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第１章 はじめに 

I. 背景及び目的 

2018 年 2 月 7 日に、調達価格等算定委員会の「平成３０年度以降の調達価格等に関する意

見」が取りまとめられ、以下の指摘がなされたところ。 

「（農産物の収穫に伴って生じる）バイオマス液体燃料を中心に、既に認定された案件数に

照らすと、使用される燃料の安定調達・持続可能性を確保できないおそれや食用を含む他用

途での利用者への悪影響のおそれについて、複数の委員から指摘があった。まずは来年度の

入札結果を注視し、その動向を見極めることが重要であるが、入札の実施と並行して、気候

変動の観点も含めて、関係省庁と連携し、実態調査を行いつつ、使用されている燃料の安定

調達・持続可能性や他用途での利用者へ著しい影響を及ぼさないという条件を満たしている

かを確認するための適切な方法を検討していくことが必要である。」 

また、「来年度以降に新規認定する『バイオマス液体燃料区分』は、これまでに委員会で議

論したパーム油を利用するものに限ることとし、パーム油以外の燃料を利用するものについ

ては、委員会においてその都度コスト動向を踏まえた適切な区分について議論することとす

る。」とされたところ。 

そのため、当該指摘を踏まえた調査を行うことで、日本の FIT 制度の方向性を検討するこ

とを目的とする。 

II. 次章以降の構成 

本調査では、以下の 4 つの観点から調査を行い、それぞれの章で調査結果を整理した。 

 

図表 1 次章以降の主な内容 

調査項目 主な内容 

第 2 章 バイオマス燃料

が他用途へ及ぼす影響に

関する調査 

食用を含む他用途での利用者への悪影響のおそれについて、そ

の考え方、バイオマス燃料別の競合発生の可能性を整理した上

で、海外における対応例も参考にしながら、わが国の対応方策

について検討した。 

第 3 章 バイオマス燃料

の安定調達に関する調査 

新たに利用が検討されている燃料種を中心に、賦存量や現状の

使用状況等から安定調達の可能性について検討した。 

第 4 章 バイオマス燃料

の持続可能性に関する調

査 

農産物の収穫に伴って生じるバイオマスに対する持続可能性認

証スキームを対象に、その内容を分析した上で、わが国 FIT 制

度の下での活用に値するものかを検討するために簡易評価を実

施した。 

第 5 章 バイオマス燃料

のライフサイクル GHG

排出量基準の検討 

ライフサイクル GHG 排出量の算定方法の検討及びデータ収集、

試算の実施並びに試算結果の検証・分析を実施し、さらに今後

の基準設定・適用に向けた論点・課題を整理した。 
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第２章 バイオマス燃料が他用途へ及ぼす影響に関する調査 

I. 調査内容及び方法 

１．他用途への影響の考え方 

１.１  競合の範囲 

バイオマス燃料が他用途へ及ぼす影響は、どのような範囲での競合を想定するかによって

大きく変化する。最も狭い範囲では、出荷先が変更になるなどして、「需要家が調達先を変

更する必要が発生する」、「これまで使用していた製品が手に入れることができなくなる」等

の出荷先レベルの競合が考えられる。 

さらに、当該生産物の市場全体を考えると、当該生産物の需給全体を逼迫させる可能性が

ある。この際に、当該生産物の価格上昇に加えて、当該生産物の価格上昇が生産増や他生産

物への代替を発生させ、その結果として土地・水といったリソースの競合によって食料全体

の価格上昇が発生する可能性がある。また、土地利用変化を誘発する新たな土地開発によっ

てライフサイクルにおける温室効果ガス排出量（以下、ライフサイクル GHG 排出量という。）

が増加することが懸念される。第 5 章で示す通り、土地利用変化による CO2 排出量は、再

生可能エネルギーによる CO2 削減効果を大きく上回る可能性がある。 

なお、FIT 制度では、燃料種を問わず、「既存用途へ与える影響を最小限にするよう努める

こと」を求めており、土地・水といったリソースレベルの競合というよりは、当該生産物の

範囲の競合を想定していると考えられる。 
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図表 2 他用途への影響に関する整理 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２  競合する用途の種類 

バイオマスの燃料利用が他用途へ及ぼす影響を考える上では、競合する用途も重要である。

単に他用途と競合が発生するという点では、食用、飼料用、工業用など用途の違いで区別す

る必要はないと考えられる。一方、これまでのバイオマスエネルギーに関する議論では特に

食料との競合が問題視されてきた。もともとバイオマス利用の他用途との競合については、

2000 年代に輸送用液体バイオ燃料（バイオエタノール及びバイオディーゼル燃料）の生産が

急増した時期が食料価格の高騰時期と重なったことから、世界的に問題になった。この際は、

図表 3 に示す通り、様々な意見が示されたが、食料と競合しないバイオ燃料の促進など食料

との競合を抑制する検討が行われた。 

バイオマス利用の他用途との競合の中で、特に食料との競合が重視される理由は2つある。

1 つは、食料安全保障に影響するためである。国際連合食糧農業機関（FAO）の推計によれ

ば、世界の栄養不足蔓延率及び栄養不足人口は長らく低下傾向にあったが、ここにきて再び

増加に転じている。また、食料生産面を見ると、世界の人口が増加する中で、収穫面積は増

加しておらず、1 人当たりの収穫面積は長期的に低下傾向にある。さらに、これまで増産を

支えてきた単収は近年伸びが鈍化しており、中長期的に穀物需給の逼迫が懸念されている。 

もう 1 つは、食料との競合が土地利用変化を起こしやすい点が挙げられる。食料（又は農
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地を利用するエネルギー作物）をエネルギー利用することで、直接的土地利用変化（森林・

草地等から農地へ土地転換を起こすこと）や、間接的土地利用変化（食用として従来栽培さ

れていた作物が、バイオ燃料用作物の生産により別の土地で栽培されること）を引き起こす

可能性がある。 

 

図表 3 バイオ燃料に対する主な意見 

意見の種類  発言者 意見 

批判的意見 Earth Policy Institute 理事

長 Lester Brown 氏 

巨大な燃料用需要は穀物価格の高騰を招き、食

費に支出の半分以上を費やしている貧しい 20 億

人の生活に影響する 

批判的意見

に対する反

論 

穀物メジャー ADM 社

Andreas 会長 

飢餓は、食糧生産への投資資金が不足している

ことが原因。農産物の価格上昇は開発途上国の

農村に利益。価格の上昇は生産を刺激し、供給

を増加させるため、エタノール生産による開発

途上国への食糧供給や、価格の上昇を懸念する

ことは的外れである 

中間的な意

見 

国連食糧農業機関（FAO） 

Gustavo Best 氏 

エネルギー用作物の栽培は小規模農家の新たな

収入機会の向上や貧困地域の発展に貢献する一

方、食糧安全保障の危機をもたらしかねない 

（出所）独立行政法人農畜産業振興機構「米国の農業に抜本的な変化をもたらすバイオエタノール生産～ブラ

ジルとの比較、バイオ燃料と食料の関連についての考察を含む～」（2010 年 3 月） 

 

 

図表 4 世界の栄養不足蔓延率と栄養不足人口の推移 

 

（出所）公益社団法人国際農林業協働協会（JAICAF）「世界の食料安全保障と栄養の現状 2017 年報告」（2018

年 3 月）（原典は国際連合食糧農業機関（FAO）） 
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図表 5 世界における穀物の収穫面積等 

 

（出所）農林水産省「平成 29 年度 食料・農業・農村白書」（2018 年 5 月） 

 

２．調査内容 

上記の考え方を踏まえると、他用途への影響を考える上では、主産物であるかどうかや、

食料と競合するかどうかが重要である。そこで、燃料種別に流通・加工の流れを整理し、こ

れらに該当するかどうかを判断するとともに、特に他用途への悪影響が懸念される燃料につ

いては、その市場動向を整理した。その上で、海外の対応事例も踏まえて日本における対応

策の検討を行った。 

なお、本調査では、農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち、パーム油及び新たに

利用が検討されている燃料種（一部既認定燃料を含む。）を対象として調査を実施した。 
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II. 燃料別の競合発生の可能性の検討 

１．燃料種別の検討 

１.１  液体バイオマス燃料 

１.１.１  パーム油及びパーム酸油 

パーム油の加工工程は、植物油の中でも特に複雑である。パームは、果肉と種（核）の

2 つの部位から油を採取することができ、それぞれパーム油とパーム核油と呼ばれる1。そ

れぞれの部位から取り出されたパーム原油（CPO：Crude Palm Oil）は、精製されて使用さ

れるのが一般的であるが、そのまま精製される場合と、分別される場合がある2。分別さ

れる場合には、固体、液体に分別され、それぞれパームステアリン（パーム核の場合はパー

ム核ステアリン）、パームオレイン（パーム核油の場合はパーム核オレイン）と呼ばれる3。

また、目的に応じて二分割だけでなく、三分割される場合があり、この場合は中融点分別

脂（PMF：Palm Mid Fraction）が得られる。固体になりやすいパームステアリンは熱帯地

域以外では使用しにくいことから、我が国では発電用燃料として使用する検討が進められ

ている。 

これ以外にも、パーム油を脂肪酸とグリセリンに分解する場合がある。脂肪酸は、エス

テル、アミド、アミン、アルコールなどの化学品の中間原料として使用される。特に炭素

数 12、14 のアルコールから製造する界面活性剤（硫酸化物やエトキシレート）は、洗浄

性能が優れていることから、同炭素数の脂肪酸を含むパーム核油はオレオケミカル向けに

利用される割合が高い。 

また、パーム油には、貯蔵状態が悪く、圧搾した段階で遊離脂肪酸（FFA：Free Fatty Acid）

が多い CPO が発生する。食用に使用される CPO 原料の基準は FFA5%以下とされており、

これに該当しないものは規格外品とされ、バイオディーゼル燃料や非食用用途に使用され

る。また、パーム油工場では、パームオイル工場廃液（POME：Palm Oil Mill Effluent）が

発生し、この中にも FFA の高いパーム油が含まれる4。これらを回収し、利用しようとす

る取組もある。 

 

                                                        
1 ただし、これらを区別されずにパーム油と呼ばれる場合があるため注意が必要である。 

2 精製・脱色・脱酸されたパーム油は RBD（Refined, Blreached, Deodorized）パーム油と呼ばれる。 

3 ここで言うステアリンとオレインは、ステアリン酸とオレイン酸を指すものではなく、固体状のものをステア

リン、液体状のものをオレインと称する業界固有の用語として定着したものである（一般社団法人日本植物油

協会ウェブサイト<http://www.oil.or.jp/info/64/page05.html>（2018 年 7 月アクセス）より） 

4 パーム酸油（PAO：Palm Acid Oil）という用語の使い方は統一されておらず、現地ウェブサイト等では POME

に含まれる高 FFA の油を PAO と呼んでいるが、我が国では貯蔵状態が悪く CPO のうち特に FFA の割合が多い

CPO を PAO と呼ぶことが多いことから、これに従うこととする。 
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図表 6 パーム油の流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.１.２  菜種油 

