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1．はじめに
　2021年度より鋳造業界におけるカーボンニュートラルの実現に向け、カーボンニュートラル特別委員会が設立され、

（公社）日本鋳造工学会の協力のもと、省エネ施策について検討が進められている。カーボンニュートラルに取組むにあ
たっては、まずエネルギー排出量を把握し、目標設定や課題抽出することが求められる。本報告は2020年度の調査結
果の概況報告であり、本ジャーナル2月号に掲載した第1報（生産品目間の比較と鋳鉄・鋳鋼に関する報告）の続報で
あって、銅合金、軽合金に関する調査結果に関するものである。

2.　調査方法および回答状況（鋳鉄・鋳鋼編を再掲しました）
　調査対象：日本鋳造協会の会員企業、および（公社）日本鋳造工学会所属の会員企業
　調査方法：アンケート票を、会員企業へメールで送付し、回収。
　調査期間：2021年5月11日～ 2021年11月30日
　回答状況：
　表1に2015（平成27）年以降の有効回答数を示す。本年度は弊協会内へのカーボンニュートラル特別委員会の発足
もあって、例年より多くの企業から回答をいただけたこと、そして（公社）鋳造工学会にもご協力をいただいたことから、
例年の3倍近い、148事業所から回答が得られ、例年回答が少なかった、非鉄系（銅合金および軽合金）企業からの回
答も大幅に増えた。そこで、本報では、軽合金および銅合金の35事業所のデータを使って、以下データ分析を行った。
今年度の回答数でさえも鋳造メーカーのごく一部であり、鋳造業界全体をより正確にとらえるために、2022年度の調査
では更なるご協力を頂ければ幸いである。

3．調査項目およびCO₂排出量計算方法
　主な調査項目は、溶解重量と鋳造品出荷重量（すなわち生産重量）、そして鋳造品生産のために使用した電気使用
量、LPGなどの使用量と、溶解、鋳型造型などの設備と生産方法であり、データの各種分析も行っている。
　CO₂排出量は、電気使用量、LPGガス使用量を元に、毎年改定される電気事業者ごとの二酸化炭素（CO₂）の実排
出係数、LPGなど燃料毎のCO₂排出係数（鋳造ジャーナル2022年2月号、p34参照）を使って、CO₂排出量を計算し
た。その計算値を溶解重量あるいは製品重量で除することで、それぞれの原単位を計算した。

表 1 有効回答社数（鋳鉄・鋳鋼編の再掲） 

調査年度 年度 
H27  H28  H29  H30  

令和元年

(R1) 

令和 2 年度 

(R2) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

総回答事業所数  件 （65） (59) （59） （59） （57） （148） 

内 

訳 

鋳 鉄 件 46 45 49 46 49 86 

鋳 鋼 件 7 5 5 4 5 10 

軽合金 件 3 4 3 2 3 23

銅合金 件 4 8 3 3 3 12

精密鋳造 件 1 1 3 2 3 4 

鋳造以外 

(中子・加工) 
件 － － － － － 12 

※複数材質選択
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4．　生産品目間の比較
　2020年度の調査では鋳鉄以外のデータが得られたことから、生産品目間での比較を行った。図1、図2に、溶解重量
あるいは製品重量1 t/当たりの総エネルギー使用量と総CO₂排出量の平均値を生産品目ごとに示す。軽合金について
は、主に自動車向け等の大量生産に向いている「ダイカスト」とダイカスト以外の工法である砂型鋳造、重力鋳造および
低圧鋳造を「砂型、G・LP」とまとめてデータを集計するとともに、それら2つを合わせた「軽合金全体」での平均値も示
した。
　生産品目の中では、銅合金が鋳鉄・鋳鋼の次に大きな値を示し、さらに軽合金が最も小さい値を示した。さらに軽合
金の中では、「ダイカスト」が「砂型・G・LP」で異なり、溶解重量ベースでは「砂型・G・LP」の約1/2、製品重量ベースでみ
ると。約2/5と小さい値を示した。また、鋳造歩留まりを考慮すると、製品重量ベースの原単位は溶解重量ベースより大
きくなり、銅合金では溶解重量ベースの2倍、ダイカストで1.27倍、砂型・G・LPでは、1.65倍であった。鋳鉄・鋳鋼（1.7
～ 2.2倍）と比較すると銅合金は鋳鉄・鋳鋼と同程度である。軽合金（ダイカスト、砂型・G・LP）は鋳鉄・鋳鋼より小さ
い値を示し、鋳造歩留まりは鋳鉄・鋳鋼より良いことを示唆している。

