に、LP ガスを直接合成するためには、耐久性の高い触媒等の開発・実証が不可欠。

・本技術の商用化により、これまでの業界構造が変化し、従来 LP ガス産業と関わりがなかった様々な
プレイヤーの参入により、コスト低減が図られることが期待される。

・なお、欧州においては、バイオディーゼル燃料の副生物として、バイオマス由来のグリーンな LP ガスの合成が
行われているものの、数量は極めて少量であり、人工合成については、世界的に基礎研究途上の状況である。

＜今後の取組＞
・LP ガスのグリーン化を図るため、化学合成やバイオマスによる LP ガス合成技術を確立し、2030 年の社会
実装に向けた実証等に取り組む。
・こうしたグリーン LP ガスの合成に係る技術開発・実証を今後 10 年で集中的に行うことで、 2030 年までに
合成技術を確立し、商用化を実現。2050 年には需要の全量をグリーン LP ガスに代替することを目指す。

出所:「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⾧戦略」令和3年6月18日内閣官房、経済産業省他
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第六次エネルギー基本計画（素案）でのＬＰガスの記載

27

５．2050年を見据えた2030年に向けた政策対応
(1)現時点での技術を前提としたそれぞれのエネルギー源の位置づけ
③化石エネルギー
(c)LPガス
約4割の家庭に供給されており、全国的な供給体制に加えて緊急時に供給を維持できる備蓄体制も整備している。また、最終需要者への供給体制
及び備蓄制度が整備され、可搬性、貯蔵の容易性に利点があり、石油と同様に「最後の砦」として、平時のみならず緊急時のエネルギー供給に貢献
する重要なエネルギー源である。供給体制の確保に向け、備蓄の着実な実施や中核充填所の強靭化に加え、料金の透明化、業務合理化を通じた
コスト抑制などに取り組む必要がある。

(10)化石燃料の供給体制の今後の在り方
①石油・LPガス備蓄の確保在り方
ー 石油の記載 －
LPガス備蓄についても、大規模災害等に備え、現在の国家備蓄・民間備蓄を合わせた備蓄水準を維持する。機器発生時における機動力の更なる
向上に向け、LPガス業界やJOGMECと連携し、国家備蓄放出について、緊急時の想定に応じて、国家備蓄基地からタンカーや内航船等を利用した
各地への輸送手段に係る詳細なシミュレーションを実施する。また、災害時の供給体制確保の観点から、自家発電設備等を備えた中核充填所の
新設や設備強化を進めるとともに、避難所や医療・社会福祉施設等の重要施設における燃料備蓄などの需要サイドにおける備蓄強化を進める。
さらに、緊急時の供給協力を円滑に行う「災害時石油ガス供給連携計画」の不断の見直しを行い、同計画に基づいた訓練を実施する。

④LPガスの供給体制確保
LPガスは、⾧期的には、家庭部門の電化や地方での人口減少、省エネルギー機器の普及等により、国内需要が減少する可能性があるものの、引き
続き平時のみならず緊急時にも対応できるような強靭な供給体制を確保することは重要である。カナダや豪州など調達先を多角化することにより、
我が国のエネルギー・セキュリティ向上に取り組むことが必要である。また、温室効果ガス排出削減やLPガス産業の収益力の向上を目指し、省
エネルギーにも資するスマートメーターの導入による配送合理化などの取組を後押しする。温室効果ガス排出削減の観点から、ボイラーや発電機に
よる石油からLPガスへの燃料転換の取組を進める。また、熱電供給においても、より省エネルギーを実現する家庭用燃料電池(エネファーム)等の
LPガスコージェネレーションや電力需要のピークカットに貢献できるガスヒートポンプ(GHP)等の利用拡大を進める。さらに、LPガスの脱段素化
に向けて、バイオLPガスや合成LPガス(プロパネーション、ブタネーション)等の研究開発や社会実装に取り組む産業界の
取組を後押しする。また、LPガスの取引適正化のため、国の小売価格調査・情報提供の継続に加え、LPガス販売事業者による、ホームページ等
の消費者がアクセスしやすい環境を通じた標準的な料金の公表を進める。特に集合賃貸住宅における料金透明化を進めるため、不動産業界等の
関係業界と連携した取組を促進していく。

出所:経済産業省「第46回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」2021年7月21日
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１．LPガスグリーン化に向けての過去の検討
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３．「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献に
ついて」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性

４．世界のグリーンLPガス化の動き
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６．グリーンLPガスの製造技術について
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28業界全体での対応

プロパン産業新聞
（2021年8月24日記事より引用）



１．LPガスグリーン化に向けての過去の検討

２．「LPガス産業の2025年ビジョン」での位置付け

３．「ＬＰガスが果たす環境・レジリエンス等への⾧期貢献に
ついて」（日協ＳＤＧｓ）で示した方向性

４．世界のグリーンLPガス化の動き

５．グリーンLPガスの生産技術開発に向けた研究会

６．グリーンLPガスの製造技術について

７．グリーンLPガスに対する業界全体の対応について

８．2050年に向けてのLPガス産業の立ち位置

９．業界全体での対応

１０．まとめ
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エネルギーグリーン化の潮流は既に後戻り出来ない状況。化石エネルギーである
LPガスも例外ではない。LPガスのカーボンニュートラルは2050年以降の社会に
おいてもLPガスが生き残るための必要且つ不可欠な条件である。

2050年以降を支えるエネルギーは水素と再生可能電源だけではない。災害に
強く、分散型でサステナブルなLPガスは、2050年以降も国民生活を支える比類
なき存在であり続けなければならない。

LPガス自体をグリーン化することは、元売団体である日本LPガス協会が最優先
事項として技術開発から社会実装に向けた取組みを重点的に行うが、卸・小売り
段階での低炭素に向けた積極的な取り組みも同様に不可欠な要件である。

LPガスのグリーン化、消費機器の低炭素化、モビリティの低炭素化を三位一体で
進めることで2050年の脱炭素が可能となり、究極的に二酸化炭素のリカバリー
に繋げることによって、温室効果ガスのマイナス排出の実現も夢ではない。

流通段階全てにおいて低炭素化努力は今から実行が可能であり、その効果を
確実に数値化し、LPガスが確実に環境貢献出来るエネルギーであることを対外的
に積極表明することで、お客様から選ばれるエネルギーであり続ける必要がある。



日本LPガス協会
https://www.j-lpgas.gr.jp

お問い合わせ先:03-3503-5741