菜種油の加工工程は、一般的な油糧種子と同様に溶媒抽出や圧搾等によって油を分離す

るというものである。菜種の油含有率は 40％程度と高いため、圧搾と溶媒抽出を併用する

ことが多い。なお、菜種油のうち、品種改良によってエルカ酸とグルコシノレートを含ま

ないキャノーラ品種から採油されたものをキャノーラ油という。 

生成された菜種油の多くは、食用として利用される。菜種油は、常温で液体であること

から、マーガリン・ショートニングの原料に用いる際は、硬化（部分水素添加）されるこ

とがある。食用以外の用途として、印刷インキ等の工業用に使用される。また、脂肪酸に

分解してオレオケミカル原料として使用される場合がある。 
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アイスクリーム

パーム核
オレイン

精製、分別

RBDパーム
ステアリン

RBDパーム
オレイン

パーム油中融点
分別脂（PMF）

精製

RBDパーム油

精製

パーム脂肪酸蒸
留物（PFAD）

精製、分別

精製パーム核油

パーム核
ステアリン

脂肪酸

グリセリン

分解

ショートニング、マーガリン
石鹸

ココアバター代用脂

フライ脂、料理油、ショートニング、
マーガリン

オレオケミカル（アルコール、アミ
ン等）

乳化剤

マーガリン、菓子用油脂、フィルド
ミルク、アイスクリーム、石鹸、洗
剤、等

マーガリン

菓子用油脂

飼料、石鹸、ろうそく、ト
イレタリー、油脂科学

燃料化検討燃料

パーム酸油
バイオディーゼル燃料、
肥料、石鹸（低品質品）等
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図表 7 菜種油の流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

１.１.３  大豆油 

大豆油の加工工程は、一般的な油糧種子と同様に溶媒抽出や圧搾等によって油を分離す

るというものである。大豆の油含有率は 20%前後とそれほど高くないことから、抽出効率

の高い溶媒抽出が採用されることが多い。大豆粕（大豆ミール）は、タンパク質を豊富に

含み、醤油、味噌の原料や、飼料などに活用される。 

精製された大豆油の多くは、食用として利用される。大豆油は、常温で液体であること

から、マーガリン・ショートニングの原料に用いる場合は、硬化（部分水素添加）される

場合がある。また一部は、食用以外の用途として、塗料、ワニス、リノリウム、印刷イン

キ等の工業用に使用されるほか、エポキシ化して樹脂の可塑剤・安定材としても使用され

る。また、脂肪酸に分解してオレオケミカル原料として使用される場合がある。 

 

図表 8 大豆油の流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成  

菜種
溶媒抽出

（または圧搾）

菜種油粕

菜種油

精製、硬化

飼料、醸造
など

硬化油
マーガリン、ショートニング

精製油 食用油、印刷インキ精製

脂肪酸

グリセリン

分解

オレオケミカル（アルコール、アミン
等）

乳化剤

メタノールとの
エステル交換

脂肪酸
メチルエステル

バイオディーゼル燃料

大豆
溶媒抽出

（または圧搾）

大豆粕

大豆油

精製、硬化

飼料、醸造
など

硬化油
マーガリン、ショートニング

精製、エポキシ
化

エポキシ化油脂
樹脂可塑剤・安定材

精製油
食用油、ペイント、ワニス、リノリウ
ム、印刷インキ精製

脂肪酸

グリセリン

分解

オレオケミカル（アルコール、アミン
等）

乳化剤

メタノールとの
エステル交換

脂肪酸
メチルエステル

バイオディーゼル燃料

※大豆のまま食
用もあり
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１.１.４  落花生油 

落花生油の加工工程は、一般的な油糧種子と同様に溶媒抽出や圧搾等によって油を分離す

るというものである。利用方法は他の油とほぼ同様であるが、市場規模が小さいため、工業

用やバイオディーゼル燃料の主要な原料にはなっていない。 

 

図表 9 落花生油の流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

１.１.５  ひまわり油 

ひまわり油の加工工程は、一般的な油糧種子と同様に溶媒抽出や圧搾等によって油を分離

するというものである。利用方法は他の油とほぼ同様であるが、白色塗料に用いた場合には

黄変しないので、アルキド樹脂等に改質して塗料にも使用される。 

 

図表 10 ひまわり油の流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

落花生
溶媒抽出

（または圧搾）

落花生油粕

落花生油

精製、硬化

飼料、醸造
など

硬化油
マーガリン、ショートニング

精製油 食用油、印刷インキ精製

脂肪酸

グリセリン

分解

オレオケミカル（アルコール、アミン
等）

乳化剤

メタノールとの
エステル交換

脂肪酸
メチルエステル

バイオディーゼル燃料

殻（Shell）

飼料、燃料等

※落花生のまま
食用もあり

ひまわり種子
溶媒抽出

（または圧搾）

ひまわり油粕

ひまわり油

精製、硬化

飼料、醸造
など

硬化油
マーガリン、ショートニング

精製油 食用油、印刷インキ、塗料精製

脂肪酸

グリセリン

分解

オレオケミカル（アルコール、アミン
等）

乳化剤

メタノールとの
エステル交換

脂肪酸
メチルエステル

バイオディーゼル燃料

ひまわり種殻

飼料、燃料
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１.１.６  ジャトロファ油 

ジャトロファは、熱帯や亜熱帯に広く分布している植物で、種子の油含有率は高い。その

原産地はカリブ海周辺と言われているが、今では熱帯地域から亜熱帯地域まで分布している。

3～5 年ほどで安定した収穫時期に入り、その後約 50 年間は収穫することができる。ジャト

ロファの種子は毒性が強く、食用に向かないことや、乾燥地での栽培が可能なことから、食

料と競合しないバイオ燃料として、輸送用液体バイオ燃料の問題が起こった際に、注目され

た。 

収穫した果実から、果皮・果肉と種子の分離、種子の乾燥、搾油、濾過を経て油が出来上

がる。一般的には、殻つき種子をそのまま搾油するケースが多いとされているが、種子を固

体燃料として利用することも検討されている。 

 

図表 11 ジャトロファの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

  

ジャトロファ果実 種子の分離

殻つき種子 精製油 燃料搾油、精製

肥料・燃料等絞りかす

果皮 燃料等

種子の燃料化
も検討
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１.２  固体バイオマス燃料 

１.２.１  パーム空果房（EFB） 

パームの加工工程は「１.１.１  パーム油及びパーム酸油」の通りである。EFB の 2～3

割程度が肥料や燃料として利用されるが、それ以外は廃棄物として処理される。煙害規制

のため一部を除き焼却できないことから、プランテーションの敷地に房状のまま戻し、放

置されている5。 

 

１.２.２  ココナッツ殻 

ココナッツは、果実を殻割りし、その中に含まれる内果（固形胚乳）をそのまままたは

乾燥させ、ヤシ油やココナッツミルクを製造する。その過程で、外果皮、中果皮、内果皮

等の副産物が発生する。 

それぞれの副産物の一部は有効利用されているが、野焼きや廃棄されるケースも多い。 

 

図表 12 ココナッツの流通・加工の流れ  

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

  

                                                        
5 田中良平「木質資源としてのオイルパーム -現状と利用開発-（海外の森林と林業 No.79」（2010 年） 

ココナッツ果実 殻割り

中果皮（ヤシ殻）

内果 分別・乾燥

ココナッツ
ウォーター

内果皮

コプラ ヤシ油製油

コプラ粕外果皮

食用（ジュース、酢、
ナタデココ）

食器、アクセサリー、
活性炭、燃料

たわし、ロープ、
土壌改良剤、

粉砕 ココファイバー

ココピート

浸出
ココナッツ
ミルク

園芸資材

食用

食用、工業用（オ
レオケミカル）

肥料・飼料発生量僅少
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１.２.３  もみ殻 

もみ殻は、米の副産物の 1 つであり、国内で多く発生するバイオマスの 1 つである。日本

では、もみ殻の多くは、暗渠資材、堆肥、マルチ、畜舎敷料、薫炭、床土代替などマテリア

ル利用されているが、一部は焼却処理されている。 

 

図表 13 玄米の流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

１.２.４  カシューナッツ殻 

カシューナッツは、加工工場で殻割りされて、実、硬い殻（Shell）、薄皮（Testa）に分

けられる。殻は、カシューナッツ殻液（CNSL）と呼ばれる油脂を抽出することができ、

一部は飼料、塗料、ブレーキライトニング、コート剤などに利用されている。 

 

 

図表 14 カシューナッツの流通・加工の流れ 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

  

水稲 脱穀 もみ 食用玄米籾摺り

稲わら

すき込み、焼却、飼料

もみ殻

マテリアル利用、
燃料、焼却処分

カシュー 加工処理

殻（Shell）

カシューナッツ

飼料、塗料、ブレーキラ
イニング、コート剤

食用

薄皮（Testa） 肥料・飼料・固形燃料

ｶｼｭｰﾅｯﾂ殻液
（CNSL）

抽出

絞りかす

燃料

燃料
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１.２.５  ウォールナッツ殻 

ウォールナッツ（くるみ）殻は、ウォールナッツを出荷する際に工場で殻割りされて発

生する。ウォールナッツ殻は、バイオマス発電の燃料や研磨剤として使用されることがあ

る6。 

図表 15 ウォールナッツの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２.６  ピスタチオ殻 

ピスタチオは、他のナッツ類が殻なしで輸入・出荷されるのに対して、殻つきのまま輸

入・出荷されることが多い。この理由としては、ピスタチオは成熟した段階で、自然に殻

に割れ目が発生するため、殻むき作業の機械化が難しく、手作業による殻むきのコストが

高額な点が挙げられる。 

殻つきで出荷された場合に、殻を収集することは困難である。一方、殻むきされて出荷

される場合もあり、この場合は加工工程で発生した殻は資源として利用することができる。

基本的に有効利用されておらず、未利用のバイオマスとなっている7。 

 

図表 16 ピスタチオの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

                                                        

6 Russ Lester「A Case Study; Using Walnut Shells For Power Generation - The Promises, Problems and Solutions」（2009

年） 

7 Ahmad Taghizadeh-Alisaraei 他「Potential of biofuel production from pistachio waste in Iran（Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 72）」（2017 年） 

くるみ 殻割り

殻（Shell）

殻なし
くるみ

食用

研磨剤くるみ殻
パウダー

粉砕

燃料

一部

ピスタチオ 殻割り
殻なし

ピスタチオ
食用

殻（Shell） 燃料化検討

殻つき加工
殻つき

ピスタチオ
食用
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１.２.７  アーモンド殻 

アーモンド殻は、アーモンドを出荷する際に工場で殻割りされて発生する。一部飼料等

にも使用されている事例もあるが、多くは廃棄されている8。 

 

図表 17 アーモンドの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２.８  ひまわり種殻 

ひまわりの加工工程は「１.１.５  ひまわり油」の通りである。 

 