　次に、図3、図4に、銅合金、軽合金の国内の総エネルギー使用量と総CO₂排出量を推定し、前報の鋳鉄・鋳鋼と比

図1　生産品目間の総エネルギー使用量原単位
注）　軽合金全体は、ダイカストと砂型・G・LP全体の平均を示す。

図2　生産品目間の総CO₂排出量原単位
注）　軽合金全体は、ダイカストと砂型・G・LP全体の平均を示す。
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較した結果を示す。総エネルギー使用量と推定総CO₂排出量の推定方法は、本稿の最後のページに示すので、参照さ
れたい。
　図3によると、銅合金と軽合金（ダイカストおよび砂型・G・LP）における推定国内総エネルギー使用量は、鋳鉄・鋳鋼
よりも少なく、銅合金では鋳鉄・鋳鋼の約3%、ダイカストでは約26%、砂型・G・LPでは約13%であった。2020年度の
温室効果ガスの総排出量（CO₂換算）の速報値は11憶4900 tである。図4の銅合金、軽合金それぞれの推定総CO₂
排出量は、2020年度速報値の0.1%（115万t）より少なく、特に銅合金では0.01%（11.5万t）にも満たない。鋳鉄・鋳鋼
対比で見ると、銅合金が約3%、ダイカストで約29%、砂型・G・LPでは約11%であった。

5．　銅合金
5.1　エネルギー使用量

　図5に銅合金鋳造における溶解重量とエネルギー使用量の、図6には製品の生産重量とエネルギー使用量の関係を
示す。銅合金鋳造では、溶解重量4,000t/年以下の事業所がほとんどである。また、ほとんどのプロットが鋳鉄・鋳鋼の
近似直線より上に分布し、その近似直線の傾きは鋳鉄・鋳鋼の約1.35倍である。鋳鉄・鋳鋼に比べるとばらつきも大き
く、同じ溶解重量で比較すると、鋳鉄・鋳鋼の2倍以上のエネルギー使用量の事業所も多い。
　鋳鉄・鋳鋼のように溶解工程で高周波電気炉を使っている事業所も多い。鋳鉄等よりは温度溶解が低いため、「溶解
エネルギーだけでみれば鋳鉄・鋳鋼等よりは少なくなる」と考える事業所もあったが、本結果からは、少なくともそのよ
うな結果は得られなかった。鋳鉄・鋳鋼よりエネルギー使用量が多い理由については本調査だけでは分析できず、工
程毎のデータ収集なども必要になるだろう。

図3　2020年度の推定国内総エネルギー使用量

図4　2020年度の総CO₂排出量の推定
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5.2　CO₂排出量
　図7に銅合金鋳造における溶解重量とCO₂排出量の、図8に製品の生産重量とCO₂排出量の関係を示す。エネル
ギー使用量と同様に、ほとんどのプロットが鋳鉄・鋳鋼の近似直線より上に分布し、その近似直線の傾きは鋳鉄・鋳鋼
の約1.7倍である。また、鋳鉄・鋳鋼よりばらつきが大きく、同じ溶解重量で比較した時に、鋳鉄・鋳鋼の2倍以上のCO₂
排出量の事業所も多い点は、エネルギー使用量の結果と同様である。

図5　銅合金鋳造における溶解重量とエネルギー使用量の関係

(参考) 

鋳鉄・鋳鋼の近似直線 

y = 0.255x 

鋳鉄・鋳鋼の 2 倍以上

のエネルギー使用量の

事業所のデータ 

図6　銅合金鋳造における製品の生産重量とエネルギー使用量の関係

(参考) 

鋳鉄・鋳鋼の近似直線 

y = 0.443x 

鋳鉄・鋳鋼の 2 倍以上

のエネルギー使用量の

事業所のデータ 
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5.3　エネルギー使用量原単位およびCO₂排出量原単位の溶解重量依存性
　前報の2020年度の鋳鉄・鋳鋼の誘導電気炉のデータ（鋳造ジャーナル2022年2月号p33参照）では、年間の溶解
重量が20,000t/年以下の範囲では、各事業所の2つの原単位のデータに大きなばらつきがあることを報告した。銅合
金鋳造でも、同じ誘導炉（主に高周波誘導炉）を使用している。しかし、溶解量で見ると年間で4,000 t/以下であり、鋳
鉄・鋳鋼よりも少ない事業所が多い。そこで、溶解重量とエネルギー使用量原単位およびCO₂排出量原単位との関係
を同じように調査した。図9にその結果を示す。溶解重量が少ない方が両原単位は大きくなること、さらに同じ溶解重
量でも原単位のばらつきが大きくなることがわかった。これらの原因を明らかにするには、エネルギー使用量の項でも
述べた、工程毎の調査も必要になると思われる。

