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オスロ空港におけるバイオジェット燃料取扱い等に関する視察報告について 

 
1. 目的 
 ハイドラントシステム等、共同貯油施設を通じた燃料の供給の取り扱いについては、石油元

売りが参加する国際団体 JIG（Joint Inspection Group）が JIG Standards と呼ばれる国際

的な基準を定めている。しかし、現状この基準ではバイオジェット燃料の取り扱いを明示的

に記していない。 
 こうした中 2016 年 1 月 22 日に、オスロ・ガーデモエン空港において実施されるとかねてか

ら予告されていたハイドラントシステムを通じたバイオジェット燃料の供給が開始されたと

発表された 1。 
 これを受け、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けたバイオジェット燃料の

導入までの道筋検討委員会の中から、特にバイオジェット燃料のサプライチェーンに関係す

るメンバーにより視察団を形成し、オスロ・ガーデモエン空港におけるバイオジェット燃料

の取り扱いの実態を把握することを主な目的として関係者を訪問し、あわせて現地視察を行

った。 

2. 日程 

2016 年 
3月2日 

於 オスロ市内 

午前：ノルウェー政府・気候環境省との面談 
 ノルウェー国内のバイオ燃料政策、バイオ燃料供給状況のヒアリング 

午後：ノルウェー生命科学大学有識者との面談 
 ノルウェー国内のバイオ燃料取組状況と背景情報に関するヒアリング 

3月3日 於 カールスタード空港 

午前：Sky NRG 社との面談 
 Sky NRG 社の取り組み紹介、質疑応答 

午後：カールスタード空港視察、SkyNRG との面談続き 
 カールスタード空港の給油施設視察、オスロ・ガーデモエン空港等のバイ

オジェット燃料供給先行事例でのサプライチェーンに関するヒアリング 
3月4日 於 オスロ・ガーデモエン空港 

午前：ノルウェー政府・運輸通信省及び AVINOR（空港運営会社）との面談 
 オスロ・ガーデモエン空港におけるバイオジェット燃料に関する取り組み

等プレゼンテーション、質疑応答 

午後：空港内視察、Gardermoen Fuel Suppply Service 及び Ari BP との面談 
 オスロ・ガーデモエン空港におけるハイドラントシステムを通じたバイオ

ジェット燃料の取り扱いに関するヒアリング 
                                                   
1 
http://media-uk.avinor.no/pressreleases/oslo-airport-first-international-hub-worldwide-to-offer-jet-biofuel-to-
all-airlines-1299077 
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3. 調査結果概要 
(１) オスロ・ガーデモエン空港におけるバイオジェット燃料の供給の実態 
 オスロ・ガーデモエン空港におけるバイオジェット燃料の供給は、Sky NRG 社の協力の下、

空港運営会社である AVINOR や、ルフトハンザ航空、KLM オランダ航空、スカンジナビア

航空のエアライン 3 社などがイニシアチブを取って開始したもの。バイオジェット燃料は Air 
BP 社が供給し、エアライン 3 社が購入の契約を締結している。 

 ハイドラントシステムを通じた供給は当初 2015 年内には開始される予定であったが、2016
年 1 月の供給開始へとスケジュールが大幅に遅れた。AVINOR 社によると、これはバイオ燃

料が当初の想定通りのスケジュールで供給されなかったことが原因であり、現在市場におい

て持続可能性基準を満たすバイオ燃料の供給が足りない状況にあることが背景にあるとのこ

とであった。 

 現在、オスロ・ガーデモエン空港に供給されているバイオジェット燃料は、約 48%の純バイ

オ燃料と約 52%の化石燃料由来のジェット燃料が混合されたものである。約 48%混合されて

いる純バイオ燃料は、フィンランドの Neste Oil 社が精製している。この純バイオ燃料の原

料はカメリナであり、スペインの Camelina Company Espana (CCE)社が生産したもの。

CCE 社は欧州委員会から補助金を受け実施された、バイオジェット燃料の供給実証事業であ

る ITAKA プロジェクトのパートナーでもある。 

 Nest Oil 社が精製したバイオジェット燃料は ASTM D7566 の認証を受けた合成燃料として

AipBP 社がスウェーデン・イエーブレに有する製油所へ輸送され、化石燃料由来の JET-A1
燃料と混合（blend）され、改めて ASTM D1655 の JET-A1 燃料として認証される。（この

混合済みのジェット燃料を、以下では「バイオ燃料混合済み JET-A1」とする。） 

 バイオ燃料混合済み JET-A1 として、ルフトハンザ航空、KLM オランダ航空、スカンジナビ

ア航空のエアライン 3 社は既に 1,250kl の購入契約を結んでおり、現在まで 600kl 分の供給

の目途が立っているとのことである。（この 600kl 分は先のスペイン産カメリナ由来の純バイ

オ燃料のバッチを混合したバイオ燃料混合済み JET-A1 の供給予定量であり、残り契約済み

のバイオ燃料混合済み JET-A1 の原料は現在のところ明らかになっていないとのことであ

る。） 

 なお、上述より、現段階では異なる原料由来のバイオ燃料混合済み JET-A1 を、同時にハイ

ドラントシステムに投入するまでは至っていないことが推察される。 

(２) ハイドラントシステムにおけるバイオ燃料混合 JET-A1 の取扱いの実態 
 オスロ・ガーデモエン空港に燃料を供給している石油会社は 3 社で、Air BP 社、シェル社、

エッソ社である。これらが AVINOR の子会社である GFS(Gardermoen Fuel Supply Service)
社に燃料を供給し、GFS が燃料供給施設管理と航空機への供給サービスを担っている。 