１.２.９  ネピアグラス 

ネピアグラスは、イネ科の多年草で熱帯地方では年に 5～8 回収穫することが可能であ

る。含水率が高く、かさ密度が低いため、乾燥後、粉砕、ペレット成型することで運搬可

能な燃料となる。 

 

図表 18 ネピアグラスの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

  

                                                        
8 Xuemin Li 他「Study of Almond Shell Characteristics（materials 11(9)）」（2018 年 9 月）、South Velly Farms ウェ

ブサイト<https://www.southvalleyfarms.com/EnvironmentalStewardship>（2018 年 11 月アクセス） 

アーモンド 加工処理

殻（Shell）

アーモンドナッツ 食用

飼料等

ネピアグラス ペレット化
ネピアグラス
ペレット

燃料
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１.２.１０  ソルガム 

ソルガムはイネ科の一年草である。ソルガムの種子は食用、搾汁液は糖製造、茎葉は家

畜飼料と様々な利用が可能であり、それぞれの目的に特化した品種が育成されてきた。食

用としては、コムギ、イネ、トウモロコシ、オオムギに次ぐ生産高世界第 5 位である。 

ソルガムの加工は、その品種によっても様々であり、子実生産を目的に開発された子実

用ソルガム、子実生産と青刈り・サイレージ用を兼用する兼用型ソルガム、多汁高糖分で

青刈り・サイレージに適しているソルゴー型ソルガムなどがある。また、ソルガムと容易

に交雑するスーダングラスとの交配種などもあり、それぞれの用途で使い分けられる。 

ソルガムのエネルギー利用としては、エネルギー用に適した品種を栽培し、そのままペ

レット化して利用することが想定される。また、高糖分のソルガム品種では、糖分を搾汁

することがあるが、この絞りかすであるバガスを燃料として利用することも可能である。 

 

図表 19 ソルガムの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 20 ソルガムの分類、呼称、利用形態の関係 

 

（出所）松木順子他「飼料学（58）（畜産の研究 63 巻 8 号）」（2009 年 8 月） 

ソルガム

分別

子実 飼料、食用（ソルガム
粉）

茎 搾汁 ジュース
食用（シロップ・糖）、バ
イオエタノール原料

バガス 飼料、紙、資材、燃料等
に利用

青刈り 青刈り飼料

サイレージ化 サイレージ

飼料

飼料

ペレット化 ソルガムペレット 燃料
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１.２.１１  ベンコワン種子 

ベンコワン9は、メキシコ原産の多年生草本である。中央アメリカ、中国、東南アジア

等で塊茎状の根が芋として食用に利用されている。ベンコワンの種子にはロテノンと呼ば

れる毒物が含まれているから、廃棄されるべきものとされており、これまでバイオマスエ

ネルギー用に検討された例はほとんど見当たらない。 

 

図表 21 ベンコワンの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２.１２  ジャトロファ種子 

ジャトロファの加工工程は「１.１.６  ジャトロファ油」の通りである。 

 

１.２.１３  サトウキビ茎葉 

サトウキビ茎葉ペレットは、サトウキビの搾りかす（バガス）や未利用の茎、葉を圧縮成

型した燃料である。従来、サトウキビバガスは、一般的に製糖・エタノール製造プロセスの

中で、電気・熱を賄うエネルギー源として利用されているが、余剰となる場合は、そのまま

燃焼させて買電されたり、パルプ原料等に利用されたりする。 

 

図表 22 サトウキビの流通・加工の流れ 

 

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

  

                                                        
9 ベンコワンまたはバンクアン（bengkuang）という名称はインドネシアでの呼称であり、国際的にはヒカマ（Jicama）

またはヤムビーン（yam bean）、我が国では屑芋（くずいも）と呼ばれている。 

ベンコワン 分別

いも（塊茎） 食用

種子
廃棄
※毒性あり

サトウキビ 搾汁 ケーンジュース

バガス

燃料、パルプ原料

製糖 砂糖

エタノールアルコール発酵

糖蜜

食用

食用、エタノール原料

燃料、工業用
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２．検討結果のまとめ 

２.１  競合発生の可能性 

図表 23 に主産物かどうか、主用途が食用であるかどうかをもとにバイオマス燃料を分類

する。また、燃料種別のまとめを図表 24 に示す。 

副産物である場合には、他用途と競合は発生しにくいが、主産物の場合は他用途との競合

に留意する必要がある。主産物のうち主用途が食料の場合は、食料需給に影響を及ぼす可能

性がある。また、主産物のうち主用途が食料でない場合であっても、エネルギー生産を目的

に農地を利用することになるため、土地の競合などが発生する可能性については留意する必

要がある。 

本調査で調査対象とするバイオマス燃料のうち、植物油脂は主産物かつ主用途が食料であ

ることから、特に留意する必要がある。次項では、特に植物油脂に関して市場動向等を整理

する。 

 

図表 23 バイオマス燃料の分類  

 主用途が食料 主用途が食料以外 

主産物 パーム油、キャノーラ油、大

豆油、落花生油、ひまわり油 

パーム酸油、ネピアグラス、

ソルガム、ジャトロファ油、

ジャトロファ種子 

副産物 （－） EFB、ココナッツ殻、もみ殻、

カシューナッツ殻、ウォール

ナッツ殻、ピスタチオ殻、

アーモンド殻、ひまわり種

殻、ベンコワン種子、サトウ

キビ茎葉 
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図表 24 他用途への影響に関する燃料種別のまとめ 

 燃料種 

主産物

／副産

物 

主要用途 他用途との競合の可能性 

液

体

燃

料 

パーム油 主産物 
食用 

（一部非食用） 

× 

食用が多い（ただし、ステアリンは比較的工業用が多い） 

パーム酸油 

主産物

（規格外

品） 

非食用 
△ 

規格外品は工業用等に活用 

菜種油 主産物 食用 

× 

ほぼ食用でパーム油のようにステアリン／オレインの分離

もない 

大豆油 主産物 食用 

× 

ほぼ食用でパーム油のようにステアリン／オレインの分離

もない 

落花生油 主産物 食用 

× 

ほぼ食用でパーム油のようにステアリン／オレインの分離

もない 

ひまわり油 主産物 食用 

× 

ほぼ食用でパーム油のようにステアリン／オレインの分離

もない 

ジャトロファ油 主産物 非食用 
△ 

非食用であるが、土地利用について競合の可能性がある 

固

体

燃

料 

EFB 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない（一部肥料等に活用） 

ココナッツ殻 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない（一部資材等に活用） 

もみ殻 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない（一部マテリアル利用） 

カシューナッツ殻 副産物 非食用 
基本的に有効利用されていない（一部カシューナッツ殻液

として、飼料、塗料、ブレーキライニング、コート剤に活用） 

ウォールナッツ殻 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない（一部研磨材等に活用） 

ピスタチオ殻 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない 

アーモンド殻 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない（一部飼料等に活用） 

ひまわり種殻 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない（一部飼料等に活用） 

ネピアグラス 主産物 非食用 
△ 

既存用途として飼料に活用されている 

ソルガム 主産物 

非食用（食用

もあるが、品

種が異なる） 

△ 

既存用途として食料、飼料等に活用されている 

ベンコワン種子 副産物 非食用 基本的に有効利用されていない 

ジャトロファ種子 主産物 非食用 
△ 

非食用であるが、土地利用について競合の可能性がある 

サトウキビ茎葉 副産物 非食用 
基本的に有効利用されていない（一部パルプ原料等に活

用） 

（注）×、△はそれぞれ競合する可能性があることを示す。 
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２.２  植物油脂の市場動向 

２.２.１  植物油脂の概要 

（1）油脂の組成 

油脂の主要成分は、「グリセリン」という炭素原子が 3 つのアルコールに「脂肪酸」と

総称される複数の炭素原子の鎖状構造を持つカルボン酸が結合したもの（グリセリド）で、

とりわけグリセリンに 3 つの脂肪酸が結合した「トリグリセリド（別名：トリアシルグリ

セロール）」が多くを占めている（図表 25）。脂肪酸には多くの種類があるため、グリセ

リンに結合した 3 つの脂肪酸の種類や組み合わせにより、多種多様なトリグリセリドがあ

る10。 

図表 25 油脂の主要成分であるトリグリセリドの例 

 
（出所）農林水産省ウェブサイト<http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/t_kihon/fat_oil.html>（2018 年 7 月

アクセス） 

 

代表的な油脂の脂肪酸組成を図表 26 に示す。一般に、脂肪酸は炭素の数が多くなるほ

ど融点（固体から液体に変化する温度）が高くなる。また、同じ炭素数の脂肪酸を比較し

た場合、二重結合の数が多くなるほど融点が低くなる。 

各油脂の組成を比較すると、なたね油、大豆油、ひまわり油等はオレイン酸やリノール

酸といった二重結合を有する油を主成分としており、常温で液体であるのに対して、パー

ム油はパルミチン酸の割合が高く常温で固体となっており、性質が異なる。また、やし油

（ココナッツ油）やパーム核油はラウリン酸の割合が多く、食用以外に界面活性剤などに

もよく使用される。 

 

                                                        
10 農林水産省ウェブサイト<http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/t_kihon/fat_oil.html>（2018 年 7 月アクセ

ス）から引用。なお、グリセリドには、トリグリセリド以外にグリセリンに 1 つの脂肪酸が結合した「モノグ

リセリド（別名：モノアシルグリセロール）」、2 つの脂肪酸が結合した「ジグリセリド（別名：ジアシルグリ

セロール）」もあり、これらも油脂中にわずかに含まれる。 
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図表 26 代表的な油脂の脂肪酸組成の例 

 

（出所）カネダ株式会社ウェブサイト<https://www.kaneda.co.jp/jigyou/oils_composition.html>（2018年 7月アクセス）

から作成 

（2）油脂の化学変換 

油脂を工業用に利用する場合、様々な化学変換を経て製品となる。主な油脂誘導製品の

経路を図表 27 に示す。特にオレオケミカルと呼ばれる分野では、油脂を脂肪酸とグリセ

リンに分解した後、脂肪酸からアミン、アルコールに変換され、さらに様々な誘導品が製

造される。 

図表 27 水素化反応を利用した油脂誘導体製品とその用途 

 

