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2020年オリンピック・パラリンピック東京大会への 

バイオジェット燃料の導入に向けたアクションプラン 

 

  平成 28年 9月 26日 

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 

１． はじめに 

(１) バイオジェット燃料をとりまく環境と我が国企業への影響 

国際民間航空機関（ICAO）1は地球温暖化問題への対策として、2020年以降 CO2排出

を頭打ちにする目標を策定した。これに対応して国際的な民間航空団体である国際航

空運送協会（IATA）2は、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。図 1に示すとおり温室効果ガ

スの削減の手法としては、新技術の導入（燃費改善等）、運航方式の改善など様々あ

るが、バイオジェット燃料の導入も有効な手段の一つと見なされている。むしろ、上

記の目標を達成するためには、バイオジェット燃料の導入が必須であると考えられて

おり、その関心が国際的に高まっている。 

現在、前述の 2020年以降の目標の達成のため、各エアラインに対する地球温暖化ガ

ス削減の義務化について国際的な議論がなされており、今後、我が国のエアラインに

おいても更なる温室効果ガス削減に向けた取り組みが求められる可能性が高い。また、

海外のエアラインも我が国の空港を活用していることを踏まえれば、我が国の空港に

おいてバイオジェット燃料の供給ができる環境を整備しておくことが将来必要になる

可能性がある。 

一方、我が国では藻類や BTLなど、将来的にバイオジェット燃料として利用できる

可能性がある次世代バイオ燃料の開発が進められており、産業振興やエネルギーセキ

ュリティの観点からこのバイオジェット燃料導入の動きを考えることにも意義がある

と思われる。 

 

図 1 IATA による国際航空の CO2排出予測とグローバル削減目標のイメージ 

                                                           
1 シカゴ条約に基づき 1947年に発足した国連の下部組織。国際民間航空に関する原則と技術を開発・

制定する等の活動を実施。 
2 国際線を運航するエアライン、旅行代理店、その他の関連業界の国際業界団体。 

バイオ燃料等代替燃料 
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(２) 本道筋検討委員会の目的 

こうした中、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機として

バイオジェット燃料を搭載したフライトを実現することは、我が国におけるバイオジ

ェット燃料を実用化する上での重要な試金石になると考えられる。 

一方、この実現のためには、図 2に示す通り原料生産・調達から空港への出荷・給

油までの一連のプロセスを実現する必要があり、そのためには以下①～③の課題を乗

り越える必要がある。 

①国産バイオジェット燃料の生産体制の確立 

②バイオジェット燃料としての品質を満たす認証の取得 

③バイオジェット燃料利用の取扱基準の確認と供給設備の整備 等 

 

したがって、これらの課題を検討し、適切に進捗を把握するため、エアライン、バ

イオ燃料生産事業者、石油元売り、政府等の関係者で構成される「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（通称“道筋検討委員会”）」が設置された。 

これまで計３回の全体会合を行うと共に、その下部に燃料製造ワーキンググループ、

サプライチェーンワーキンググループを設置し、それぞれの課題について詳細に検討

を進めた。本アクションプランは、その検討結果を中間的にとりまとめ、報告をする

ものである。 

 
図 2 バイオジェット燃料の生産から給油までの一連のプロセス 3 

(３) 2020年の位置づけ 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会においてバイオジェット燃料による

フライトを実現することは、前述の 2020年以降の ICAO目標が念頭にある。 

それのみならず、東京でオリンピック・パラリンピックが開催されるということは、

空港や周辺インフラの整備を行う契機でもあり、また国内外から観戦にやって来た

人々に対して我が国のバイオジェット燃料の導入をアピールする格好の機会であると

考えられる。 

しかしながら、現在の見通しでは、2020年段階ではまだ世界的にもバイオジェット

燃料の本格生産は限られており、それは我が国においても同様である。様々な企業に

おいて研究開発が進められてはいるが、その実用化のメドは 2020年代後半と言われて

おり、2020年における生産規模は限定的であることが予想される。このような状況を

踏まえつつ、2020年を本格実用化段階というよりは、それに向けた重要な「一里塚」

として内外に明確に示す時期と位置づける。 

 

 

                                                           
3 以下、従来燃料とは従来から D1655の下で使用が認められてきた石油由来の燃料を指す。詳細は３．

に述べる。 

【生産】 
原料生産・
調達、粗油
の生産 

【製造】 
混合可能な純バイオ燃
料（ニート）への変換 
※D7566 Annex を
満たす必要あり 

【混合】 
純バイオ燃料と従
来燃料との混合 
※D1655相当の

燃料化 

【出荷】 
空港へ
の出荷・
給油 
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(４) バイオジェット燃料に係る認証の仕組み 

我が国においてバイオジェット燃料を実際に利用するためには、まず ASTM 

International(旧米国試験材料協会)による ASTM D7566を満たす必要がある。 

加えて、国内の空港における既存の共同貯油施設（ハイドラントシステム等）を用い

るためには、導入する燃料が D7566に加え「共同利用貯油施設向け統一規格（以下、石

連規格）」を満たしている必要がある。石連規格は、国際的に定められた JIG AFQRJOS

と整合する内容を我が国向けに整備したものだが、後述するように、ASTMはもちろんの

こと、DefStan91-91等の他の規格も引用されている点に留意が必要である（各規格の関

係を図 3に記す）。 

また、共同貯油施設の運用には、共同貯油施設におけるジェット燃料の取り扱い基準

（以下、石連指針）を順守する必要がある。 

 
図 3 バイオジェット燃料に関する規格の関係図 4 

規格の詳細は 2.及び 3.に後述するが、新たなバイオジェット燃料種が利用可能になる

ためには、このような国際的なルールに適合する、あるいは新たに認証されることが必

要であり、その整備には時間を要することに留意が必要である。図 4 に一般的に規格の

整備に要するとされる期間の目安を示している。 

 

図 4 バイオジェット燃料が新たに認証されるまでの期間の目安 5 

 

道筋検討委員会では、航空業界が国際的なルールに則って事業を行っていることに鑑

み、第１回道筋検討委員会において、バイオジェット燃料についても世界的なルールと

                                                           
4 AFQRJOS では、その要求品質を満たすことで ASTM D1655 に加え、Def Stan 91-91、NATO Code F-35、

AVTURと呼ばれる規格の要求品質を概ね満たすことが明記されており、それを図示化したものである。 
5 1.は過去に D7566において新たな技術の追加が検討開始されてから Annexへ追加されることが承認さ

れるまでに要した期間、2.は有識者へのヒアリング、3.は過去の実績による。なお有識者によると 2.