図7　銅合金鋳造における溶解重量とCO₂排出量の関係

(参考) 

鋳鉄・鋳鋼の近似直線 

y = 0.546x 

鋳鉄・鋳鋼の 2 倍以上

の CO2 排出量の事業

所のデータ 

y = 1.092x 

図8　銅合金鋳造における製品の生産重量とCO₂排出量の関係

(参考) 

鋳鉄・鋳鋼の近似直線 

y = 0.987x 

鋳鉄・鋳鋼の 2 倍以上

の CO2 排出量の事業

所のデータ 

y = 1.974x 
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6．　軽合金
6.1　エネルギー使用量
　図10に、軽合金鋳造における溶解重量とエネルギー使用量の関係、図11には製品の生産重量とエネルギー使用量
の関係を示す。4章で先に説明したように大量生産をしているダイカストではほぼ直線近似でき、その相関係数も1に近
い値を示している。一方、ダイカストより生産量の少ない砂型、G・LPでは、溶解重量が少ない事業所のデータの相関
係数はおおよそ0.5と小さく、ばらつきが大きい事を示している。
　近似直線の傾き、すなわち1t当たりのエネルギー使用量原単位は、溶解重量ベースでダイカストが0.228kL/ t/、砂
型、G・LPでも0.258kL/ t/であり、鋳鉄・鋳鋼（0.255kL/ t/）とほぼ同じ値を示した。

　図11で示した製品生産重量ベースで見ると、エネルギー使用量（図9）よりも相関係数が大きくなり、データのばらつ
きは小さくなった。近似直線の傾き、すなわち1t当たりのエネルギー使用量原単位は、溶解重量ベースでダイカストが
0.437kL/t、砂型、G・LPでも0.512 kL/tであり、ダイカストでは鋳鉄・鋳鋼（0.443kL/t）とほぼ同じであったが、砂型、
G・LPでは少し大きい値を示した。

（a）エネルギー使用量原単位　　　　　　　　　　　　　　（b）CO₂排出量原単位
図9　溶解重量とエネルギー使用量原単位およびCO₂排出量原単位との関係

図10　軽合金鋳造における溶解重量とエネルギー使用量の関係
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6.2　CO₂排出量
　図12に軽合金鋳造における溶解重量とCO₂排出量の、図13には製品の生産重量とCO₂排出量の関係を示す。エネ
ルギー使用量と同じように、大量生産をしているダイカストではほぼ直線近似でき、その相関係数も0.93と高い値を示
している。ダイカストより生産量の少ない砂型、G・LPでは、溶解重量が少ない事業所のデータの相関係数はおおよそ
0.8であり、ダイカストよりはばらつきが大きかった。
　近似直線の傾き、すなわち1t当たりのCO₂排出量原単位は、溶解重量ベースでダイカストが0.433kL/t、砂型、G・LP
でも0.498 t-CO₂/tであり、鋳鉄・鋳鋼（0.546 t-CO₂/t）より約10 ～ 20%小さい値を示した。製品の生産重量ベースで
は、ダイカストで0.928 t-CO₂/t、砂型、G・LPで0.973 t-CO₂/tを示し、鋳鉄・鋳鋼の0.987 t-CO₂/tとほぼ同じ値であっ
た。