（出所）三村拓「オレオケミカル製品製造のための水素利用（水素エネルギーシステム Vol.33, No.2」（2008 年） 

カブリル酸 カブリン酸 ラウリン酸
ミリスチン

酸

パルミチン

酸

パルミトレ

イン酸

ステアリン

酸
オレイン酸 リノール酸 リノレン酸

炭素数20以

上の脂肪酸

8 10 12 14 16 16 18 18 18 18 -

0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 -

ハイリノール - - - 0.0 6.4 0.0 2.5 16.8 73.0 0.4 0.9

ハイオレイック - - - 0.0 4.8 0.0 2.0 78.1 13.7 0.2 1.2

- - - - 6.7 0.0 4.0 17.2 71.3 0.4 0.4

- - - 0.0 10.6 0.0 4.1 25.3 52.2 6.6 1.2

ハイリノール - - - 0.0 6.3 0.1 3.7 30.8 57.6 0.1 1.5

ハイオレイック - - - 0.0 3.7 0.1 2.8 83.7 7.8 0.2 1.8

- - - - 11.2 0.1 1.9 30.7 54.1 1.1 1.0

- - - 0.6 19.5 0.5 2.3 19.0 56.7 0.8 0.5

- - - - 9.4 0.1 5.6 39.7 43.9 0.3 0.9

ローエルシック - - - 0.0 4.1 0.2 1.8 64.0 18.7 8.8 2.4

ハイエルシック - - - - 2.8 0.2 1.0 16.0 12.0 8.8 55.9

- - - 0.3 16.5 0.2 1.9 43.6 34.3 1.3 1.9

- - 1.0 - 9.5 - 4.5 52.5 30.0 0.5 8.5

- - - - 11.8 0.8 2.9 75.2 7.0 0.6 1.4

- - 0.3 1.0 44.6 0.2 4.3 39.4 9.4 0.1 0.5

- - 0.3 1.0 35.4 0.2 3.7 46.1 12.5 0.2 0.3

2.7 2.9 46.8 16.3 9.0 0.0 2.6 16.7 2.6 - 0.2

5.9 5.3 47.7 19.0 9.7 - 3.2 7.1 1.7 0.0 0.1

落花生油

オリーブ油(輸入品)

パーム油

パームオレイン

パーム核油

やし油

こめ油

脂肪酸組成(％)

炭素数:

サフラワー

油

ぶどう油

大豆油

二重結合数

ひまわり油

とうもろこし油

綿実油

ごま油

なたね油
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２.２.２  わが国における油脂の利用動向 

わが国の油脂の需要を図表 6 に示す。2017 年における植物油脂の国内需要は 268 万ト

ンである。また、植物油脂の需要に占める非食用は、12.5%にとどまり、多くは食用に利

用されている。 

 

図表 28  日本の油脂需要（2015 年） 

単位：トン 

  

国内需要 

食用 

非食用 計 
単体油 

加工用 

小計 マーガリン類・ 

ショートニング 
その他加工用 

植

物

油

脂 

大豆油 220,087 25,136 189,013 434,236 29,442 463,678 

なたね油 620,101 93,738 266,824 980,663 58,780 1,039,443 

からし油 77 - - 77 - 77 

綿実油 3,825 3,218 2,689 9,732 - 9,732 

サフラワー油 6,010 1,002 1,318 8,330 718 9,048 

ひまわり油 1,998 - 15,221 17,219 1,774 18,993 

ごま油 34,174 - 3,515 37,689 26 37,715 

とうもろこし油 25,195 11,959 38,888 76,042 1,561 77,603 

落花生油 - - 424 424 - 424 

こめ油 51,795 10,615 14,901 77,311 11,800 89,111 

オリーブ油 50,949 56 916 51,921 7,810 59,731 

やし油 - 12,855 23,711 36,566 22,027 58,593 

パーム核油 - 15,200 27,515 42,715 62,878 105,593 

パーム油 94,383 249,629 217,671 561,683 102,146 663,829 

あまに油 - - - - 14,210 14,210 

ひまし油 - - - - 19,513 19,513 

桐油 - - - - 1,258 1,258 

その他 345 4,409 7,111 11,865 - 11,865 

その他植物油 345 4,409 7,111 11,865 - 11,865 

工業油その他 - - - - - - 

小計 1,108,939 427,817 809,717 2,346,473 333,943 2,680,416 

動

物

油

脂 

牛脂 - 7,714 30,293 38,007 78,837 116,844 

豚脂 - 15,039 66,348 81,387 56,726 138,113 

ラード - - 1,066 1,066 - 1,066 

魚油 - 6,697 220 6,917 89,311 96,228 

その他 - 4,364 17,571 21,935 19,174 41,109 

小計 - 33,814 115,498 149,312 244,048 393,360 

合計 1,108,939 461,631 925,215 2,495,785 577,990 3,073,775 

（出所）農林水産省「我が国の油脂事情」（2016 年 10 月） 
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III. 他用途への影響に対する対応方策の検討 

１．海外における対応例 

１.１.１  欧州の輸送用バイオ燃料における対応11 

欧州では、2003 年の「バイオ燃料指令」により、輸送用燃料へのバイオ燃料（バイオエ

タノール・バイオディーゼル）の混合率を熱量ベースで 2005 年までに 2％以上、2010 年

までに 5.75%以上とすることを加盟国の自主的な目標として設定した。さらに 2009 年の

再生可能エネルギー指令（RED：Renewable Energy Directive）では 2020 年までに輸送用燃

料におけるバイオ燃料の混合率 10％以上を達成するための義務的目標を定め、同時に燃料

品質指令（FQD：Fuel Quality Directive）では、ライフサイクル GHG 排出量の評価を義務

づけるとともに、化石燃料に対するライフサイクル GHG 排出量削減率を 2020 年末までに

6％以上削減することが明記された。 

一方、このようなバイオ燃料の推進方策は、農作物由来のバイオ燃料の生産を拡大させ

ることにより、食料と競合し、食料価格を高騰させることが問題視された。さらに、食料

との競合は、直接的土地利用変化（森林・草地等から農地へ土地転換を起こすこと）や、

間接的土地利用変化（食用として従来栽培されていた作物が、バイオ燃料用作物の生産に

より別の土地で栽培させること）を引き起こし、その結果ライフサイクル GHG を増加さ

せる可能性があることが問題視された。 

このため、2015 年には、間接的土地利用変化を考慮し、RED 及び FQD の改正（iLUC

指令）により、エネルギー作物ではなく、使用済み食用油や食用廃棄物を原料とした燃料

を推進するようになった。具体的には、RED の 2020 年までのバイオ燃料混合率の目標で

ある 10%のうち、食用作物由来のバイオ燃料の混合率の上限を 7％（7 ％より低い上限の

設定は可能）とし、非食用作物由来のバイオ燃料は残りの 3％とする必要がある（このう

ち、第二世代バイオ燃料の目標は 0.5 ％で拘束力はない。）。また、第二世代バイオ燃料の

使用を促進するため、混合率を 2 倍とみなして計上する優遇措置も導入されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 農林水産省「EU におけるバイオ燃料政策（海外食料需給レポート（Monthly Report）2017 年 4 月）」（2017

年 4 月） 
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図表 29 iLUC 指令におけるバイオマスの取り扱い 

バイオマスの区分 取扱い 該当するバイオマス 

制限されるバイオ燃料 

（従来型食用原料由来

バイオ燃料） 

・ 2020 年 10%導入目標のう

ち、該当バイオ燃料の導

入上限を 7%とする 

・ 穀物、でんぷんが豊富な作物、糖類、油糧作物由来、

農業用地で主にエネルギー用として栽培される作

物由来のバイオ燃料 

先進型バイオ燃料 ・ エネルギー含量を 2 倍と

してカウント（優遇措置） 

・ 2020 年までに 0.5%を導

入するように加盟国政府

に奨励 

・ 藻類 

・ 混合都市廃棄物中のバイオマス成分 

・ 家庭部門から分別収集されるバイオ廃棄物 

・ 小売/卸売/食糧生産/漁業/養殖業を含む産業廃棄物

中のバイオマス成分 

・ わら 

・ 動物堆肥/下水汚泥 

・ パームオイル廃液/パームヤシ空果房 

・ トールピッチ 

・ 粗製グリセリン 

・ バガス 

・ ブドウ絞りかす/酒かす 

・ ナッツ殻 

・ 殻（Husks） 

・ トウモロコシの穂軸 

・ 森林・森林関連産業からの廃棄物・残渣から得られ

るバイオマス（樹皮、枝、商業的でない間伐材、葉、

針状葉、梢（先端）、おがくず、黒液、繊維くず、

リグ人、トールオイル） 

・ その他の非食物由来セルロース系原料 

・ その他のリグノセルロース系原料（丸太を除く） 

・ 非生物由来の再生可能液体・気体燃料 

・ 交通分野における炭素分離回収活用 

・ エネルギー源を再生可能なものとするバクテリア 

その他の優遇バイオマ

ス 
・ エネルギー含量を 2 倍と

してカウント（優遇措置） 

・ 廃食油 

・ 動物性油脂 

（注）赤字は本調査の対象が含まれるもの 

（出所）iLUC 指令(2015/1513) 

 

１.１.２  ドイツの FIT制度における対応 

欧州バイオガス協会（EBA：European Biogas Association）によれば、ドイツのバイオガ

スプラント数は2015年末時点で10,846と欧州でも圧倒的な導入数となっている。これは、

ドイツの FIT 制度（EEG）では高い優遇措置を行ったことに起因する。一方、バイオガス

の原料のほとんどは、エネルギー生産性の高いトウモロコシ等の農作物が使用された。こ

のため、トウモロコシを中心とするエネルギー作物の急増によって、地域の輪作体系に歪

みが発生したり、借地料の上昇により他作物の収益性が圧迫されるなどの弊害も顕在化し

た12。 

このため、2012 年の EEG の改正では、エネルギー作物を原料とする場合には、原料に

占める割合が 60 パーセント未満の場合に限ってプレミアムが支払われるようにし、また

買電価格の設定方法の見直し（プラントの規模によって買電価格を変化させたこと、エネ

                                                        
12 梅津一孝ほか「先進国におけるバイオガスプラントの利用実態に学ぶ～北海道における再生可能エネルギーの

利用促進に関する共同調査報告書～」（2013 年 6 月） 
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ルギー作物を原料とする場合と家畜ふん尿などを原料とする場合とに分けてプレミアム

を設定したこと）を行い、エネルギー作物の作付面積拡大を抑制した。 

 

図表 30 欧州におけるバイオマスガスプラントの数 

 

（出所）European Biogas Association「EBA Biogas statistics」 

 

図表 31 バイオマス発電に影響を与えた FIT 制度の変遷 

 

（出所）梅津一孝ほか「先進国におけるバイオガスプラントの利用実態に学ぶ～北海道における再生可能エネ

ルギーの利用促進に関する共同調査報告書～」（2013 年 6 月） 
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１.１.３  イタリアのバイオガス FITにおける対応 

欧州バイオガス協会（EBA：European Biogas Association）によれば、イタリアのバイオ

ガスプラント数は 2015 年末時点で 1,555 と欧州においてドイツに次いでいる13。イタリア

の FIT 制度では当初 1MW 未満のバイオガス発電に 28 セントユーロ/kWh と高い買取価格

を設定したため、2011 年にバイオガスプラント数が+81%増となるなど急増した。しかし

ながら、ほとんどはエネルギー作物由来で 1MW 級であったため、エネルギー作物を抑制

し、動物や植物由来の廃棄物の小規模プラント（500kW 未満）を促進させるために、2012

年 6 月の FIT 法の改正では、原料、容量、熱の使用有無、使用する技術等により買取価格

が見直された。この結果、2013 年には 127 プラントのみとなった14。 

 