については、規格策定元である英国防衛省とのコミュニケーションにより短縮の可能性があるとのこ

とである。 

JIG AFQRJOS：The Aviation Fuel Quality Requirements for 
Jointly Operated Systems 

 

 

 

ASTM 
D1655 

Def Stan  
91-91

※

 

ASTM 
D7566 

他ジェット燃料規格（NATO 
Code F-35、共同利用規定

AVTUR） 

共同利用貯油施
設向け統一規格 

（石連規格） 

内容が整合 

従来燃料と混合することで 
D1655 と見なすことができる。 

1.D7566 Annex（新
たな製造方法）の追加
に向けた試験・審査 

2.Def Stan 
91-91規格
における認証 

3.JIG 
AFQRJOS・石
連規格の改定 

規格整備の
プロセス 

規格整備に
要する期間 ３年～８年 １年～２年 半年～1 年 3 ヶ月
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のイコールフッティングを図る必要性があることが確認された。したがって、こうした

世界的なバイオジェット燃料の規格化のスケジュールも睨みながら、我が国におけるバ

イオジェット燃料製造やサプライチェーン整備のあり方を考えていく必要がある。 

 

２． 燃料製造の可能性と課題 

(１) バイオジェット燃料に係る規格 

① ASTM D7566について 

ジェット燃料は、航空機が飛行する運航条件に即した厳しい基準（耐低温性、高温で

の熱安定性、単位あたりの熱量等）が課せられている。ASTM Internationalは、米国に

おける試験方法に関する規格「ASTM規格」の策定を行っており、その歴史と信頼性から

米国のみならずその他多くの国々で同規格が使用されている。 

従来の民間ジェット燃料規格（JetA-1他）は ASTM D1655を満足することが要件とな

っているが、2009年に代替ジェット燃料の要件を定めた D7566が策定され、D7566の

Annexに規定された原料・製造方法を満たし、かつそれを従来型のジェット燃料と一定

の比率以下で混合することで、D1655 と同等に取り扱うことが可能になると定められた。

すなわち、バイオ燃料を民間ジェット燃料として用いるためには、まずその原料及び製

造方法が代替燃料の規格である D7566の Annexに位置づけられている必要がある。 

D7566の Annexとして新たに位置づけられるためには、D4054に規定されている審査プ

ロセスに従って認証取得のための度重なる試験と審査を受ける必要がある。具体的には

表に示す Tier1～Tier4 に至る試験を実施するとともに、リサーチレポートに取りまとめ、

航空機 OEM6のレビュー、ASTM内の審査プロセスを経る必要がある。 

表 1 Annex の新設に必要な試験内容 

Tier1 少量試料を用いた物質組成分析。 
Tier2 少量試料を用いた燃料性能、取扱性能、毒性評価等の

試験。 
Tier3 250-10,000 ガロン程度の試料を用いた霧化性や燃焼

性等を評価するリグテスト。 
Tier4 60,000-225,000 ガロン程度の試料を要するエンジンテ

スト。エンジンのパフォーマンス、耐久性等を評価。 
 

さらに D7566には、Annexに位置づけられた製造方法に準拠していることに加え、従

来燃料と混合した後に満たすべきスペックが Table1として記述されており、バイオジェ

ット燃料は従来型の燃料と混合した後にバッチごとにスペックが検査される。新たな燃

料を実用化しようとする事業者はこの 2つの基準をクリアする必要がある。 

なお、Table1に挙げられている項目の中でも特に注目されるスペックとして、析出点

（Freezing Point）が挙げられる。これは、飛行中の低温下における燃料の不具合防止

という安全面から重視されている規定である。 

 

 

 

                                                           
6 サプライヤー（エンジンなどの航空機のパーツを製造するメーカー）からパーツを調達し、完成品の

航空機を製造するメーカー。 
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② AFQRJOS/Def stan91-91について 

1.(4)で記載の通り、日本国内の空港の共同貯油施設（ハイドラントシステム等）を用

いる場合には、導入する燃料が ASTMのみならず石連規格に引用されている DEF STAN91-

91を満たす必要がある。 

2016年 4月末現在、ASTM D7566の Annex1及び Annex2の 2規格は DEF STAN91-91の承

認も受けている一方で、Annex3～5 は ASTM 認証のみという状態になっている。この場合、

前者であれば共同貯油施設を使用できるが、後者の場合は他の給油方法を模索する必要

がある。なお ASTM、DEF STAN91-91ともに継続的に検討が進められているため、引き続

きその動向を注視する必要がある。 

 

(２) 各製造技術の ASTM 認証状況 

ASTM D7566における製造方法の認証状況（2016年 4月末現在）と原料、我が国が有す

るバイオ燃料製造技術を表に纏めた。また、各技術の詳細や導入に向けた課題は後述の

ボックスに示している。 

 

表 2 ASTM D7566 認証済（見込み）のバイオ燃料製造方法と 

主な国内プロジェクトの特徴 

D7566 における

Annex 
製造方法 原料 主な国内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの特徴 

Annex1 
(FT SPK) 

ガス化、FT合成 

（+ upgrading） 
有機物全般 

木質バイオマス等による

ガス化技術 

Annex2 
(HEFA SPK) 

水素化処理 

（+ upgrading） 
生物系油脂 

微細藻類培養・粗油の抽

出技術 
Annex3 
(SIP) farnesane バイオマス糖 － 

Annex4 
(SPK/A) SPK plus aromatics  有機物全般 － 

Annex5 
(ATJ) 

アルコール変換 
(iso-butanol) 

バイオマス糖 

遺伝子組換えコリネ菌に

よるイソブタノール製造

技術 

申請中 
アルコール変換 
(ethanol) 

バイオマス糖 

紙ごみ 

都市ごみからのエタノー

ル発酵製造技術 

申請中 
Biofuels 
ISOCONVERSION 
process 

生物系油脂 

水熱処理により油脂を改

質し、水素化処理する技

術 

申請中 Green diesel 生物系油脂 － 

 

(３) 我が国技術の特徴と課題 

我が国には様々なバイオジェット燃料の製造技術が存在する。各技術の特徴と実用化

に向けた課題を洗い出し、それに対して今後適切な取組を講じていくことで、2020年に

おけるバイオジェット燃料供給、ひいては 2020年代後半の実用化に繋げていくことが重

要である。 

各技術の詳細については以下にまとめたが、2020年に向けた共通課題としては、

D7566を満たす合成燃料への変換技術を含めた一貫したバイオ燃料生産システムを早急

に構築することが挙げられる。特にサプライチェーンの構築はバイオジェット燃料の種
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類及びその量に規定される部分が大きいため、各技術の課題を克服し、燃料製造の目処

