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バイオジェット燃料産業の創出 → 今後国際的な需要が見込まれるバイオ
ジェット燃料の商業化、市場獲得

2020年を目標としたバイオジェット燃料導入の意義

航空部門の地球温暖化対策 → 国際的な航空部門の温室効果ガス削減目標
「2020年度以降のカーボンニュートラル」

バイオジェット燃料供給体制の確立 → まだ国際ルールが整備されていない
燃料サプライチェーンの構築

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会をメルク
マールとしたバイオジェットフライトの実現



１．バイオジェット
燃料の生産

２．燃料のサプラ
イチェーン確立

３．航空部門の温
室効果ガス削減

・安定的な生産体制
・コスト低減
・精製プロセスの確立
・燃料の国際規格認証

・燃料供給ルールの確立

・供給関連設備等の環境
整備

・導入量、導入区間等の
設定

・国際的な地球温暖化対
策と我が国の政策の整
合性確保

バイオジェット燃料導入における課題

燃料生産事業者
石油精製元売事業者

石油精製元売事業者
空港内給油事業者

航空運送事業者
空港内関連事業者



１．バイオジェット燃料生産の課題

生産技術

の確立

精製技術

の確立
燃料規格認証

微細藻類由来

都市ごみ由来
＜FT合成＞

草木由来（BTL）
＜FT合成＞

・大規模化
・生産効率化

・原料確保
・担い手となる事業者

・精製設備確保と実証
・担い手となる事業者

・ASTMでの認証プロ
セス

・ASTMの新たな認証
プロセスの設定

生産事業者と石油精製元売事業者との協力が必要



福島再⽣可能エネルギー
次世代技術研究開発事業

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

藻類産業創成コンソーシアム

筑波大

土着藻類

ジェット燃料等

福島県内に存在する再⽣可能エネルギー資
源（⼟着藻類）を活⽤し、次世代の技術
開発を実施。

25年度～27年度まで上記事業を実施。

基礎研究

戦略的次世代バイオマスエネルギー利⽤技術開発事業

微細藻類燃料の開発状況

 微細藻類の研究開発については、様々な藻類の種類で研究開発が行われており、今後大規模化による大量生
産が期待されている。

 福島では復興の観点から土着の藻類を利用した燃料生産に関するラボレベルでの研究開発がなされている。
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石炭火力
発電所等