２．日本における対応方策の検討 

２.１  バイオマス燃料の分類 

前述の通り、FIT 制度では、「既存用途へ与える影響を最小限にするよう努めること」とあ

り、土地・水といったリソースレベルの競合というよりは、当該生産物の範囲の競合を想定

していると考えられる。このため、主産物であるもののうち、既存用途として何らかの利用

がされているものを中心に対応を検討していくことが望ましい。食料需給に影響を及ぼす場

合は、国際的な問題に発展する可能性があることから、特に慎重な対応が求められる。また、

主産物であっても毒性等があり既存用途が乏しい作物であっても、食用作物からの転作が起

こる可能性があることや、農地面積は世界的に限られることを踏まえると、対応の必要性に

ついては今後検討していくべきである。 

一方、副産物の場合、バイオマス燃料そのものを目的に、農地の占有は起こりにくいこと

から、一部ですでに利用されている既存用途に配慮すれば、大きな問題には発展しにくいと

考えられる。 

 

２.２  制限の方法 

バイオマス燃料の利用が農作物の需給に影響する場合、価格上昇などを引き起こすことが

考えられるが、バイオマス燃料の価格は多様な要素によって変動しうることから、価格の上

昇によってその影響を判断することやそれに基づき利用を制限することは難しい。一方、バ

イオマス燃料の使用量については、認定量を制限するなどの対応が可能であると考えられる。

制限すべき量については、様々な水準が考えられるが、賦存量やわが国における既存用途の

需要量などから決定することが望ましいと考えられる。 

 

  

                                                        
13 European Biogas Association「EBA Biogas statistics（2015 年 12 月時点版）」 

14 Michel Torrijos「State of Development of Biogas Production in Europe（Procedia Environmental Sciences 35 (2016) 881 

– 889）」（2016 年） 
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第３章 バイオマス燃料の安定調達に関する調査 

I. 調査内容及び方法 

１．安定調達に関する考え方 

他用途への影響や持続可能性は、外部性15を伴うことから、仮に問題が生じた場合に、事

業者以外が被害を受ける可能性が高い。一方で、使用されている燃料の安定調達については、

外部性の要素は小さいことから、それが担保されない場合、燃料調達ができなくなり、事業

者自身が被害を受けるという性質を持つ。このため、燃料の安定調達については、事業者が

事業性と事業リスクを踏まえて判断すべき事項と考えられる。 

 

２．調査内容 

上記の考え方を踏まえて、本調査では、賦存量と主な調達候補先の概要を把握するにとど

め、主産物であるかどうかも考慮しつつ、安定調達の可能性を考察することとした。 

木質バイオマス、パーム油、PKS、パームトランクについては、すでに多くのバイオマス

発電事業が立ち上がっていることや、業界団体から報告16や過去の委託調査17でも整理され

ていることから、農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち、パーム油、PKS、パーム

トランク以外の燃料種を調査対象とした。 

 

 

  

                                                        
15 ある経済主体の意思決定（行為・経済活動）が他の経済主体の意思決定に影響を及ぼすこと。 

16 一般社団法人バイオマス発電協会「バイオマス発電事業（パーム油発電）の現状と課題について（第 31 回調

達価格等算定委員会資料 3）」（2017 年 10 月） 

17 資源エネルギー庁「平成 27 年度新エネルギー等導入促進基礎調査（持続可能なバイオマス発電のあり方に係

る調査）」（2016 年 2 月） 
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II. 安定調達の可能性の検討 

１．燃料種別の検討 

１.１  液体バイオマス燃料 

１.１.１  パーム酸油（PAO） 

（1）性状 

我が国では貯蔵状態が悪く、CPOのうち特にFFAの割合が多いCPOをパーム酸油（PAO）

と呼ぶことが多い。PAO の物性は品質によって変化するが、一例としては、常温で固体と

なっており、高位発熱量が 28.8 MJ/kg とされる18。また、ヒアリング調査によれば、酸性

度が高いため、エンジンへの悪影響も懸念される。 

 

（2）賦存量 

FFA の高い CPO には、CPO の規格外品、絞りかすなどがあるが、その発生量に関する

データは僅少である。搾りかすについては、CPO の最大 3％とされている19。規格外品も

含めると、数百万トン程度の発生量がある可能性がある。 

PAO と同様に利用が検討されているパーム油廃液（POME：Palm Oil Mill Effluent）につ

いては、1 トンの CPO に対して 2.9 トン程度が発生するとされ、その中の 3～5%が油成分

とされている20。 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

PAO の正確な賦存量は不明であるが、仮に使用用途の乏しいものが数百万トン程度の量

があるのであれば、比較的安定的な調達が期待できる。 

  

                                                        
18 野毛宏文「パーム酸油を燃焼用燃料として有効利用するための研究（日本機械学会 2016 年度年次大会）」（2016

年 9 月）。なお、同論文のサンプルは遊離脂肪酸 80.8%である。 

19 インドネシア産パームプロダクト総合開発プロジェクトウェブサイト<https://sumatora123.jimdo.com/> 

20 Energy Feeds ウェブサイト<http://new.energyfeedsindonesia.com/palm-acid-oil/> 
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１.１.２  菜種油 

（1）性状 

菜種油の低位発熱量は、37.3～38.4 MJ/kg21であり、一般的な植物油と同程度である。融

点は、-10℃22であり、常温で液体のため取扱いは容易である。 

（2）賦存量 

菜種油の生産量の推移を図表 32 に示す。2017 年の世界全体の生産量は 2,536 万トン程

度である。中国に加えて、欧州やカナダでの生産量の割合が多い点が特徴といえる。 

 

図表 32 菜種油の世界生産量 

  

（出所）ISTA MIELKE「Oil World Annual 2018」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

菜種油の生産量は、2,500 万トン程度の生産量である。ただし、基本的には現状で食料

を中心に利用されていることから、燃料利用するためには新たな栽培が必要となる。また、

国際商品であることから、市場価格は変動しやすい。 

 

                                                        
21 go green ltd.「Solid Biofuels Measuring and calculating the heating values of biofuels」（2016 年 8 月） 

22 Engineering ToolBox「Melting points of oils」（2008 年） 
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１.１.３  大豆油 

（1）性状 

大豆油の低位発熱量は、37.1 MJ/kg23であり、一般的な植物油と同程度である。融点は、

-16℃24であり、常温で液体のため取扱いは容易である。 

 

（2）賦存量 

大豆油の生産量の推移を図表 33 に示す。2017 年の生産量は 5,387 万トンである。世界

における生産量は増加傾向にある。生産量上位 5 か国である中国、アメリカ、ブラジル、

アルゼンチン、インドの生産量合計は世界全体の約 80%を占める。 

 

図表 33 大豆油の生産量 

 

（出所）ISTA MIELKE「Oil World Annual 2018」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

大豆油の生産量は、5,400 万トン程度の生産量である。ただし、基本的には現状で食料

を中心に利用されていることから、燃料利用するためには新たな栽培が必要となる。また、

国際商品であることから、市場価格は変動しやすい。 

  

                                                        
23 go green ltd.「Solid Biofuels Measuring and calculating the heating values of biofuels」（2016 年 8 月） 

24 Engineering ToolBox「Melting points of oils」（2008 年） 
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１.１.４  落花生油 

（1）性状 

落花生油の低位発熱量は、36.8 MJ/kg25であり、一般的な植物油と同程度である。融点

は、3℃26であり、他の油に比べてやや高いという特徴を持つ。 

 

（2）賦存量 

落花生の生産量の推移を図表 34 に示す。2017 年の生産量は 592 万トンとパーム油や大

豆油と比較すると 1/10 程度の生産量となっている。中国、インド、ミャンマー、ナイジェ

リア、スーダン等が主要生産国とされている。 

 

図表 34 落花生油の生産量 

 

（出所）USDA「Oilseeds: World Markets and Trade」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

落花生油の生産量は、590 万トン程度と主要な植物油と比較すると小さい。また、基本

的には現状で食料を中心に利用されていることから、燃料利用するためには新たな栽培が

必要となる。また、国際商品であることから、市場価格は変動しやすい。 

  

                                                        
25 go green ltd.「Solid Biofuels Measuring and calculating the heating values of biofuels」（2016 年 8 月） 

26 Engineering ToolBox「Melting points of oils」（2008 年） 
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１.１.５  ひまわり油 

（1）性状 

ひまわり油の低位発熱量は、36.8～37.1 MJ/kg27であり、一般的な植物油と同程度である。

融点は、-17℃28であり、常温で液体のため取扱いは容易である。 

 

（2）賦存量 

ひまわり油の生産量の推移を図表 35 に示す。2017 年の生産量は 1,898 万トンである。

世界における生産量は増加傾向にある。ウクライナ、ロシアの生産量が突出している。 

 

図表 35 ひまわり油の生産量 

 

（出所）ISTA MIELKE「Oil World Annual 2018」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ひまわり油の生産量は 1,900 万トン程度である。ただし、基本的には現状で食料を中心

に利用されていることから、燃料利用するためには新たな栽培が必要となる。また、国際

商品であることから、市場価格は変動しやすい。 

  

                                                        
27 go green ltd.「Solid Biofuels Measuring and calculating the heating values of biofuels」（2016 年 8 月） 

28 Engineering ToolBox「Melting points of oils」（2008 年） 
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１.１.６  ジャトロファ油 

（1）性状 

ジャトロファの果肉には毒性があり、食料との競合が生じないことや、乾燥に強くやせ

た土地でも育つ、水、肥料、管理をあまり求めない、含油率も高いという特徴がある。ジャ

トロファ油は、39.8MJ/kg と一般的な植物油と比較してやや高い傾向がある29。 

 