を早い段階で示していく必要がある。 

したがって、今後も上述の ASTM等の規格化の動向を注視しつつ、一貫生産システムの

構築に向けた進捗管理を行っていく必要がある。 

また、バイオジェット燃料生産の最終目標は、2020年断面での利用ではなく、その後

の実用化である。この 2020年代後半の商用運転を見据え、事業実施場所の確保、安定的

かつ安価な原料調達手段の確立、プロセスの更なる効率化による製造コストの低減等の

取組みも同時に行っていくべきである。 

 

(４) 2020年におけるバイオジェット燃料の総量（想定） 

上述した各製造技術における諸課題も考慮しつつ、想定されるプロジェクトが当初計

画の通りに進捗した場合に見込まれる総供給量は、純バイオ燃料ベースで百数十～千数

百 KL程度であるものと想定される。ただし、現時点において多くの技術が未だ研究開

発の段階であることから、引き続き進捗状況を注視する必要がある。 
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ガス化・FT 合成によるバイオジェット燃料製造技術（Annex1(FT SPK)） 
 
＜技術概要＞ 
木質バイオマスを原料として高温ガス化により合成ガスを製造し、FT 合成を用いて液体燃料を製造す

る技術。 

 
図 我が国が有するガス化・FT 合成技術の例 

 
＜課題＞ 
 原料調達に際して、量の確保と調達コストの低減を克服するため、木質系チップのみに依らない

原料の多様化。 
 FT 合成安定化に資するべく、原料に起因するガス組成変動に応じた制御技術、および FT 合成に

より得られる炭化水素（ワックス）に対するクラッキング（分解）による低分子化や D7566 に準

拠した改質処理工程を組込んだ、ガス化から FT 合成に至る一気通貫での年間連続運転（200 日

以上）を確立すること。 

リアクター

合成・改質ガス精製

木質バイオマス

触媒
圧縮

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

イソブタノール・エタノールからの炭化水素変換によるバイオジェット燃料製造技術

（Annex5(ATJ)、ETJ） 
 
＜技術概要＞ 
広くバイオマスを原料とし、アルコール製造とこれに続く炭化水素合成の 2 段階によりバイオジェッ

ト燃料を製造する技術。現況では、都市ごみからエタノールを製造する技術、およびバイオマス糖を

原料とした微生物による嫌気性発酵によりイソブタノールを製造する技術が確立されている。なお、

ASTM-D7566 認証との関係では、エタノール由来のジェット燃料製造技術（ETJ）は申請中、イソブタ

ノールからのバイオジェット燃料製造技術は 2016 年 4 月に Annex5 として認証済である。 
 

 
図 我が国が有するアルコール合成技術の例 

 

 
図 アルコールをジェット燃料に変換するプロセス（ATJ） 

＜課題＞ 
 現況ではアルコール製造までが国産技術であるところ、後段の炭化水素変換工程およびジェット

燃料への改質工程について海外技術の導入も含めて検討し、一気通貫プラントの構築と実証運転

を実現すること。 
 長期的な原料の安定調達（量およびコスト）体制の構築。 

バイオマス

オフガス

都市固形廃棄物

アルコール合成/バイオ変換
C2～C5

アルコール

アルコール バイオ
ジェット燃料

脱水 オリゴマー化 水素添加 分留 水素化
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微細藻油脂由来のバイオジェット燃料製造技術の概要（Annex2(HEFA SPK)、iso-conversion） 

 
＜技術概要＞ 
油脂生産の優れた微細藻を大量培養し、回収・搾油後に燃料を製造する方法。高効率な微細藻類の屋

外大規模栽培技術が開発され、これに続く回収藻体からの油分抽出・改質後のバイオジェット燃料製

造技術が実証段階に進みつつある。 
 

 
図 我が国が有する微細藻油脂精製技術の例 

なお、バイオジェット燃料転換技術の一つとして、抽出した油脂（脂肪酸）を水素化処理すること

によりバイオジェット燃料にする方法があるが、本技術は ASTM D7566 の Annex2 として既に認証され

ている。 

 
図 脂肪酸エステル、遊離脂肪酸等の水素化処理技術 

別の転換技術として、アイソコンバージョンと呼ばれるプロセスがあり、高温高圧の水を用いて、

微細藻油脂をより軽量な分子へと分解・環化することを特徴とする。本技術は現在、ASTM の新規認証

取得に向けて折衝中である。 

 
図 油脂の水熱分解水素添加技術（ISOCONVERSION） 

＜課題＞ 
 工業化に即した省エネ、低コストな微細藻体回収、濃縮、搾油工程の確立に特に注力すると共

に、培養水のリサイクル等を含めた工程全般における製造コストの徹底的削減を図ること。 

 事業実施場所（水源の確保等含む）の探索、確保 

培養探索・育種 抽出・精製濃縮・分離

抽出

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

油脂組成の最適化

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

～ ～ ～ボトリオコッカス ユーグレナ

原料：

微細藻
油脂等

水素化処理 分離 製品分離
水素

合成パラフィンケロシン

軽油

(バイオジェット燃料)

ディーゼル

水

バイオマス
油脂原料

・微細藻類 等

水熱処理 水素化処理 蒸留 バイオジェット燃料

副生成物
・n-パラフィン
・イソパラフィン
・オレフィン
・有機酸 等
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３． サプライチェーン確立の可能性と課題 

(１) 共同貯油施設を用いた給油の際に必要な燃料規格 

① JIG Standardsと AFQRJOS7  

我が国ではバイオジェット燃料を、共同貯油施設（空港の共同タンクからハイドラン

トシステム・サービサーもしくはレフューラー）を通じて航空機に供給するにあたって

は、「石連指針」に沿って取り扱うことが求められる。この「石連指針」は欧州を中心

に世界の 40%で用いられているジェット燃料の取扱い指針「JIG Standards」に準拠し

た指針である。JIG Standardsでは共同貯油施設を通じて航空機に供給できる燃料を

JIG8 で定める AFQRJOSチェックリストに合致する燃料に限定しており、石連指針にお

いても AFQRJOS チェックリストに準拠する「石連規格」に合致する燃料に限定している。 

 
図 5 JIG Standards-AFQRJOSと石連指針-石連規格の関係 

 