下水処理場

CO2 排熱

処理水

藻類培養

下水
（栄養）

下水
浄化
下水
浄化

特定種
の場合

土着種
（雑種）
の場合

培養促進に必要な要素：
CO2 温水 栄養 土地

藻類が体内で
生成した油分

を抽出

高温高圧で
液化

（HTLプロセス）

HTL= hydrothermal liquefaction process

原油
米、サファイアエナジー
社は米国エネルギー
省、農務省の支援を受
け、実用化。今後大規
模生産を目指す。
豪、NZなどでも実用化
が進む。

原油
グリーン
オイル

バイオジェット燃料
ガソリン
軽油 等

精製

2020年東京オリン

ピック・パラリンピッ
クでの実証

微細藻類活用による燃料生産システム（イメージ）

○微細藻類の培養には、CO2、温水、栄養（窒素、リン等）、広大な土地が必要。

○これらを火力発電所、下水処理場等から調達することで多様な目的を実現しつつ、国産燃料を生産す
ることが可能となる。

排熱
利用
排熱
利用

CO2
利用
CO2
利用

国産
燃料
国産
燃料

米、ソラザイム社は米
国エネルギー省の支
援を受け実用化今後
大規模生産を目指す。



年度
H22Fy
２０１０

H23Fy
２０１１

H24Fy
２０１２

H25Fy
２０１３

H26Fy
２０１４

H27Fy
２０１５

H28Fy
２０１６

H29Fy
２０１７

H30Fy
２０１８

H31Fy
２０１９

H32Fy
２０２０

H37Fy
２０２５

大規模培養実証

有用藻の獲得、育種

大量培養技術確立

藻体の回収技術等

油分の改質技術等

一貫プロセス

開発実証研究
（海外）

培養要素技術開発
スケールアップ

スケールアップ実証
【海外】

一貫プロセス開発
スケールアップ（海外）

上流（培養）～下流（油脂精製）まで一貫プロセスの確立

事業化
検討

緑藻（膜ろ過）

海産珪藻

ボトリオコッカス（油脂抽出）

ボトリオコッカス

ボトリオコッカス（簡易脱水）

要素技術開発

木質原料からのガス化＋FTジェット合成に目処

ガス化・LPG変換

水熱液化

ガス化・ジェット燃料変換

製糖バガス残渣より液化燃料製造に目処

一貫プロセス開発
スケールアップ（国内）

スケールアップ実証
【海外】

事業化
検討

一貫プロセス
開発実証研究

（国内）

ミドリムシ（石垣・２５㎡）

2013年度末までの成果概要

・遺伝子組換えによる油分生産向上技術の確立に目途
・人工変異による増殖性向上、浮上性向上、多糖分泌抑制
等の有用特性を持つ新株の取得に成功（ボトリオコッカス）
・糖代謝を抑制し、油脂生産向上に寄与する遺伝子の獲得

・100㎡の屋外培養を実施し、コンタミを回避した安定増殖技
術を確立（ボトリオコッカス）
・強光阻害を抑制するために低クロロフィル含有藻を獲得

・膜ろ過による省エネルギー回収技術の開発中（緑藻）
・藻体の拡大による金属メッシュ等による簡易脱水方法の適
用に目処（ボトリオコッカス）

・既設の原油改質設備による改質が可能であることを実証

原料調達を含めた

一貫プロセス事業の確立

緑藻
海産緑藻

淡水緑藻（ボトリオコッカス）

ボトリオコッカス（横浜・100㎡）
緑藻（西尾・60㎡）
珪藻（若松・10㎡）

ガス化＋プロパン合成技術の確立

微
細
藻
由
来
バ
イ
オ
燃
料

B
TL

要素技術開発

第３世代バイオ燃料事業のロードマップ －これまでの実施概要と今後（事業化）－
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リアクター

藻類・BTLの技術開発（第３世代バイオ燃料）

＜ＢＴＬによるバイオ液体燃料製造工程（例）＞

合成・改質ガス精製
バイオ

液体燃料

木質バイオマス

触媒
圧縮

合成油

原料 ガス化

分解効率の向上
副生成物の抑制

低圧化（1MPa以下）
温度制御、触媒寿命の向上

悪影響を及ぼす不純物
を低コストで除去

酸素他
成分調整

gas
（CO、水素など）

精製・分離

タール等
の除去

＜微細藻由来バイオ液体燃料製造工程（例）＞

屋外大規模培養探索・育種 抽出・改質藻体回収

抽出

精製・改質

高油脂生産藻
高効率な油脂分離

プロセス低減
省エネ油脂抽出

油脂組成の 適化

バイオ

液体燃料

高効率な増殖
撹拌装置の省エネ化
太陽光・排出CO2利用

濃縮・脱水

乾燥

～ ～ ～

○微細藻由来バイオ燃料製造技術では、「探索、育種」は液体燃料収率向上を図るために、「培養、回収、抽出」は
藻種に適した技術を確立するために必要であり、これら各要素技術は、微細藻由来バイオ燃料の導入普及に当
たって、克服しなければならない課題である。

○BTLによるバイオ燃料製造技術では、「ガス精製」は合成・改質に悪影響を及ぼす不純物を低コストで除去し液
体燃料収率の向上を図るために、「合成・改質（リアクター）」は高効率化によってエネルギー効率の向上を図る
ために必要であり、ＢＴＬによる液体燃料を導入普及させるに当たって、克服しなければならない課題である。
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Fuel Produced to D7566 Can 
Be Designated as D1655 Fuel

5.1 Materials and 
Manufacture

D1655

Table 1

D7566
Av Turbine Fuel 

Containing Syn HC’s
Table 1

Blended Fuel 
Performance 

Properties 

ASTM* D7566の規格認証

この認証を受けると、現在のジェット燃料の規格で
あるD1655の要件を満たすものと見做される。

<D7566 Annex1>
2009年9月、FT-SPK “Fischer Tropsch”  合成によ
るジェット燃料（GTL “Gas to Liquid” 50%混合）が
承認された。