図11　軽合金鋳造における製品の生産重量とエネルギー使用量の関係

図12　軽合金鋳造における溶解重量とCO₂排出量の関係
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6.3　溶解重量とエネルギー使用量原単位およびCO₂排出量原単位の関係
　図1、図2によると、軽合金鋳造の総エネルギー使用量原単位、総CO₂排出量原単位は、それぞれ鋳鉄・鋳鋼の3~5
倍であり、両原単位とも鋳鉄・鋳鋼より大きい。一方、図10 ～図13の近似直線の傾きから求めた原単位は鋳鉄・鋳鋼と
軽合金で大きな違いがない。前者（図1、図2）は各事業所の平均値であり、原単位の求め方が異なる。そこで、2つの計
算方法で異なる原単位が計算された原因を調査した。
　図14に軽合金鋳造における各事業所の溶解重量とエネルギー使用量原単位の、図15には溶解重量とCO₂排出量
原単位との関係を示す。図14、図15とも、年間の溶解重量が20,000tを超える事業所では、両原単位とも少ないが、溶
解重量が減るほどエネルギー使用量原単位、CO₂排出量原単位が大きくなった。つまり、溶解重量が少ない事業所ほ
ど、これら2つの原単位は急に悪くなることがわかった。前回報告の鋳鉄・鋳鋼、銅合金においても溶湯重量の減少に
伴い、これら2つの原単位は溶解重量が少なくなるほど増加傾向を示していたが、その増加量は軽合金が際立って多
い。砂型、G・LPでは、最大でエネルギー使用量原単位が4.8kL/t、CO₂排出量原単位は10.6t-CO₂/tとなり、いずれも
最小値（約0.25 t-CO₂/t）のほぼ10倍、または21倍であった。

図13　軽合金鋳造における製品の生産重量とCO₂排出量の関係

図14　軽合金鋳造における溶解重量とエネルギー使用量原単位の関係
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6.4　調査結果の検討
（1）鋳鉄・鋳鋼と軽合金との違い
　本調査より、軽合金鋳造では、溶解重量が少ない事業所でのエネルギー使用量原単位、CO₂排出量原単位がと鋳
鉄・鋳鋼の場合より、増加することがわかった。本調査は溶解から出荷までの全ての事業活動に関わるエネルギー使
用状況を調査しており、細かい分析は現時点ではできないため、ここではエネルギー使用量に関係すると思われる製
造プロセス等の違いを表 2に列挙するに留める。この他に、鋳造工場で使う圧縮空気用のコンプレッサや熱処理（電
気式とガス燃焼式などがある）など、鋳鉄・鋳鋼と共通するものもある。

（2）　ダイカストと砂型、G・LPの違い
　ダイカストと砂型、G･LPの違いは、単純に言えば生産重量の違いであろう。ダイカストは砂型、G･LPより鋳造サイク
ルが短く大量生産に向いた工法なので、集中溶解方式が採用できれば、少ないガス燃料でエネルギーロスが少ない状
態で、鋳造機に配湯できる。一方、生産ロット数が少ない場合に主に金型を使用するG･LP、さらに少ない場合に砂型
が採用される場合が多い。G･LPの場合で、1種類の鋳造材料で生産している事業所では集中溶解も可能であり、ダイ
カスト同様の高いエネルギー効率が得られる。
　一方、砂型鋳造やG・LPでも生産量が少ない場合は、1台の鋳造機や砂型造型ラインに対して小型の溶解炉を個別
に設置する事業所も多い。個別溶解では、インゴットを室温から注湯温度（例えば700℃）まで加熱するのに必要な熱
量も多くなる。それに伴い、使用するガスの使用量も集中溶解より多くなるかもしれない。

図15　軽合金鋳造における溶解重量とCO₂排出量原単位の関係

表 2 軽合金と鋳鉄・鋳鋼の鋳造プロセスの差 
鋳造工程 軽合金 鋳鉄・鋳鋼

溶解 ガス炉で溶解することが多い。

集中溶解、鋳造機毎の個別溶解の 2 種類

に分かれる。

最近は省エネも進み、電気とガスを併用す

るハイブリッド溶解炉も開発されている。

誘導電気炉(高周波、中周波、低周波)、
キュポラを使用して溶解する。

鋳造 金型を使う場合、電気ヒータ、ガスバーナ

を使って加熱することが多い。

鋳造機の溶湯温度保持のため、浸漬ヒー

タも使用される。

長時間溶湯を保持することがある。

砂型の場合、造型ラインでの鋳型の加熱は

通常は行われない。
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7．まとめ
　以上、銅合金、軽合金鋳造におけるエネルギー使用量とCO₂排出量を報告した。銅合金鋳造では、エネルギー使用
量あるいはCO₂排出量の原単位が鋳鉄・鋳鋼より多いことがわかり、軽合金鋳造では、生産重量によって異なり、溶解
重量、つまり製品の生産量の多い事業所では、鋳鉄・鋳鋼並みのエネルギー使用量あるいはCO₂排出量の原単位が得
られるが、生産量が少ない事業所において、これら原単位が悪化することも明らかになった。
　銅合金、軽合金の場合、鋳鉄・鋳鋼より生産重量が少ないため、協会の会員企業の中には、省エネルギー法によるエ
ネルギー使用量削減にむけた中長期計画の提出やエネルギー使用状況等定期報告義務のある特定事業者に該当しな
い中小の事業所も多い。このような中小の事業所での原単位の悪化が見られたことから、原単位を改善する取組みが
求められるようになるだろう。協会としても、カーボンニュートラル特別委員会、エネルギー削減委員会等を通じて必要
な情報の提供を実施してゆく。