（2）賦存量 

ジャトロファはバイオディーゼル燃料の原料として、2000 年代半ばごろから注目され始

めたが、徐々にそのブームは廃れていった。その背景には、ジャトロファ栽培地は山間奥

地が多く管理が難しいこと、詐欺まがいの行為、支払金の未払いなどが挙げられる。2011

年までにインドで約 85%の農家がジャトロファ栽培を放棄したといった失敗事例が多く

報告された30。乾燥地での栽培が可能な点から注目を集めたものの、実態としては、乾燥

地での安定した収量の確保については知見不足のため、商業ベースでは比較的条件のよい

土地で生産されているとされている31。 

現在、ジャトロファに関する生産・貿易統計は存在しないため、詳しい実態は不明であ

る。しかし、ジャトロファへの注目が集まった時期におけるデータは入手可能である。2000

年代には、中国の雲南省と四川省の国家林業局と石油大手の中国石油天然気による総面積

4ha 以上のジャトロファ・プランテーション建設や、イギリス石油大手の BP（旧 British 

Petrolium）と植物性燃料バイオディーゼル大手 DI オイルズとがアフリカ 6 か国を含む 12

か国でジャトロファ原料のバイオディーゼル生産など、世界的に注目されていた32。 

当時の FAO 報告書では、90 万 ha のジャトロファ栽培地が存在し、その 85%以上がミャ

ンマー、インド、中国、インドネシアに、12%程度の 12 万 ha がマダガスカル、ザンビア、

タンザニア、モザンビークといったアフリカで見られ、残りの 2 万 ha ほどがブラジルを

中心とする中南米に位置すると報告されていた。さらに、当時は 2010 年までに 472 万 ha、

2015 年までに 1,280 万 ha の土地で栽培されるとした予測に加え、インドネシアでは世界

最大の 520 万 ha で栽培が行われると言われていたほど、世界中の注目を集めていた33。 

その後、上で述べたような理由からジャトロファのブームは落ち着いたものの、近年再

注目されている。2013 年にはシンガポール JOil 社が 5t/ha、米国 SGB 社が 5.5t/ha の種子

収量が得られる系統を開発し、アフリカ、インド、グアテマラ、ブラジル等での栽培計画

                                                        
29 段智久「バイオ燃料の燃焼特性-ディーゼルエンジンにおける植物油の利用（日本マリンエンジニアリング学会

誌第 47 巻第 1 号」（2012 年） 

30 公益社団法人 国際農林業協働協会 「国際農林業協力」 Vol. 36 (2013) No.3 

31 JICA「モザンビークにおけるジャトロファバイオ燃料の持続的生産 事業事前評価票」（2011 年 3 月） 

<https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2010_1000715_1_s.pdf> 

32 農林水産省委託事業「平成 20 年度海外農業情報調査分析事業（アフリカ・ロシア・東欧・中南米等地域に基

づく成果報告書）」  

33 FAO「Integrated Crop Management Vol. 8」（2010 年） 
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を発表している34。また、2015 年 10 月半ばには米環境保護局（EPA）が、ジャトロファ

を圧搾して製造したオイルが、次世代型のバイオ燃料として認定できると評価している。

我が国でも日本国際協力機構（JICA）と国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）によ

る地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）において、ジャトロファの

利用効率を高め、輸送用燃料資源としての社会実装を支援するプログラムがタイ国にて行

われていた（2010~16 年）。 

アジア地域の中でも特にインド政府は、バイオディーゼル普及プログラム（NBM）でジャ

トロファを最も有望な原料として認定し、連邦政府や州政府による資金援助や作付け支援

などを行っていた35。このプロジェクトは 2017 年までにジャトロファを中心として、国

内燃料の 20%をバイオディーゼルで賄う目標を立てていたが、2017 年時点で不良種や水

源確保、農園維持コストの高さなどが原因となり、ジャトロファのプランテーションは中

止されてしまった36。 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ジャトロファについては、これまでに多くの国でブームと失敗が見られる。乾燥地での

栽培が可能な点から注目を集めたものの、実態としては、乾燥地での安定した収量の確保

が難しいためである。また、現状ですでに大規模な栽培がされているわけではないことか

ら、今後の安定供給には懸念が残る。 

  

                                                        
34 公益社団法人 国際農林業協働協会「国際農林業協力」 Vol. 36 (2013) No.3 

35 JPEC「世界製油所関連最新情報 2017 年 6 月号」（2017 年 6 月） 

36 USDA Foreign Agricultural Service: India 
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１.２  固体バイオマス 

１.２.１  パーム空果房（EFB） 

（1）性状37 

EFBは水分が60%程度と非常に高く、低位発熱量は5.38 MJ/kgとかなり低い。このため、

そのままでは、輸送コストがかかることや燃焼性が乏しいことから、乾燥させ、ペレット

等に加工して燃料利用することが想定される。 

 

（2）賦存量 

パーム果房の生産量は 2016 年時点で約 3.0 億トンである。インドネシア、マレーシアの

2ヶ国で 82%を占めている。既存調査38では、EFBの果房に占める割合は 7.7%としており、

これに基づくと、EFB の賦存量は 2,312 万トンと推計される。 

 

図表 36 パーム果房の生産量 

  

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

EFB の賦存量は 2,300 万トン程度と推定され、現状で副産物として一定量が発生してい

                                                        
37 ECN「Phyllis2 データベース」、JICA「インドネシア国 パーム油産業の EFB 廃棄物による紙パルプ製造事業

にかかる案件化調査 業務完了報告書」（2017 年 11 月）から作成 

38 田中良平「木質資源としてのオイルパーム -現状と利用開発-（海外の森林と林業 No.79）」（2010 年） 
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ることから、量の確保に関する課題は少ないと考えられる。ただし、EFB は、同じパーム

由来の副産物である PKS と比較して腐りやすく、水分が多くて扱いにくいとされており、

ペレット等に成型加工されることが検討されている。この点で事業性を確保できるかが課

題となる。 
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１.２.２  ココナッツ殻 

（1）性状39 

ココナッツの副産物のうち、中果皮（husk）の水分は、収穫時は 30%程度であるが、乾

燥させやすく、数日で 15%程度まで減少する。また、内果皮（shell）の水分は、5～15%

程度となっている。比較的乾燥しているものの、どちらも殻のサイズが大きいことから、

燃料として使用される場合は加工も検討されている。 

 

（2）賦存量 

ココナッツの生産量は 2016 年時点で 5,901 万トンである。インドネシア、フィリピン、

インドの 3 カ国の生産量が特に多い。 

ココナッツの副産物のうち、最も燃料化しやすいと考えられる内果皮（shell）は 15%の

重量を占めており、その賦存量は約 885 万トン程度と推定される。また、中果皮（husk）

は 33%を占めており、その賦存量は 1,947 万トンと推定される。 

 

図表 37 ココナッツの生産量 

  
（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

 

                                                        
39  ECN「Phyllis2 データベース」、D.Toody 他「Evaluation of Biomass Gasfication Using Coconut Husks in 

ProducingEnergy to Generate Small-Scale Electricity(Int'l Conference on Artificial Intelligence, Energy and Manufacturing 

Engineering 2014)」（2014 年 6 月）から作成 
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図表 38 ココナッツの部位の重量比  

部位 名称 主な用途 重量比（%） 

外果皮 － － ほぼ 0 

中果皮 ヤシ殻 ココファイバー 法面緑化工事、タワシ、ブラシ 10 

ココピート 園芸資材、敷きワラ 23 

内果皮 シェル 活性炭 15 

固形胚乳 ココナツ（コプラ） オイル、ミルク、乾燥ココナツ、

石鹸 

30 

果水 ココナツウォーター ジュース、酢、ナダデココ 22 

（出所）公益財団法人国際緑化推進センター「途上国森林ビジネスデータベース」<https://jifpro.or.jp/bfpro/wp-cont

ent/uploads/2016/06/business-model_cocos.pdf>（2018 年 11 月アクセス） 

 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ココナッツ殻の賦存量は内果皮 885 万トン程度、中果皮 1,947 万トンと推定され、現状

で副産物として一定量が発生していることから、量の確保に関する課題は少ないと考えら

れる。ただし、ココナッツ殻（内果皮、中果皮）は、比較的乾燥しており、そのまま利用

することもできるが、他の殻に比べてサイズが大きいことからペレット等に成型加工され

ることも検討されている。この点で事業性を確保できるかが課題となる。 
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１.２.３  もみ殻 

（1）性状40 

もみ殻の水分は 10%程度と低いが、灰分が 15～20%程度含まれることから、低位発熱量

は 11～13MJ/kg 程度にとどまり、燃焼時にクリンカが発生しやすい。また、もみ殻を高温

で燃焼させると発生する非晶質シリカ（SiO2）は世界保健機関（WHO：World Health 

Organization）付属国際癌研究機構（IARC：International Agency for Research on Cancer）に

よって人体に発がん性を有する物質に分類されており41、燃焼方法の工夫が必要である点

が課題である。 

 

（2）賦存量 

もみ殻のエネルギー密度が低く、長距離移動は不利となる。一方、わが国は稲作が盛ん

であることから、国内からの調達を想定して賦存量を検討する。コメ収穫量から推定する

方法は、コメから取れるもみ殻の割合（0.3）を収穫量に乗じる単純な方法が提案されてい

る42。これと同様の方法で、もみ殻の発生量を推計した。 

図表 39 には我が国全土におけるもみ殻推定発生量を示す。2017 年度は 235 万トンが発

生していると推計される。経年変化をみると、コメの生産量減少に応じてもみ殻の発生量

も減少していることがわかる。 

図表 40 は、もみ殻推定発生量の上位 5 県と、2005 年からの減少が 20%以上と他県に比

べて高い値を示した栃木県における 2005 年からの推移を示している。コメの生産量が多

い、新潟・北海道ではもみ殻発生量も多い。また。上位 5 県では 2005 年からの減少率も

7~15%と比較的小さい値を示した。一方、栃木・福島・宮崎・沖縄では 20%以上減少して

おり、東京では 35%の減少が見られ、生産量も全国最下位であった。 

 

                                                        
40 ECN「Phyllis2 データベース」から作成 

41 IARC「IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Vol.58, pp.41-61」（1993） 

42 （独）農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所「市町村のためのバイオマス活用計画の評価ガイド」

（2012 年 3 月） 
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図表 39 もみ殻推定発生量 

 

（出所）農林水産省「作物統計調査」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 40 もみ殻推定発生量上位 5 県 

 

（出所）農林水産省「作物統計調査」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

もみ殻の賦存量は国内だけで 235 万トン程度と推定され、現状で副産物として一定量が

発生していることから、量の確保に関する課題は少ないと考えられる。ただし、灰分の多

さや非晶質シリカなど燃料としての取り扱いの難しさがあるため、これらの点にも留意す

る必要がある。 
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１.２.４  カシューナッツ殻 

（1）性状43 

カシューナッツ殻の水分は 6～7%程度と比較的乾燥しており、灰分は 3.3%程度である。

比較的燃焼性が高いバイオマス燃料である。 

 

（2）賦存量 

カシューナッツの生産量は 490 万トンである。主にアジアやアフリカでの生産量が多く

なっている。 

カシューナッツ殻は実の 70%の重量を占めるとされており44、カシューナッツ殻の賦存

量は 340 万トン程度と推定される。 

図表 41 カシューナッツの生産量 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

カシューナッツ殻の賦存量は 340 万トン程度と推定され、現状で副産物として一定量が

発生している。また、カシューナッツ殻は乾燥しており、ペレット化等の成型加工は必ず

しも必要としないことから安定調達に係る課題は少ないと考えられる。 

  
                                                        
43 Sanger S. H.他「Study of carbonization for cashew nut shell（Research Journal of Chemical Sciences 1(2), 43-55）」（2011

年 5 月） 

44 JICA「カンボジア国再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査ファイナルレポート第 2巻：マスター

プラン」（2006 年 6 月） 
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１.２.５  ウォールナッツ殻 

（1）性状45 

ウォールナッツ殻の水分は 11～15%程度と比較的乾燥しており、灰分は～3%程度であ

る。比較的燃焼性が高いバイオマス燃料である。 

 