2016年 7月現在で AFQRJOSの最新版は 2015年 3月に発行された第 28版であり、

ASTM D16559 及び DEF STAN91-9110 のいずれにも合致することを求めている。 

 

② ASTM D7566 
1） ASTM D1655と D7566の関係 

２．でも述べたが、米国の標準規格 ASTMでは、航空機のジェットタービンエンジン

用燃料の規格として ASTM D1655を定めている。また従来燃料と混合（ブレンド）して

この用途に供することができるバイオ燃料規格として ASTM D7566を定めている。D7566

では原料と製造方法の組み合わせにより Annexに分類され、また Annex毎に従来燃料と

混合できる比率が定められている。この比率の範囲内でブレンドし、かつブレンド後の

                                                           
7 The Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systemsの略 
8 Joint Inspection Groupの略。航空燃料に係る品質規格や取り扱い指針等を作成・管理している国

際団体であり、本部はロンドン。Council Memberはエクソンモービル、シェル、BP、シェブロン、テ

キサコ、ENI、KPC、Statoil、トタル。Associate Memberに石油連盟、IATA（国際航空運送協会）、航

空機メーカー等。 
9 ASTM D1655-15（2015 年版 ASTM D1655） 
10 DEF STAN 91-91/Issue 7 Amendment 3（2015 年 2月 15日発行） 

 

JIG Standards
（取扱い指針）

策定者：JIG

AFQRJOS
（燃料規格）
策定者：JIG

共同利用施設に供給で

きる燃料規格として指定

石連指針
（共同利用空港における

燃料取扱い指針）

策定者：石油連盟

石連規格
（共同利用空港における

燃料規格）

策定者：石油連盟

共同利用施設に供給できる

燃料規格として指定

準拠
日本の法令・実態に

合わせてローカライズ

準拠
JIS試験法の追加、

化審法への適合等
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スペックが D7566の規定に合致した「バイオジェット燃料」は D1655適合ジェット燃料

油とみなされる。 

なお、ASTM規格認証の事情に詳しい関係者へのヒアリングによれば、前述の Annex

追加に必要な D405411 に示された審査において、バイオ燃料を含む新しい種類の航空燃

料やその添加剤はすべて、航空機のエンジンのみならず空港給油関係施設への適合性も

チェックされ、燃料の組成は、純石油由来で実在の JET A-1の組成レンジの範囲内に収

まる（従来の JET A-1と同一の燃料である）ことが求められているとのことである。 

なお、審査に当たっては、委員会による投票を経ることとなっており、その際、航空

機関係者、燃料関係者、燃料供給関係者等への意見照会も行うこととなっている。この

ため、現状で規格化されている Annexに適合する燃料は、航空機のエンジンのみならず

空港給油関係施設への適合性を含めて、委員会により了承されたものであると考えるこ

とができる。 

 

③ DEF STAN 91-91 
２．で述べたとおり、DEF STAN 91-91は、石連規格並びに AFQRJOSに引用されてい

る英国国防省のジェット燃料に係る規格であり、ASTMの規格を Annexが追加されるご

とに検証することでバイオ燃料を規格化している。すなわち、石連指針において共同貯

油施設を通じて航空機に供給できる燃料は石連規格に合致する燃料に限定していること

から、DEF STAN 91-91にて承認された Annexに準拠する燃料のみが共同貯油施設によ

る給油が可能となる。 

 

④ 共同貯油施設を用いて航空機に供給できるバイオジェット燃料（まとめ） 

新しい燃料の認証で先行する ASTMに則れば、ASTM D7566に規定された燃料を、共同

貯油施設を用いて航空機に供給しても物理的な問題は生じないと考えられる。 

他方、共同貯油施設を利用して供給するジェット燃料油は、当該施設より供給を受け

る全ての航空機に給油されるという特性があり、航空機の安全航行の観点から、国際的

に普及している取扱指針や規格を勘案し、それに沿って運用することにより全ての関係

者に信頼性を保証する必要がある。従って、国際的に認められた JIG Standards及びこ

れに準拠した石連指針の規定を逸脱してジェット燃料油を取り扱うことは、同じ施設を

利用するエアライン等の理解を得るという点で困難であり、結果として ASTM D7566の

みならず DEF STANでも認証され AFQRJOSチェックリスト及び石連規格が改定されると

いう一連の手続きを経た燃料のみが共同貯油施設を用いて供給できる対象となる。 

以上により、現状で共同貯油施設を利用して航空機に供給できるバイオジェット燃料

は ASTM D7566 Annex1（FT合成油）及び同 Annex2（HEFA）のいずれかに限定される。

（ただし、今後 ASTM D7566及び DEF STANの両方で認証され、AFQRJOSの改定、石連統

一規格への反映を経たバイオジェット燃料については、順次共同貯油施設で使用可能と

なる。） 

 

  

                                                           
11 "Standard Practice for Qualification and Approval of New Aviation Turbine Fuels and Fuel 
Additives"。新種の航空機タービンエンジン燃料や、これへの添加剤についての「認証プロセス」の

規格。 



11 

 

(２) 共同貯油施設を用いない給油方法の可能性 

現時点では、ASTMで規格化されていないバイオ燃料はもちろんのこと、既に D7566

で規格化されているが DEF STANでは規格化されていない、Annex3から 5までの 3種類

の燃料は AFQRJOSチェックリストに合致せず、我が国の共同貯油施設を用いて航空機に

供給することはできない。 

他方、国土交通省は航空機安全課長通達（サーキュラー）「平成 27年 12月 10日制

定（国空機第 982 号） 件名：航空機に搭載する代替ジェット燃料（ASTM D7566 規格）

の取扱いについて」において「ASTM D7566 A1、A2又は A3」について「従来型ジェット

燃料と混合して ASTM D1655の規格への適合が確認されたもの」を航空機に使用してよ

いとしている。 

これらにより、国土交通省が既に認めている ASTM D7566 Annex3はもちろんのこと、

今後同省が新たに認める限りにおいては、DEF STAN未認証であっても ASTM D7566の新

たな Annexで規格化されたバイオ燃料について、共同貯油施設を用いずに、独立した給

油形態、すなわち最終的なジェット燃料油生産場所 12 （バイオ燃料と従来ジェット燃

料の混合場所）から他の燃料とは全く混じることなく空港内で航空機まで給油する形態

であれば、航空機の運航者が希望する限りにおいてこれをジェット燃料として使用する

ことができる。例えば従来ジェット燃料とブレンド後のバイオジェット燃料の出荷基地

において公道を走行できるフューエラーに積み込み、そのまま空港施設内に入って、直

接航空機に給油する形態が考えられる。 

 