<D7566Annex2>
2011年7月、Bio-SPK （ “Bio Synthetic Paraffin 
Kerosene” 50%混合)が承認された｡

<D7566Annex3>
2014年6月、DSHC(Direct Sugar to Hydrocarbon)  
が承認（10%混合）された｡

出所 : BOEING

 2011年7月1日 Bio-SPKはD7566規格への追加が承認され、多くのエアラインで商業飛行を実施

 日本(AFQRJOS*規格を適用)でもASTM D7566で認定された代替航空機燃料は､D1655と同等と見做せる｡

バイオジェット燃料の規格認証と商業飛行

【注】 ATSM（米国材料試験協会）；世界 大級の民間規格
制定機関

【注】 AFQRJOS(Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems)；共同運用システム用航空燃料品質要件



共同利用貯油施設向け統一規格（石連規格）及びAFQRJOS

共同利用貯油施設向け統一規格（石連規格）の概要

・従来型のJet A-1を取り扱うための共同利用貯油施設に関する規格は、日本におい
て石油連盟が「共同利用貯油施設向け統一規格」として規格化しており、業界規格と
して使用されている。

・この基準は、ASTM D1655規格を満たすほか、英国防省規格であるDEF STAN 91-91、
「Jet A-1に対する北大西洋条約機構 NATO Code F-35および共同利用規定
AVTUR」も満たすものとして国際的に認知されているJIGのAFQRJOS（Aviation Fuel
Quality Requirements for Jointly Operated Systems）に準拠している。

・石連規格及びAFQRJOSにおける備考4では、バイオジェット燃料等の合成燃料を混
合した燃料の扱いについて、追加の試験を求めている。

○ジェット燃料の 終製品としての規格は、国際的にはAFQRJOS、国内ではこれに準拠し
た共同利用貯油施設向け統一規格（石連規格）がある。

○同規格では、バイオジェット燃料及び混合燃料に対する要求事項が示されている。

○なお、同規格ではバイオ燃料の混合を空港の下流施設で行うことを認めておらず、燃
料混合施設の整備が必要となる。

10



２．バイオジェット燃料サプライチェーンの課題

共同貯油施設
（ハイドラント）

専用タンク

ジェット燃料
混合施設

・国際的な供給ルールの確立
・ハイドラントを利用する全関係者の理解
・元売事業者の協力

・タンクスペースの確保・設備の建設
・複数航空会社で利用する場合の協力
・元売事業者の協力

すべての航空
会社が利用

特定の航空
会社が利用

・混合設備スペースの確保・設備の建設
・元売事業者の協力

石油精製元売事業者と航空会社との協力が必要



海外事例におけるサプライチェーンの状況

出所：代替航空燃料の空港内における取扱に関する調査報告書（平成26年3月）

ロサンゼルス空港

・ケロシンは、ロサンゼルス国際空港近傍の
港からキンダーモーガン・パイプラインで、ロ
サンゼルス国際空港の南約25 マイルにある
パラマウントのリファイナリーに輸送され、こ
のリファイナリーでAltAir から購入したバイオ
燃料が混合される。

・混合されたバイオジェット燃料は、専用のト
ラックでロサンゼルス国際空港内の小型POL
タンク（容量2 万ガロン）２基に貯蔵される。2
基のPOL（Petroleum Oil and Lubricant） タン
クは、相互に配管されており、1 基はリファイ
ナリーから運搬されたバイオジェット燃料を
受けるもので、別の1 基は航空機に給油する
ためにエアサイドに排出するものである。こ
れらの2 基のPOL タンクは、従前、ケロシン
を貯蔵するために使用されていたものである。
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海外事例におけるサプライチェーンの状況

出所：AVINOR社ウェブサイトより
http://oslomedia.avinor.no/pressreleases/foerst‐i‐verden‐med‐
faste‐biodrivstoffleveranser‐
1085929?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_sou
rce=sendgrid

オスロ空港（ハイドラント供給）

・オスロ空港は、世界初のハイドラントシステ
ムよるバイオジェット燃料供給空港となる計
画を立てている。このサービスは、2015年3
月に開始される予定である。この取組みの中
心的な役割を果たしているのは、オスロ空港
のオペレーターであるAvinor である。