（2）賦存量 

ウォールナッツの世界生産量の推移をに示す。世界全体の生産量は殻を含めて 2016 年

時点で 375 万トンである。生産量上位 5 か国である中国、アメリカ、イラン、トルコ、メ

キシコの生産量合計は世界全体の約 84%を占める。 

ウォールナッツ殻の重量は果実全体の 67%を占めるとされていることから46、ウォール

ナッツ殻の賦存量は約 250 万トンと推定される。 

図表 42 ウォールナッツの生産量 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ウォールナッツ殻の賦存量は 250 万トン程度と推定され、現状で副産物として一定量が

発生している。また、ウォールナッツ殻は乾燥しており、ペレット化等の成型加工は必ず

しも必要としないことから安定調達に係る課題は少ないと考えられる。 

  

                                                        
45 ECN「Phyllis2 データベース」等から作成 

46 V.K.Singh「Characterization of Flexural and Impact Strength of Jute/Almond Hybrid Biocomposite（Journal of Testing 

and Evaluation）」（2016 年 6 月） 
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１.２.６  ピスタチオ殻 

（1）性状47 

ピスタチオ殻の水分は 7.5%程度と比較的乾燥しており、灰分は 1.0～1.5%程度である。

比較的燃焼性が高いバイオマス燃料である。 

 

（2）賦存量 

ピスタチオの生産量は、2016 年時点で 106 万トンである。生産量上位 5 か国であるアメ

リカ、イラン、トルコ、中国、シリアの生産量合計は、2016 年で世界全体の約 98%を占

める。特に上位 2 か国であるアメリカ、イランの生産量が増加傾向にある。 

ピスタチオ殻の賦存量は製品全体の重量の 15%程度とされていることから48、約 16 万

トン程度と推計される。ただし、ピスタチオは殻つきで出荷されることも多いことから、

この一部が加工工場で発生すると考えられる。 

図表 43 ピスタチオの生産量 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ピスタチオ殻の賦存量は 16 万トン程度と推定され、殻つきのまま出荷されることも考

慮すると、加工工場で発生する量はこの一部と考えられる。ピスタチオ殻は、乾燥してお

り、ペレット化等の成型加工は必ずしも必要としないことから、現状で発生しているもの

を使用すること可能であるが、量は限られると考えられる。  

                                                        
47 ECN「Phyllis2 データベース」等から作成 

48 同上 

760 

680 

885 

1,024 
1,058 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2012 2013 2014 2015 2016

世
界
生
産
量
計
（
千
ト
ン
） その他

イタリア

ギリシャ

シリア

中国

トルコ

イラン

アメリカ



- 43 - 

１.２.７  アーモンド殻 

（1）性状49 

アーモンド殻の水分は 10%程度と比較的乾燥しており、灰分は～6%程度である。比較

的燃焼性が高いバイオマス燃料である。 

 

（2）賦存量 

アーモンドの生産量は、2016年時点で 321万トンであり、米国が 6割程度を占めている。

アーモンド殻の発生量は、アーモンドの実の重量に対して、35～75％とされており50、110

～240 万トン程度が発生していると推計できる。 

 

図表 44 アーモンドの生産量 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

アーモンド殻の賦存量は 110～240 万トン程度と推定され、現状で副産物として一定量

が発生している。また、アーモンド殻は乾燥しており、ペレット化等の成型加工は必ずし

も必要としないことから安定調達に係る課題は少ないと考えられる。 

 

  

                                                        
49 ECN「Phyllis2 データベース」等から作成 

50 Anna Ebringerova 他「CHEMICAL VALORIZATION OF AGRICULTURAL BY-PRODUCTS: ISOLATION AND 

CHARACTERIZATION OF XYLAN-BASED ANTIOXIDANTS FROM ALMOND SHELL BIOMASS( 

BioResources Vol3, No 1）」（2008 年） 
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１.２.８  ひまわり種殻 

（1）性状51 

ひまわり種殻の水分は 10%程度と比較的乾燥しており、灰分は～4%程度である。比較

的燃焼性が高いバイオマス燃料である。 

 

（2）賦存量 

ひまわりの種子の 2016 年の生産量は、4,735 万トンとなっており、ウクライナ、ロシア

の生産量が 50%以上を占めている。一方、同年のひまわりの種子の輸出量は世界全体で

491 万トンであり、その割合は大きくない。種子で輸出するのではなく、種子生産国で油

まで生産し、輸出することが多いためである。 

図表 46 に示す通り、ひまわり種子のマスバランスから、種子重量のおおよそ 10%が殻

（Hull）として排出されることがわかる。このため、世界全体で 470 万トン程度の賦存量

があると考えられる。ロシア、ウクライナでは 100 万トン程度の発生があり、その他の国

は数十万トン程度と推定される。 

 

 

図表 45 ひまわり種子の生産量 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

                                                        
51 ECN「Phyllis2 データベース」等から作成 
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図表 46 ひまわり種子の加工におけるマスバランス 

 

（出所）AOCS Lipid Library ウェブサイト<http://lipidlibrary.aocs.org/OilsFats/content.cfm?ItemNumber=40335> 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ひまわり種殻の賦存量は 470 万トン程度と推定され、現状で副産物として一定量が発生

している。また、ひまわり種殻は乾燥しており、ペレット化等の成型加工は必ずしも必要

としないことから安定調達に係る課題は少ないと考えられる。 
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１.２.９  ネピアグラス 

（1）性状 

ネピアグラスの性状は不明であるが、一般的に草本系バイオマスは水分が多く、燃焼さ

せにくいことから、乾燥させてペレット等に加工される。 

 

（2）賦存量 

ネピアグラスは熱帯アフリカに自生している植物であるが、多くの熱帯及び亜熱帯諸国

で飼料用に栽培もされている。ただし、統計資料は僅少であり、生産量は不明である。 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ネピアグラスは水分を多く含んでいることや嵩張ることから、乾燥させてペレット化し

て輸送されることが想定されている。ネピアグラスの生産実態は不明点が多いが、一定量

は飼料用に栽培されている。ただし、固体燃料化の取組の歴史は浅く、現時点で大規模に

燃料用ペレットを製造している事例は少ない。 

 

  



- 47 - 

１.２.１０  ソルガム 

（1）性状 

ソルガムの性状は不明であるが、一般的に草本系バイオマスは水分が多く、燃焼させに

くいことから、乾燥させてペレット等に加工される。 

 

（2）賦存量 

FAO の統計資料によれば、ソルガムの生産量は、2016 年時点で 6,633 万トンである。米

国、ナイジェリア、スーダン、メキシコ、エチオピアなどが上位生産国となっている。ソ

ルガムから発生する茎は、品種によっても異なるが、乾燥重量で子実重量以上が発生して

いる。 

 

図表 47 ソルガムの生産量の推移 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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図表 48 スウィートソルガムのマスバランス 

 

（出所）A.Almodares 他「Production of bioethanol from sweet sorghum:A review」African Journal of Agricultural Research 

Vol. 4 (9), pp. 772 – 780（2009 年 9 月） 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ソルガムは水分を多く含んでいることや嵩張ることから、乾燥させてペレット化して輸

送されることが想定されている。ソルガムは、世界的に大規模に栽培されているが、固体

燃料用に栽培されることは僅少であり、現時点で大規模に燃料用ペレットを製造している

事例は少ない。 
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１.２.１１  ベンコワン種子 

（1）性状 

ベンコワン種子はこれまでバイオマス燃料として利用された実績は乏しく、その性状は

不明である。 

 

（2）賦存量 

ベンコワンに関する正確な統計は存在しないため、生産実態は不明である。中央アメリ

カ、中国、東南アジアで栽培されており、ほとんどの東南アジア地域では、比較的入手し

やすいことから、一定の量が栽培されているとされている52。 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

ベンコワンは、統計資料も僅少なことから、賦存量は不明であるが、中央アメリカ、中

国、東南アジアでは広く栽培されており、種子は利用価値がないことから未利用のバイオ

マスが一定量存在するともいえる。したがって、燃料供給事業者のサプライチェーン構築

ができれば、一定量の燃料利用は可能と考えられる。 

 

 

  

                                                        
52 PlantUse ウェブサイト<https://uses.plantnet-project.org/en/Pachyrhizus_erosus_(PROSEA)> 
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１.２.１２  ジャトロファ種子 

ジャトロファの安定調達の可能性は「１.１.６  ジャトロファ油」と同様である。 

 

１.２.１３  サトウキビ茎葉 

（1）性状 

砂糖の原料として栽培されるサトウキビから穂先の部分（cane top）を取り除いた茎の

部分を圧搾したのちの残渣物をサトウキビ茎葉ペレット（バガス）と呼び、サトウキビを

搾汁した場合、約 25%がバガスとして得ることができる。ほとんどが不溶性、難消化性の

セルロース、リグニンで占められており、繊維構造は非常に強固である。これまでは製糖

工場の燃料として使用される以外に用途がなく、大部分が産業廃棄物として処理されてき

たが、近年燃料としての利用に注目が集まっている。 

 

（2）賦存量 

サトウキビの世界生産量推移を図表 49 に示す。生産量全体は 2013 年から 2017 年にか

けて大きな変動はなく、2017 年の生産量は 18.9 億トン。生産量上位であるブラジル、イ

ンド、中国、タイ、パキスタンの生産量合計は世界全体の約 74%を占める。どの国・地域

において生産量の変動は大きくはない。既存研究53によれば、一例としてサトウキビのう

ち 25.6%がバガス（ただし葉部分は含まない。）となる。これに基づくと、サトウキビ茎

葉のうちバガスは世界全体で 4.8 億トンの賦存量として存在すると考えられる。 

 

                                                        
53 E. Gnansounou他「Ethanol fuel from biomass: A review（Journal of Scientific & Industrial Research Vol.64 pp809-821）」

（2005 年 11 月） 
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図表 49 サトウキビの世界生産量 

 

（出所）FAO「FAOSTAT」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）安定調達の可能性に関する考察 

サトウキビ茎葉の賦存量は、バガスだけで 4.8 億トンと推定され、現状で副産物として

一定量が発生している。サトウキビ茎葉は水分を多く含んでいることや嵩張ることから、

乾燥させてペレット化して輸送されることが想定されている。 
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２．検討結果のまとめ 

以上の検討結果をまとめると、図表 50 の通りとなる。副産物は一定量がすでに市場に存

在していることから、安定調達の可能性は高いと考えられる。一方で、以下の点には留意す

る必要がある。 

⚫ 一部のバイオマス燃料は取扱いの難しいものがあるため、加工工程を含めて燃料とし

て利用可能かどうかを検証する必要がある。 

⚫ 副産物については需要が増加したとしても、それに係る主産物が増加しない限りは供

給量が増えにくい点に留意する必要がある。 

⚫ 世界全体でそれほど賦存量が高くない燃料種も存在することに留意する必要がある。 

 

一方、主産物には食用油脂のように現状で一定の生産量が存在するものと、ジャトロファ

油のように新規の栽培が必要となるものに分けられる。ただし、現時点での生産量は大きい

燃料であっても、そもそも食用を中心に他用途で利用されていることから、発電用には新規

の栽培が必要となる点は共通しており、燃料の安定調達が可能かどうかは各プロジェクト次

第であるといえる。 
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図表 50 安定調達に関する燃料種別のまとめ 