(３) サプライチェーン構築に係るその他の主な課題 

これまでは製品規格との関係においてサプライチェーンを検討してきたが、以下その

他の主な課題についても整理する。 

 

① バイオジェット燃料の生産設備（従来ジェット燃料との混合設備） 

今回のターゲットである 2020年の段階では、定期航空協会（我が国のエアライン業

界団体）が導入を希望する「国産」のバイオ燃料の供給想定量は、２．に示したとおり

純バイオ燃料ベースで百数十～千数百 KL程度となっている。この程度の供給量であっ

た場合、既存の製油所で想定している生産規模（1回あたり 1～2万 KL）に合わないた

め、新しい製造ラインの構築に向けての原料タンクや配管等の設備の新増設・改造に加

えて、タンク繰りや出荷体制の大幅な見直しを要し、これにより製油所全体の稼働コス

トも上昇する恐れがある。また、設備の増設・改造には数億円を要することが予想され、

生産規模が小さく使用期間も短い場合にはこれを使用して生産される製品コストのうち

の固定費が極めて高い水準となる可能性があり、元々のバイオ燃料が既存ジェット燃料

と比べて高価であることとや、稼働コストの上昇も加わることから、これに係る投資判

断は慎重に行う必要がある。 

また、今回の国産バイオ燃料生産規模と同等の規模感の新燃料製造設備として、環境

省の補助により建設された宮古島の E3/E10ガソリン製造実証プラントがあるが、仮に

政府補助等を通じて製油所以外でこのような小規模な混合設備を新規に建設した場合で

あっても、その他の付帯設備の費用やランニングコストがかかるため、供給コストの大

幅な上昇が懸念される。 

 

                                                           
12 DEF STAN 91-91の現行版である Issue7 Amendment3の規定により、既存ジェット燃料と D7566 規格

バイオ燃料を空港貯油施設内で混合することはできない。 
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② 純バイオ燃料の種類 

現在 2020年時点で供給できる可能性がある国産バイオジェット燃料について、その

実現性や供給可能数量やこれに係るコストが不透明であることもあり、定期航空協会加

盟のエアラインにおいても、それぞれどの純バイオ燃料を使用するか明確に示すことが

難しい状況にある。 

他方 ASTMでは、異なる種類の純バイオ燃料同士を従来ジェット燃料との混合より前

の段階で混合することは認めていない。仮にエアラインごとに異なった種類のバイオ燃

料の使用を希望した場合は、混合設備にバイオ燃料の種類ごとに原料タンク等の設備を

設置するか、あるいは取り扱う燃料種が変わる度に製品タンクを入念に洗浄する必要が

生じる等コストが上昇する恐れがある。 

 

③ 関係者間の合意 

前項まででみたように、製品規格の観点からは AFQRJOSチェックリストに合致するバ

イオジェット燃料であれば、共同貯油施設を用いて航空機に供給することは可能である。

しかし、今回の取組が我が国における初めての試みとなるため、共同貯油施設の管理者

や給油事業者、そしてそこから望むと望まざるとに関わらず物理的にはバイオジェット

燃料の供給を受けることになるエアラインといった関係者がその導入に慎重になる可能

性がある。したがって、バイオジェット燃料供給の実用化に向けての「一里塚」として

の本取組の意義、バイオジェット燃料が従来ジェット燃料と同種の燃料であるという事

実等について、上記を含む空港の関係者に説明し、共同貯油施設を用いて航空機に供給

することに対して合意を得ることが必要である。 

また共同貯油施設利用のために必要となる(3)①に示すような石油元売りの生産・出

荷設備等への新規投資は、当該企業における個々の事業採択基準、事業リスクを検討し

たうえでなされるものであり、この関係者の理解・合意も得られない場合、その判断は

極めて困難である。 

 

④ 羽田空港の特性（運搬方法） 

今回 2020年のバイオジェット燃料の導入を希望する定期航空協会は、その導入のタ

ーゲットを羽田空港としている。なお、羽田空港は我が国の空港の中で最多の発着回数

を有する混雑空港であり、空港用地についても新たな施設整備を行う余地は限られてい

ることや、2020年までの空港処理能力の拡大の実現に向けて、機能強化に取り組んで

いることに留意する必要がある。 

羽田空港の共同貯油施設は、原則タンカーでのジェット燃料搬入となるため、バイオ

ジェット燃料製造場所にはタンカーに積み込むためのバースが必要となる。他方、通常

のジェット燃料搬入には用いられないが、サンプリング等したジェット燃料を本タンク

に戻すための「リカバリータンク」があり、少量の供給であればここにタンクローリー

（ポンプ付等一定の条件が生じる可能性もあり）でバイオジェット燃料を搬入すること

もあり得る。しかしこの方法については運用面の問題や設備改造の必要性等を確認する

必要がある。このようなタンクローリーによる共同貯油施設への供給は、その供給期間

中「専用タンクローリー」として運用することが必要である。同様に、前述の ASTMの

認証は取れているが DEF STAN 91-91の認証が取れていない燃料を用いる場合にはフュ

ーエラーにて運搬し、直接飛行機へ給油する必要がある。このような場合、公道を通行

できるフューエラーが必要であり、追加投資が必要となる。 
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なお共同貯油施設は一系統であり、限られたエアラインの航空機にのみに供給するこ

とはできない。 

 

(４) 2020年段階でのバイオジェット燃料のサプライチェーンイメージ 

2020年時点での現実的なバイオジェット燃料のサプライチェーンのイメージは以下

の通りとなる。 

 

① （Ａプラン）空港共同貯油施設を用いたサプライチェーン 

 

バイオ燃料 

メーカー工場 

①AFQRJOS に適合するバイオ燃料（ASTM D7566 A1,A2 等）を

生産・出荷 
②月産約 10～80KL 
タンクローリー、コンテナ、ドラム缶 

製油所 
既存設備は利用せず

所内に独立した貯

蔵・混合設備を整備 

①バイオ燃料貯蔵、石油由来 JET A-1 との混合、製品貯蔵、品

質確認、出荷 
②月産約 100～800KL（バイオ 10%ブレンド時） 

タンカー（従来 JET A-1 との混載） 

※月 1 回出荷でタンカー内でバイオ 0.5～4.0%程度 

空港 

共同タンク 
○共同タンク 50%時に陸揚するとしてタンク内でバイオ 0.25
～2.0%程度（初回納入時） 

ハイドラントシステム＆サービサー 

航空機 
○バイオジェット燃料の供給開始日は、空港で給油する全て

の航空機に 0.25～2.0%程度のバイオジェット燃料が供給さ

れる。 

図 6 空港共同貯油施設を用いたサプライチェーンのイメージ 

注：バイオ燃料の濃度の数値は、羽田空港の共同タンクを想定した場合の一例 

 