8．最後に
　2021年度は、エネルギー使用量調査に対して、銅合金、軽合金鋳物を鋳造している35事業所から回答を頂きまし
た。お忙しい中、回答頂いた事業所には紙面をもって御礼申し上げます。参考資料にも示しましたが、銅合金、軽合金
鋳造でも、データ把握率を上げることで、カーボンニュートラルに向けた課題も見えてくると思われます。2022年度も、
協会会員の皆様、（公社）日本鋳造工学会のご協力もいただきながら、本調査を継続していくので、より多くの事業所の
ご協力を頂けるよう、お願いいします。
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【参考資料】
　図3、図4の国内の総エネルギー使用量および総CO₂排出量の推定手順を下記に示す。
　前報の鋳鉄・鋳鋼と同じ方法であるが、表3、表4の最上段の数字が、本調査のデータを集計した値である。これら
の集計した値から、推定国内総エネルギー使用量と推定総CO₂排出量を求める方法、そして本調査における「把握率」
を計算する方法を以下のとおりである。
　①初めに、各社の調査データを、横軸に生産重量、縦軸にエネルギー使用量とCO₂排出量としてプロットし、散布図
を作成する。散布図のプロットを用いれば、最小二乗法で近似直線の傾きが求まる（図5、図7、図11、図13参照）。本
報告ではこの傾きを、1t当たりのエネルギー使用量又はCO₂排出量とする。
　②年間の総生産重量には、経済産業省の生産動態統計年報から、日本国内の銅・銅合金鋳物、軽合金鋳物の年間
総生産重量を使用する。ダイカストは、アルミニウムの年間総生産重量を使用した。
　③最後に、②で国内総生産重量と①で求めた近似直線の傾きとの積を計算すると、エネルギー使用量およびCO₂排
出量の年間の推定値（表3、表4の上から2行目）が計算できる。

表 3 2020 年度の総エネルギー使用量の推定 
生産品目 単位 銅合金 ダイカスト 砂型・G・LP 鋳鉄・鋳鋼 

本調査での総エネルギー使用量（a） kl/年 16,805 105,158 35,667 662,627

推定国内総エネルギー使用量

（b=c×d)
kl/年 34,040 358,981 175,949 *) 1,300,994

経済産業省生産動態統計年報による 

鋳物製品の総生産重量 (c) 
t/年 57,019 821,467 343,651 2,940,100

エネルギー使用量/溶解重量(勾配) kl/t 0.344 0.228 0.258 *) 0.255

エネルギー使用量/生産重量(勾配 d) kl/t 0.597 0.437 0.512 *) 0.443

本調査による推定把握率（a/b） % 32.5% 29.3% 20.2% *) 50.9%

*)砂型・G・LP については、エネルギー使用量/生産重量(勾配ｄ)の相関係数が 0.503 と低いため、

この相関係数から求めた推定国内総エネルギー使用量の値には、誤差を含んでいる可能性がある。

表 4 2020 年度の総 CO2 排出量の推定 
調査年度 単位 銅合金 ダイカスト 砂型・G・LP 鋳鉄・鋳鋼 

本調査での総 CO2 排出量（a） t-CO2/年 33,019 204,849 37,976 1,384,158

推定国内総 CO2 排出量（b=c×d） t-CO2/年 71,273 762,321 334,372 *) 2,903,055

経済産業省生産動態統計年報による

鋳物製品の総生産重量 (c) 
t/年 57,019 821,467 343,651 2,940,100 

CO2 排出量/溶解重量(勾配) t-CO2/t 0.727 0.433 0.498 *) 0.546 

CO2 排出量/製品重量(勾配 d) t-CO2/t 1.25 0.928 0.973 *) 0.987 

本調査の推定把握率（a/b） % 30.9% 26.9% 11.4% *) 47.7%

*)砂型・G・LP については、エネルギー消費量/生産重量(勾配ｄ)の相関係数が 0.794 と低いため、

この相関係数から求めた推定国内総エネルギー使用量の値には、誤差を含んでいる可能性がある。
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