・航空機への給油を請け負っているのは
Statoil Fuel & Retail Aviation社であり、2014
年11月にバイオジェット燃料を受け取り、実
際に商用使用するための試験を行った。

・同計画と関連して、SASスカンジナビア航空、
ドイツのルフトハンザグループ 、KLM航空、
オスロ空港のオペレーターであるAvinorは、
オスロ空港の給油所に12ヶ月以上の期間
250万リットルのバイオ燃料を供給するため
に、Statoil Fuel & Retail Aviation と契約を締
結している。

出所：各種資料よりMRI作成
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３．バイオジェット燃料利用の課題

飛行区間・便数の決定

バイオジェット燃料の混合率の設定

上記を踏まえた上でのバイオジェット燃料利
用量の設定

国内便 or 国際便

ASTMでは 大50％混合が可能

ブラジルワールドカップでは
92kl利用

国産バイオジェット燃料が十分確保できない
場合のオプション

海外からの燃料調達もあるか

利用バイオジェット燃料のライフサイクルで
のCO２削減量の計算

ICAO、IATAの方向性
これまでの計算手法の検証

需要側（航空運送事業者）と供給側（国内生産事業者）の整合性が必要

利用空港の決定 羽田・成田 or その他



出典：定期航空協会資料

近のバイオジェット燃料を取り巻く環境

○近年、航空部門におけるバイオジェット燃料へのニーズが国際的に高まっている。これは、国連の専
門機関ICAOの低炭素化促進に向けた目標の策定や、これに対応した国際的な民間航空団体IATA
における行動計画策定の動きを契機としている。

○世界的な航空輸送需要の増加が見込まれる中で、ICAOは、2020年以降CO2排出を頭打ちにする目
標を策定しており、IATAはこれを踏まえ2020年までに世界平均年1.5％燃費効率改善、2050年まで
に2005年比CO2排出量50％削減という目標を掲げている。目標達成は、バイオジェット燃料が導入さ
れなければ困難と見られている。

ICAOの2050年迄のCO2削減取組みの方向性 海外エアラインのビジネスフライトでの実績

●温室効果ガス削減においてバイオジェット燃料が今後重要な役割を果たす
ことが期待されている。

●欧米を中心に商用でもバイオジェット燃料の利用が開始。ブラジル
では2014年ワールドカップにおいて商用飛行を実施。
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航空会社 日本航空（JAL） 全日本空輸（ANA） 日本貨物航空（NCA）

飛行形態 試験飛行 空輸飛行 空輸飛行

使用機材 Boeing 747-300 Boeing 787-8 Boeing 747-8F

エンジン Pratt & Whitney
JT-9D

Rolls-Royce
Trent1000

General Electric
GENX-2B

バイオジェット燃料の原材料 Camelina, jatropha, algae Used Cooking Oil Used Cooking Oil

実施日 Jan 30, 2009 Apr 16, 2012 Aug  02, 2012

備 考  仙台上空を試験飛行
 航空法第11条但し書きの適用
 4発のうち1発にバイオジェット燃料

を50%混合
 着陸後、De-Fuelのうえ燃料タンク

を洗浄

 エバレット～羽田間の空輸飛行
 2発のうち1発にバイオジェット燃料

を15%混合
 B787導入プログラムの一環として

ANAとBoeing社が協働

 エバレット～成田間の空輸飛行
 4発のうち1発にバイオジェット燃料

を15%混合

 バイオ燃料使用における燃料ハン
ドリング、機体システムおよびエン
ジンに対する影響を技術的に検証

○我が国では、JALの試験飛行を皮切りにANAとNCAが空輸飛行でバイオジェット燃料を利用している。

本邦航空会社の飛行実績

バイオジェット燃料活用に向けた日本の航空会社の取り組み
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海外エアラインのバイオジェット燃料導入に関する主な取り組み

キャセイ・パシフィック航空（香港）

・Cathay Pacific Airways 社は2014年8月に、都市固形廃棄物を原料としたバイオジェット燃料を商業製造開
始する予定のFulcrum BioEnergy社に出資。

・また、Fulcrum BioEnergy社から、今後10年間に渡って3.75億ガロン（約140万ｋL、14万ｋL/年）。の供給を受
ける契約を締結。 これはCathay Pacific Airways社の燃料消費量の2%に相当。