※羽田空港の場合は、ジェット燃料の搬入は通常はタンカーに限られているが、リカバリ

ータンクへの新規バイオジェット燃料の搬入可能性の検討結果により、輸送手段について

一定の条件のもと専用タンクローリーで搬入できる可能性もある。 
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② （Ｂプラン）空港共同貯油施設の利用が困難と判断された場合の独立した設備（フュ

ーエラー等）を用いたサプライチェーン 

 

バイオ燃料 

メーカー工場 

①少なくとも ASTM D7566 Ax として規格化されたバイオ燃料

を生産・出荷 
②月産約 10～80KL 
タンクローリー、コンテナ、ドラム缶 

新規製造所/ 

製油所 

①バイオ燃料貯蔵、（石油由来 JET A-1 の貯蔵、）JET A-1 との混

合、製品貯蔵、品質確認、出荷 
②月産約 100～800KL（バイオ 10%ブレンド時） 

公道走行可能なフューエラー（バイオジェット燃料専用車） 

※フューエラー内タンクでバイオ 10% 

航空機 
○特定の航空機にバイオ 10%のバイオジェット燃料が供給さ

れる。 

図 7 独立した設備（フューエラー等）を用いたサプライチェーンのイメージ 

  

(５) 課題の解決とそのスケジュールについて 

2020年に間に合わせるためのスケジュールについて、以下のように整理する。 

 

① 混合設備等の具体化に向けた具体的供給イメージの策定（2017年 3月まで） 

(3)①でみたように、2020年の国産バイオ燃料供給量が極めて小さいため、このため

に混合設備を整備するとバイオジェット燃料の引取価格が現行の 20倍程度以上と相当

程度高額になる恐れがある。またこの設備の整備にあたっては、同②にあるように導入

するバイオ燃料の種類によって周辺設備の整備・増設も必要になる。さらに同④にある

ような羽田空港の特性を考慮した混合設備から空港までの輸送方法に対応した出荷設備

を整備する必要がある等、投資規模を大きく左右する課題が残されており、混合設備・

出荷設備・輸送方法の具体化検討の前提が不明確な状況にある。 

定期航空協会は、バイオ燃料生産事業者や羽田空港関係事業者と必要な協議を図り、

石油業界における混合設備・出荷設備・輸送方法の具体化に係る検討に必要な前提であ

るバイオ燃料の種類、バイオジェット燃料の引取数量、引取期間、さらにはコスト負担

のあり方等を検討する。なお、羽田空港の機能強化や運用上の課題等を考慮した結果、

羽田空港以外を対象空港とする場合には、当該空港について、同様の協議、検討を行う。

ただし、羽田空港で実施するか否かについては、必要な施設・設備の整備に関する検討

に必要な時間を確保するため、早期の決定が必要である。 

また、石油業界・石油元売りの内部検討、エアライン対石油元売りや石油元売り対バ

イオ燃料生産事業者の個別会社間での交渉に要する時間等も考慮して、その検討結果を

2017年 3月末までに石油連盟（我が国の石油元売り業界団体）に示す。 
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② 関係者への周知（2016年度中に開始、17年度中に理解を得る） 

(3)③にあるようにバイオジェット燃料を扱うことになる共同貯油施設までの輸送事

業者、共同貯油施設の管理者や給油事業者の理解・合意は必須である。これら関係者か

らのネガティブな意見の解消に要する時間も考慮して、2017年 3月末までには定期航

空協会を主体に石油連盟も協力して説明を開始し、2018年 3月末までに理解を得る。 

またこれと並行して、物理的にバイオジェット燃料の供給を受けることになる、羽田

空港を利用している定期航空協会加盟外の航空会社に対しても、定期航空協会が説明を

実施し、2018年 3月末までに理解を得る。 

なお、羽田空港以外を対象空港とする場合には、当該空港を利用している航空会社に

対して、同様の説明を実施し、理解を得る。 

 

これらの説明にあたっての定期航空協会・石油連盟の役割は以下の通りとなる。 

 

(a) 定期航空協会の役割 

2020年に航空機へのバイオジェット燃料を導入する意義を始めとする導入イメージ

の全体像を必要に応じて、航空当局の協力も得ながら給油関係事業者に説明する。 

また共同貯油施設を利用した場合にバイオジェット燃料を給油されることになる他エ

アラインの理解を得るよう調整する。 

 

(b) 石油連盟の役割 

これまでの文献調査やヒアリング結果、さらには ASTM規格の内容分析を行い、導入

するバイオジェット燃料の取扱いに関して、石連指針上の解釈も含めて給油関係事業者

からの質問に対応する。 

 

③全ての課題解決及び関連設備の具体化（2018年 3月末まで） 

バイオジェット燃料の導入に際して、製造（混合）から航空機への給油までのサプラ

イチェーン整備には最低 2年を要する。従って、上記①②を含めた全ての課題解決及び

「混合設備・出荷設備・輸送方法の具体化」を 2018 年 3 月末までには行う必要がある。 
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４． 諸外国における費用負担のあり方 

これまで述べてきたように 2020年に向けてバイオジェット燃料の導入を検討するため

には、バイオジェット燃料生産に至る一貫した供給システムの構築や純バイオ燃料の受

入・混合・貯蔵・品質確認・出荷に係る設備の整備等、様々な課題を克服する必要があ

り、場合によっては新たな設備導入が必要となる可能性もある。また、バイオジェット

燃料の実用化が 2020年代後半であることを踏まえると、2020年の段階では、従来の石

油由来のジェット燃料に比してバイオジェット燃料は比較的高額となる可能性が高く、

その買取スキームをどのように考えるかという論点も存在する。 

今後、このような追加コストに対する費用負担について、関係者間で議論を進める必

要がある。実際、かねてよりジェット燃料に限らずバイオ燃料全般の導入に対して積極

的であった諸外国では、その費用負担について様々な実例が存在している。以下では、

バイオジェット燃料の実現に向けた段階別の取組みに分類し、それぞれ諸外国における

取組みの概要、資金拠出のスキームについて整理を行った。 

 

(１) 研究開発・実証 

バイオ燃料生産技術の開発・実証については諸外国においても多数のプロジェクトが

行われているが、このうち現在 ASTM D7566において認められているバイオジェット燃料

生産技術開発に関する事例を表 3に挙げる。 

各事例を分析すると、まずは様々な事業フェーズに対する支援があることが分かる。

例えば、事例１、事例２は新規のバイオ燃料生産技術及びジェット燃料への変換技術の

開発について、燃料生産事業者が一部政府の助成を得つつ進めているプロジェクトであ

る。一方で、事例３はバイオ燃料の生産・エンジンテストの実証に関する支援である。

また、支援主体は政府に限らず、事例４のようにエアラインが燃料生産事業者に出資を

することで、取組が進められている事例もある。 

 

表 3 研究開発・実証関係の諸外国の事例 

事例 取組の概要 資金拠出元 

１.  