 化石燃料由来のジェット燃料は鉄道で、バイオジェット混合済み JET-A1 は週 2 回のタンク

ローリー輸送で空港内に搬入されている。両者は空港内貯油施設で混ぜられ(mix され)、
AVINOR 社によれば結果的にオスロ・ガーデモエン空港内で供給されているジェット燃料に

占める純バイオ燃料の割合は 1-2%程度だろうとのことである。 
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 Air BP 社によると、オスロ・ガーデモエン空港におけるジェット燃料の取り扱いは JIG 
Standard に従っており、バイオ燃料混合済み JET-A1 についても従来の JET-A1 と変わらぬ

取扱いを行っているとのことである。 

 またこれまで、バイオ燃料混合済み JET-A1 を供給したことによるフィルターやセパレータ

における問題は報告されておらず、万が一問題が発生したとしてもイエーブレのデポにおい

て問題が発見されるだろうとの認識を有しているとのことである。なお、バイオ燃料混合済

みJET-A1の供給は2016年1月に開始されたばかりであり、貯油施設の検査はJIG Standard
に従って行っているため、全ての検査結果が出揃っているわけではないとのことであった。

また、バイオ燃料混合済み JET-A1 がイエーブレで保管している期間も数ヶ月に渡っている

可能性があるとのことであった。 

 なお、SkyNRG 社によると、純バイオ燃料の取り扱いについては、異なる原料のバイオ燃料

を混ぜることは厳禁であり、また金属成分や残渣が悪影響を及ぼす可能性があるため、非常

に厳格な品質管理が行われているとのことであった。具体的には、例として一度の輸送につ

いて三度の洗浄を行っており、プロジェクトベースで洗浄に関するガイドラインを設けて、

輸送会社へ通達しているとのことであった。 

 また、ジェット燃料の品質を示す CoA（試験成績書）については、Neste Oil 社が純バイオ

燃料に関して発行するもの、AirBP 社がイエーブレにおいて製造したバイオ燃料混合済み

JET-A1 について発行するもの、従来から供給されている石油由来ジェット燃料に関するも

のの 3 種類入手されているとのことである。 

(３) オスロ・ガーデモエン空港における供給開始までの経緯 
 AVINOR 社によると、2007 年に同社環境報告書の中で非常に簡単にバイオジェット燃料に

関して記述されたことを契機として、大学などで研究プロジェクトが始まり、その後 2013
年にかけて検討が進められたとのことである。 

 その後 2014 年にバイオジェット燃料供給に関する国際会議を開催し、関係するステークホ

ルダーに対する情報提供が行われたとのことである。加えて同年、純バイオ燃料が 50%混合

したジェット燃料を、独立系統により供給し、ベルゲン-オスロ間、トロンハイム-オスロ間の

2 回にわたってデモフライトが行われたとのことであった。 

 ハイドラントシステムにバイオ燃料混合済み JET-A1 が投入されるということは、購入契約

を結んでいるルフトハンザ航空、KLM オランダ航空、スカンジナビア航空以外のエアライン

各社の航空機へも、実体的にバイオ燃料混合済み JET-A1 が流れ込んでいるということにな

る。しかし、AVINOR 社によるとこの点に関してエアライン各社からの異議はなく、これは

2014 年に開催した国際会議等を通じた情報提供がステークホルダーの合意に功を奏してい

るだろうとのことであった。 

 2014 年に開催された国際会議は、2014 年の会議は AVINOR が主催し、ガーデモエン空港に

就航するエアライン各社や環境 NGO がオーディエンスとなり、大学の教授や専門技術者等

がプレゼンテーションを行ったとのことであった。また、各関係会社の CEO などトップ同

士のコミュニケーションが行われたことが、ハイドラントシステムのバイオジェット燃料の
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供給に至った成功要因であるだろう、との指摘も受けた。 

(４) エアラインの負担について 
 バイオ燃料混合済み JET-A1 の価格は、化石燃料由来のジェット燃料の 2 倍以上であり、ル

フトハンザ航空、KLM オランダ航空、スカンジナビア航空 3 社はバイオ燃料のプレミアム

を支払っている状況にあるが、この一部について AVINOR 社から補助金を受けているとのこ

とであった。（AVINOR 社は 100%政府が保有する会社であり、ノルウェー政府運輸通信省の

傘下にある。） 

 なお、SkyNRG 社によると、フライト利用客がバイオ燃料のプレミアムを支払い、エアライ

ンが従来燃料からバイオジェット燃料の利用による負担が増えることがなく、バイオ燃料供

給側に資金が支払われる仕組みを検討しているとのことであった。この取組は Fly Green 
Fund と呼ばれ、今年 9 月に開始される予定とのことであった。 

 さらに、オランダ・スキポール空港において実施されている SkyNRG 社によるプログラムで

は、上記と同様な取り組みにより、エアラインがバイオジェット燃料分のプレミアムを負担

せずに、バイオジェット燃料の供給を行うことが既に実施されているとのことであった。 

(５) 関連するノルウェー政府等の動き 
 上記のとおり、ノルウェー政府は AVINOR を通じてバイオジェット燃料の供給に対する補助

金を拠出している。 

 また、気候環境省及び運輸通信省によれば、25%以上のバイオ燃料を混合したフライトにつ

いて離発着料の 25%を免除する政策、また 2018 年以降にノルウェー国内を離発着するフラ

イトへのバイオ燃料義務量を課す政策を議論しており、この政策については議会から政策評

価を実施するよう求めているとのことであった。但し、本政策の導入により、財政政策上の

課題、エアライン側がノルウェーでの給油を避けて他国で給油する計画を立てる可能性が懸

念されるとのことであった。 

 また、ノルウェー政府の変動対策に関する貢献の一環として、森林資源の炭素貯留機能が着

目されており、森林資源を活用したバイオ燃料を供給する計画が検討されているとのことで

あった。 

以上 