ユナイテッド航空（米国）

・United Airlines社は2013年6月に、2014年から3年間に渡って1,500万ガロン（約5.7万kL、1.9万ｋL/年）のバイオ
ジェット燃料をAltAir Fuels社から購入すると発表。購入価格は発表されていないが、石油起源の燃料と同程
度とされる。カリフォルニア空港の供給体制の整備も行われた。

・また、MASBIにおける活動の一環として、パデュー大学のトウモロコシ茎葉をジェット燃料に変換する研究に対
して助成を行っている。
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ブリティッシュ航空（英国）

・British Airways社は2012年に、Solena Fuels社 と提携し、世界初の埋立地の廃棄物をジェット燃料に変えるプ
ラント建設を進めるGreenSky Londonプロジェクトを開始。

・廃棄物をガス化、FT合成する独自の技術をSolena Fuels社が有しており、これを適用したプラント稼働開始を
予定。 British Airways社は年間5万トン（5.8万ｋL/年）の調達をコミット。

KLM航空（オランダ）

・KLM航空はバイオ燃料を供給するSkyNRG社を2012年頃に設立し、6ヶ月間週に1回のニューヨーク-アムステ
ルダム間の大西洋横断商用フライトにバイオ燃料を供給。米国JFK空港、オランダスキポール空港における
サプライチェーンのノウハウを構築。



バイオジェット燃料活用に向けた世界的な動き

アジア・太平洋

 中国の積極的な取り組み

Boeingとバイオ燃料産業確立の

可能性を模索

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱで2016年からBiofuel義
務化(2%混合)計画

 豪・NZの共同研究（w Boeing）

中南米

 ﾒｷｼｺでの取り組み

バイオ燃料研究機関の立上げ (Boeing,
UOP共同)

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙでの取組み（GOL）
World Cup(2014),ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(2016)を活
用したSupply Chainの整備。
数百便の運航計画。

2014.6.15 DSHC(10%混合)がASTM
承認｡ 《2014.12.16ﾌﾞﾗｼﾞﾙ当局承認》

欧州

 EUとして積極的な取り組み
 EU-ETSの枠組

 民間での積極的な取り組み
 有望なﾊﾞｲｵ燃料関連企業
 有償飛行の実施
 BA/Solena Project(2017)
 AF,KLM,LHがDSHCで飛行を

計画(2015)

中東･アフリカ

 有償飛行を実施（GTL）OCT2009

 新ﾄﾞｰﾊｰ空港でGTL燃料をｼｪﾙが供給

(30%混合)予定

 バイオ燃料研究機関の立上げ

エティハド航空・Ｂｏｅｉｎｇ共同

 南ｱﾌﾘｶのJNBでは13%混合CTL燃料

のみをSASOLが供給｡

 2014.5-2015.4 次世代航空機燃

料ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ(INAF)で国産燃料製

造のﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ検討(40社､5省庁が

参加)

 各Airlineの積極的な取組み

 藻類を中心とした研究・開発

微細藻燃料開発推進協議会発足

日本 米国

 UAがLAXでBiofuel給油開始(2015)
 国防総省の戦略的な取り組み

手厚い予算、試験飛行を実施

 民間での積極的な取り組み

 多くのﾊﾞｲｵ燃料製造企業､

 有償飛行の実施



米国におけるバイオジェット燃料に関する政府支援・政策

【環境保護庁（ＥＰＡ）】
○再生可能エネルギー目標・取引
再生可能燃料基準（RFS）により、燃料供給事業者に対し一定量の再生可能燃料の販売を義務付けている。ジェッ
ト燃料は義務対象外だが、バイオジェット燃料に対して、再生可能燃料クレジットを発行できるよう2013年に改正
されている。

【国防総省（ＤＯＤ）】
○政府調達計画（米軍の調達目標）：米国空軍は2016年までに年間約3.87億ガロン（約150万kL）となる水準のバイ
オジェット燃料の調達目標を設定。

○商用プラントの実証・建設補助
Defense Production Act Title II program に基づいて、３件のバイオジェット燃料供給プラントの実証や建設に対す
る補助金を拠出。米軍へ1ガロン当たり3.5ドルの価格で供給することを前提として助成している。建設助成を行っ
た３つのプラントからは、1億ガロン（約38万kL）のバイオジェット燃料が製造される予定。