生産技術開発（ア

ルコールからジェ

ット燃料への変

換） 

アルコール・トゥ・ジェット燃料生産技術開発を目的

として、米国エネルギー省が PNNL（国立研究所）

に 200 万ドル、LanzaTech 社（バイオ燃料生産技

術開発企業）に 500 万ドルの助成。 

バイオ燃料生産事業

者、政府 

２.  

生産技術開発（イ

ソブタノール生

産、ジェット燃料

への変換） 

イソブタノール生産技術開発を目的として、米国エ

ネルギー省が GEVO（バイオ燃料製造技術開発企

業）社に数百万ドルのオーダーで助成。ジェット燃

料への変換については、エアラインや大学、バイ

オジェット燃料生産事業者が参加するアライアンス

Northwest Advanced Renewable Alliance（NARA）

を通じた米国農務省からの助成もあり。 

バイオ燃料生産事業

者、政府 

３.  

生産技術実証

（FT 合成）、エン

ジンテスト、事業

計画策定 

ALFA-BIRD（EU FP7 予算により実施）において、

FT 合成燃料の生産・エンジンテストと事業化戦略

立案のため、4 年で総額 980 万ユーロのプロジェ

クトに対し、欧州委員会が 700 万ユーロ（約 70%）

を助成。 

民間（航空機メーカ

ー、エンジンメーカー、

バイオ燃料生産事業

者、大学、石油元売り

等）、政府 

４.  
バイオ燃料生産

事業者への出資 

キャセイパシフィック航空が Fulcrum BioEnergy 社

（バイオ燃料生産事業者）に出資。 
エアライン（出資） 
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(２) 生産・流通設備導入 

2020年における導入に向けては、燃料生産のみならず、燃料混合施設やタンクローリ

ー、フューエラーなどのサプライチェーンの各設備の新増設の要否についても検討が必

要である。それら精製・流通設備の導入における海外事例を表 4に記した。事例５～８

は政府からの一部支援が入っているが、その支援対象は、燃料生産施設の建設、混合設

備の増強、その他サプライチェーンの整備など、多岐にわたっている。 

一方、補助率については、前述の研究開発・実証フェーズに比べて相対的に低く、民

間が拠出する割合が高いことが特徴として挙げられる。例えば、同じ EU FP7予算により

実施された前掲の ALFA-BIRDプロジェクトと比較して、事例５の BioReflyプロジェクト

と事例７の ITAKAプロジェクトともに補助率は低い。また、事例８の米国国防産業法に

基づく支援では、4ドル／ガロンでバイオジェット燃料を供給することを条件としてお

り、民間事業者の一定の努力を促すような条件を付した政府支援が行われている点にも

留意が必要である。 

また、事例９に示すとおり、調達・混合・出荷について、民間航空会社による投資に

より費用がまかなわれているという事例も存在する。 

 

表 4 精製・流通設備導入関係の諸外国の事例 

事例 取組の概要 資金拠出元 

５.  
商用バイオ燃料

生産施設 

BioRefly（EU FP7 予算により実施）において、年産

4 万 7 千 KL 規模のバイオ燃料生産プラントを建

設するプロジェクト（事業規模 2540 万ユーロ）に対

し、欧州委員会が 1380 万ユーロ（約 55%）を助成。 

バイオ燃料生産事業

者、政府 

６.  燃料混合施設 

パラマウント製油所（AltAirFuels による純バイオ燃

料と従来燃料を混合する施設）の生産能力の拡大

（年産 3000 万ガロン（約１１万 KL）→4000 万ガロ

ン（15 万 KL）のため、カリフォルニア政府が 500

万ドルを助成。 

バイオ燃料生産事業

者、政府 

７.  
サプライチェーン

整備 

ITAKA（EU FP7 予算により実施）において、カメリ

ナ由来バイオジェット燃料生産、欧州域内ロジステ

ィクス整備、テストフライトを実施。3 年で 1700 万

ユーロのプロジクトに対し、欧州委員会は 980 万

ユーロ（約 5７%）を助成。 

民間（航空機メーカ

ー、バイオ燃料生産事

業者、大学等）、政府 

８.  
サプライチェーン

整備 

米国 Defence Production Act（国防産業法）に基

づき、4 ドル／ガロンでバイオジェット燃料を供給

できることを条件に、原料生産、純バイオ燃料生

産、輸送、混合に至るまでの一連のサプライチェ

ーンを構築するプロジェクト３件に対して 1.8 億ド

ルを助成。 

バイオ燃料生産事業

者等、政府 

９.  

バイオジェット燃

料供給事業者へ

の出資 

ユナイテッド航空が Alt Air 社（純バイオ燃料調

達、従来燃料と混合、出荷を実施する企業）に出

資。 

エアライン（出資） 

 

(３) 燃料調達 

(1)(2)で提示した方法の他に、原料調達からバイオジェット燃料生産・輸送まで、サ

プライチェーンにおいて要する費用を燃料調達価格に上乗せするという実例もある。こ
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れは燃料事業者にとって、従来の石油由来の燃料とバイオジェット燃料の調達価格の差

を補填することができ、また販路も確保されるという点で、同事業者のモチベーション

を喚起しバイオジェット燃料生産を促進させる非常に有効な手段であると考えられる。 

エアラインの立場からも、2020年の ICAO目標の達成のため、燃料生産事業者と協力

関係を築くことは有意義なことであると考えられる。 

なおこの場合、最終需要者であるエアラインないし乗客がその費用を負担するという

仕組みが多いが、一部には事例１０のオスロ空港運営会社（国営）の例にあるように補

助金のような支援も見られる。 

 