【農務省（ＤＯＡ）】
○研究開発・実証支援

エネルギー省はＰNNL等によるセルロース系アルコールジェット燃料の研究開発に対し助成。また、農務省は大
豆由来のバイオジェット燃料開発や木質バイオマスからジェット燃料に至るサプライチェーンの構築を支援。カリ
フォルニア州政府はユナイテッド航空にバイオジェット燃料を供給するAltAir Fuels社に助成。

【関係省庁】
○イニシアチブへの参加・補助
米国中西部におけるMASBIと呼ばれるイニシアチブに農務省・FAA（連邦航空局）・海軍等の政府機関が参加。ま

た、農務省は米国北西部におけるNARAと呼ばれるイニシアチブの活動に対し補助金を拠出している。

19



EU及びEU加盟国によるバイオジェット燃料に関する政府支援・政策

○再生可能エネルギー目標
再生可能エネルギー指令に基づき、各加盟国に対し、① 終エネルギー消費量、②輸送部門のエネルギー消費量
それぞれの再生可能エネルギー比率の目標を設定。但し、航空部門については、①では義務の対象から除外が可
能、②についてはバイオジェット燃料を再生可能エネルギー利用分に加算可能とする修正案が審議されている。

○目標ロードマップ
EUフライトパスとして、EU全体で2020 年までに年間約200万トン（約233万kL）のバイオジェット燃料を利用するロー

ドマップを策定。バイオジェット燃料の研究開発、サプライチェーンの方向性が示され、欧州委員会、加盟国の支援
に際して参照されている。

○研究開発・実証支援
2007〜2013年※のEUによる研究開発予算である第7次研究枠組み計画（ＦＰ７）の下でバイオジェット燃料の開発等

に関するプロジェクトが実施中。幾つかの実証プラントへの助成が行われている。

○イニシアチブへの参加
各加盟国に設立されたイニシアチブ、具体的にはドイツaireg、フランスBiofuel Initiative France、北欧諸国NISAなど

に、政府機関が参加している。このうち、airegはドイツ連邦政府の計画策定に関与しており、一部参加者が実施す
る藻類バイオマスの生産に対し政府の助成が行われている。

○排出量取引
2012年より、エアライン（フライトからの排出量）を適用対象者とした航空部門のEU-ETSを開始。この中でバイオ
ジェット燃料消費分は、無条件で排出量をゼロとみなすことができる。
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※2014年から2020年に向けてFP8（別名Horizon2020）が開始されているが、現時点においてもFP7の予算の執行が継続されている。



全体会合
（原則公開）

事務局 ：国土交通省、経済産業省
出席者 ：定期航空協会、石油連盟、NEDO、空港内給油事業者、石油元売事業者、

バイオジェット燃料開発事業者、その他関係省庁、機関
議論内容 ：・サプライチェーン、燃料供給両面を踏まえたオリンピック期間におけるバイオジェットフライト

の検討
・燃料WG、サプライチェーンWGの議論内容の報告
・国際的な航空部門における地球温暖化対策の動向の共有
・国際的なバイオジェット燃料開発の動向の共有

等

今後の検討体制

等

サプライチェーンWG
（非公開）

事務局：石油連盟、定期航空協会

出席者：航空運送事業者、空港内給油事業者、石油元売
事業者

オブザーバー：経済産業省、国土交通省
議論内容：
・オリンピックにおけるサプライチェーンの精査

・国際機関におけるバイオジェット燃料運用ルールの検討
状況の共有

・バイオジェット燃料のサプライチェーン構築における課題
の整理

等

燃料製造WG
（非公開）

事務局：NEDO
出席者：バイオジェット燃料開発事業者、石油連盟、航空

運送事業者、関連研究機関
オブザーバー：経済産業省、国土交通省
議論内容：
・オリンピックにおける供給可能量の精査
・燃料開発・規格認証取得状況の共有
・官需を含む新たなバイオジェット燃料の需要動向の共有

等

○下記の体制の下で定期的に進捗を確認し、2020年のバイオジェットフライトを実現する。