表 5 燃料調達に関する諸外国の事例 

事例 取組の概要 資金拠出元 

１０   バイオ燃料購入 

オスロ空港でのバイオジェット供給において、

AVINOR（国営空港運営会社）が１億ノルウェーク

ローネを拠出。(バイオジェットプレミアム分を全て

相殺できているかは不明。） 

エアライン、政府 

１１   
バイオ燃料調達コ

ーディネート 

KLM 航空が Sky NRG 社に出資。Sky NRG 社は

エアラインが従来燃料と同等の価格で調達できる

ようコーディネート（Corporate Program と呼ばれ

ている）。 

エアライン（出資） 

１２   
バイオ燃料調達

長期契約 

ユナイテッド航空が Alt Air 社と従来燃料と競争

力のある価格で、3 年間で 1500 万ガロン（約 2 万

KL/年）のバイオジェット燃料を購入する長期契約

を締結。 

エアライン（調達契

約） 

１３   
バイオ燃料調達

長期契約 

キャセイパシフィック航空が Fulcrum BioEnergy 社

と 10 年間で 3.75 億ガロン（約 14 万 KL/年）のバ

イオジェット燃料を購入する長期契約を締結。 

エアライン（調達契

約） 

１４   

バイオ燃料調達コ

ーディネート（検

討中） 

KLM 航空が出資する Sky NRG 社が、NISA（北欧

諸国のイニシアチブ）の一環として、BioTicket に

よりバイオジェットのプレミアム分をエンドユーザ

ーから調達する仕組みを検討中。 

BioTicket 購入者、エ

アライン（出資） 
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(４) その他の燃料導入インセンティブ 

これまで見てきたような政府による補助金等での支援以外にも、制度の導入や税制イ

ンセンティブの付与によりバイオジェット燃料導入を促進している例もある（表 6参

照）。 

 

表 6 諸外国の導入インセンティブ施策 

政策事例 インセンティブ 

RFS 制度における RIN 発行（米

国） 

バイオジェット燃料の生産者（輸

入者）に対して、米国 RFS213（陸

上輸送の義務量順守）に利用可

能な証書（RIN)が発行される。 

バイオジェット燃料生産者が RIN

の売却益による収入を見込むこ

とができ、需要の増加に寄与す

る。 

EUETS におけるゼロカウント（欧

州） 

EUETS 航空部門 14において、バ

イオジェット燃料の利用について

排出ゼロとしてカウントできる。 

エアラインの削減義務の順守に

活用することができる。 

空港離発着料の減免（ノルウェー

にて検討中） 

バイオジェット燃料を搭載したフラ

イトに対して、ノルウェー国内にお

ける空港離発着料の減免を検討

中。 

バイオジェット燃料を搭載するフ

ライトについて、エアラインの負

担が軽減される。 

５． まとめ 

(１) 2020年におけるバイオジェット燃料導入の絵姿 

これまで述べた 2020年時点の燃料製造、サプライチェーン構築について、目指す絵

姿についてまとめると、以下のとおりとなる。 

 

- 我が国が有するバイオ燃料生産技術を活用し、D7566を満たすバイオ

ジェット燃料（純バイオ燃料）を製造する一貫したシステムが構築さ

れている状況を目指す。量としては、純バイオ燃料ベースで百数十～

千数百 KLのバイオジェット燃料が想定される。 

- サプライチェーンについては、バイオジェット燃料を導入する空港

を、羽田空港を念頭に置きながら必要な施設・設備の整備に要する時

間を考慮して弾力的に検討・決定することとし、国内で製造されたバ

イオジェット燃料（純バイオ燃料）を受入・混合・貯蔵・品質確認・

出荷する設備が一通り整備されている状況を目指す。 

 

(２) 2020年までの対応事項 

これまで全体会合、燃料製造・サプライチェーン両ワーキンググループにおいて諸

課題を詳細に検証し、その結果を本アクションプランにまとめた。今後は(1)に述べた

2020年段階での絵姿を実現するため、課題解決に向け進捗を確認しつつ着実に事業を

進めていく必要がある。 

                                                           
13 米国エネルギー自立・安全保障法に基づく制度であり、2010 年から 2022年にかけての自動車用ガソ

リン・軽油に混合するバイオ燃料義務量を定めている。 
14 欧州域内のフライトに対して CO2削減目標を設定し、実排出量に相当する排出枠の償却を義務付ける

制度であり、2012年より開始している。 
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まずは、燃料製造について、2020年に利用可能なバイオジェット燃料の種類及び大

凡の数量については、今後の技術開発進捗状況を考慮しつつ、2016年度内に明らかに

するものとする。その上で、一貫したバイオジェット燃料製造システムの早期確立に

向けて、各燃料製造技術の課題を一つ一つ解決していく。 

サプライチェーンについては、燃料製造側から提供される純バイオ燃料の種類及び

大凡の量を踏まえ、航空業界が 2020年における具体的計画を示し、これを前提として

燃料混合施設等の整備計画のあり方を検討する。なおその際、羽田空港における導入

を念頭に置きながら弾力的に検討することとし、空港共同貯油施設（ハイドラントシ

ステム等）、独立した設備（フューエラー等）といった異なる選択肢を勘案しつつ、

必要な整備を進めるものとする。この際、羽田空港については、新たな施設整備を行

う余地は限られていることや、2020年までの空港処理能力の拡大の実現に向けて、機

能強化に取り組んでいることに留意する必要がある。これらの施設整備については

2017年度末までに整備計画を明らかにすることとし、それに先駆けて 2016年度内に

は関係者への説明を開始する。 

 

(３) 2020年代後半の実用化の絵姿 

我が国におけるバイオジェット燃料の本格的な実用化は 2020年代後半と見込まれて

いるが、その時点においては一定の量を低価格で提供する状態になっている必要があ

る。量という観点では、現時点で効率的に精製を行っている既存の製油所設備の規模

感を踏まえれば、年間数万 KL～数十万 KL といったオーダーが必要になると思われる。

これは、スケールメリットによる価格低減のためにも必要なことであり、そのような

価格低減効果も含め、実用化段階では現在ジェット燃料として用いられているケロシ

ンの価格と遜色のない程度にまでバイオジェット燃料の調達コストを低減することが

必要になる。また、コスト低減の前提として、更なる原料生産・調達コストの低減、

製造行程の効率化が必要である。 

これらの課題を克服し、目標どおり 2020年代後半に国産のバイオジェット燃料を実

用化するためには、引き続き関係者がプロジェクトに積極的にコミットし、協力関係

の中でその実現に向け尽力していくことが何よりも重要である。本アクションプラン

に記載した 2020年の「一里塚」に向けた協力関係の構築は、その後の実用化に向けた

取組の礎になるという意味でも重要性が高いと考えられる。 