燃料種  
主産物／副

産物 
安定調達の可能性 

液

体

燃

料 

パーム酸油 
主産物（規

格外品） 
賦存量は不明であるが、一定量が存在する可能性あり 

菜種油 主産物 

△ 

世界全体で2,500万トン程度の生産量があるが、他用途で利用する

ため、発電用には新規栽培が必要 

大豆油 主産物 

△ 

世界全体で5,400万トン程度の生産量があるが、他用途で利用する

ため、発電用には新規栽培が必要 

落花生油 主産物 

△ 

世界全体で 590万トン程度の生産量があるが、他用途で利用する

ため、発電用には新規栽培が必要 

ひまわり油 主産物 

△ 

世界全体で1,900万トン程度の生産量があるが、他用途で利用する

ため、発電用には新規栽培が必要 

ジャトロファ油 主産物 

△ 

一部バイオディーゼル用に栽培されているが、発電用には新規栽

培が必要 

固

体

燃

料 

EFB 副産物 賦存量は 2,300万トン程度と推定 

ココナッツ殻 副産物 賦存量は内果皮 885万トン程度、中果皮 1,947万トンと推定 

もみ殻 副産物 賦存量は国内だけで 235万トン程度 

カシューナッツ

殻 
副産物 賦存量は 340万トン程度と推定 

ウォールナッツ

殻 
副産物 賦存量は 250万トン程度と推定 

ピスタチオ殻 副産物 
△ 

賦存量は 16万トン程度と推定 

アーモンド殻 副産物 賦存量は 110～240万トン程度と推定 

ひまわり種殻 副産物 賦存量は 470万トン程度と推定 

ネピアグラス 主産物 
△ 

一定量は飼料用に栽培されているが、発電用には新規栽培が必要 

ソルガム 主産物 
△ 

6,600万トン程度が栽培されているが、発電用には新規栽培が必要 

ベンコワン種子 副産物 
中央アメリカ、中国、東南アジアでは広く栽培されており、一定量の

種子が実在するが、賦存量は不明 

ジャトロファ種子 主産物 

△ 

エネルギー用途以外には用いられることが少ない作物のため、発

電用には新規栽培が必要 

サトウキビ茎葉 副産物 賦存量は 4.8億トン程度と推定 

（注）×、△はそれぞれ安定調達に懸念があることを示す。 
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第４章 バイオマス燃料の持続可能性に関する調査 

I. 調査の背景及び調査内容 

１．調査の背景：FIT制度の下でのバイオマスの取扱い 

FIT 制度においては、平成 29 年度からの価格改定前に駆け込みでバイオマス発電の認定量

が急増した。とくに認定量が大きいのは、輸入バイオマスを含む一般木材等の区分であった。

また、制度開始時には森林資源等の有効活用が想定されていたが、一般木材等の区分での申

請のうち、件数ベースで約 5割、出力ベースで約 4割がパーム油を燃料に含むものであった。

パーム油の FIT 制度の下での発電利用は、固体バイオマスと異なり既に普及した燃焼設備で

の燃焼が可能であるため初期費用（設備費用）が安価であること、他の液体燃料と比べて燃

料費も安価であること等が理由となり、申請が急増した。 

パーム農園開発では、東南アジア等の熱帯雨林を伐採し土地利用転換されることが多く、

森林減少要因、CO2排出の要因となることが懸念される。また、従来パーム油は食品や化学

製品等に使用されており、こうした他用途との競合も問題となりうる。平成 29 年度の調達

価格等算定委員会ではこうした点が指摘され、FIT 制度の下で認定し使用されるバイオマス

については、適切に生産され持続可能性を担保した燃料であることを示すことの重要性、そ

のための仕組みの必要性が改めて認識された54（以下、調達価格等算定員会「平成 30 年度

以降の調達価格等に関する意見」抜粋ご参照）。 

同委員会での議論を経て、バイオマスの区分として「バイオマス液体燃料区分」が新設さ

れ、平成 30 年度以降の同区分での新規認定は議論が進んだパーム油に限ること、その他の

燃料については都度委員会で議論することとされた。 

 

調達価格等算定員会「平成 30 年度以降の調達価格等に関する意見」（平成 30 年 2 月 7 日） 

より抜粋： 

 

II. 分野別事項 

5. バイオマス発電 

（2）FIT 認定量の急増した一般木材等バイオマス発電の取扱い 

 ③調達価格等以外について 

  1）燃料の安定調達の確保 

⚫ 一般木材等バイオマス発電については、認定量の急増が燃料の安定調達・持続可能性に影

響を与えていることから、認定基準を充足しているか確認する方法を見直す必要がある。 

⚫ 具体的には、認定量が急増するなかでも安定調達を確保するためには、輸入材について、

国内商社等との安定調達契約書だけではなく、現地燃料調達者等との安定調達契約書等を

確認するべきである。また、木質バイオマスについて、持続可能性を引き続き確認すると

ともに、認定案件のうち、パーム油の案件が相当数存在することを踏まえ、パーム油等の

バイオマス液体燃料の持続可能性についても RSPO などの第三者認証によって確認する

べきである。 

                                                        
54 これまでの FIT 制度では、輸入バイオマスのうち木質系については森林認証制度等の取得が必要とされていた

が、農産物の収穫に伴って生じるバイオマスについては持続可能性の担保が求められていなかった。 
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⚫ その際、バイオマス液体燃料の第三者認証については、より実効的に燃料の持続可能性を

確認する観点から、認証燃料が非認証燃料と完全に分離されたかたちで輸送等されたこと

を証明するサプライチェーン認証まで求めることが必要である。 

⚫ 以上については、既認定案件も含め、使用される燃料がこうした持続可能性を満たしてい

るかについて、事業者に対して報告を行うことを求め、燃料の持続可能性が確保されてい

るか確認を行う必要がある。その際、既に事業計画策定ガイドラインにおいて、安定的に

調達可能な燃料の調達ルートの検討を行うこと、およびパーム油等には RSPO を参考とし

て持続可能な燃料使用に努めることが求められていること等を考慮すること、既認定案件

については、施工日より 1 年間に限って経過措置（猶予）期間を設けることが適切と考え

られる。 

 

上記の意見を受け、FIT 制度における「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」が

改訂され、平成 30 年度からは、パーム油の認証として国際的なデファクトスタンダードに

なっている持続可能なパーム油のための円卓会議（Roundtable on Sustainable Palm Oil ：RSPO）

等の認証取得が要件に追加された。なお、この要件は既認定案件にも適用されることとなる。 

 

資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」（2018 年 4 月改訂）より抜粋： 

 

第 2 章 適正な事業実施のために必要な措置 

第 1 節 企画立案 

3. 燃料の安定調達に関する計画の策定及び体制の構築 

 

⑤農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（パーム油、PKS、パームトランク）の場合には、

当該計画が既存用途へ与える影響を最小限にするように努めるとともに、国内の燃料調達事

業者だけに留まらず、現地燃料調達事業者等との（直接又は商社等を通じた間接の）燃料安

定調達協定等を確保し、かつ、流通経路（トレーサビリティがあること）を確認すること。

バイオマス液体燃料のうちパーム油については、例えば RSPO などにより、環境・社会への

影響や労働の評価、かつ非認証油と混合することなく分別管理されているかなど、持続可能

性（合法性）が認証された書類の交付を受けること。 

【解説】 

⑤について、固定価格買取制度においては、バイオマス資源の安定的な確保を求めているこ

とから、認定申請に当たっては、国外から燃料調達を行うバイオマス発電事業者は、国内の燃

料調達事業者だけに留まらず、原産国の搾油工場等まで遡って燃料安定調達協定等が確認でき

ること。また、当該燃料安定調達協定等の締結においては、利用燃料の持続可能性についても

確保するとともに、燃料調達プロセスにおいて、トレーサビリティの確保とともに当該バイオ

マスが食用に供されないことの証明ができるよう考慮すること。バイオマス液体燃料のうち

パーム油については、持続可能性（合法性）が証明された燃料を用いることを証明すること。

なお、持続可能性担保については下記の取組を参考とすることができる。 

 

（参考）RSPO（「持続可能なパーム油のための円卓会議」） 

WWF をはじめとした環境関係団体が設立した非営利組織。世界各地で行われているパーム油

の生産が、熱帯林の保全やそこに生息する生物の多様性、森林に依存する人々の暮らしに悪影

響を及ぼさないよう持続可能なパーム油の生産と利用を促進することを目的としている。 

RSPO は、「原則と基準(P&C)」において原則の下に基準が定められ、個々の基準ごとに具体
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的指標とガイダンスが示されている（※）。また、認証パーム油がサプライチェーンの全段階を

通じ、間違いなく受け渡されるシステムが確立していることの認証（SC 認証）という、2 つの

制度により構成されている。 

※原則と基準（P&C）は 5 年おきに見直しが行われる。 

 

FIT の認定において、例えば RSPO であれば、P&C 認証が取得されていること及び SC 認証の

うち非認証油と混合することなく分別管理されるアイデンティティ・プリザーブド（IP）もしく

はセグリゲーション（SG）の認証を対象とする。 

なお、パーム油及びパーム油以外のバイオマス液体燃料については、例えば RSPO の P&C 認

証及び SC 認証のうち非認証油と混合することなく分別管理されること、と同等の認証が必要で

あり、それらを経済産業省に個別に相談すること。 

調達価格等を算定するにあたってはコスト動向等の確認が必要であり、これまで調達価格等

算定委員会において検討がなされたパーム油、PKS、パームトランク以外を使用する場合は、あ

らかじめ経済産業省に相談すること。 

 

上述の通り、平成 30 年度からは、農産物の収穫に伴って生じるバイオマスに対しては持

続可能性認証の取得が求められることとなった。これにより、複数ある国際的な認証スキー

ムのうち、どのような認証スキームであれば事業計画策定ガイドラインの規定された条件を

満たすことができるかを明らかにしておく必要が生じた。 

 

２．調査内容 

上記の背景を踏まえ、本調査では、農産物の収穫に伴って生じるバイオマスに対する持続

可能性認証スキームを対象に、その内容を分析した。加えて、わが国 FIT 制度の下での活用

に値するものかを検討するために簡易評価を実施した。 

調査対象として選定したのは、RSPO を含め 19 の持続可能性認証スキームである（図表 

51）。これらは、EU の再生可能エネルギー指令（Renewable Energy Directive：RED、2009 年）

の下で自主的スキームとして認められているもの、バイオマス燃料利用に際する持続可能性

基準を有する各種制度を実施している欧州諸国（英国、オランダ、デンマーク、ベルギー）

で使用が認められているもの、その他パーム油の認証スキームとして国際的に知られている

もの等を抽出した。 

調査フローを図表 52 に示す。本調査における簡易評価は、「RSPO と同等かどうか」を判

定するものであるため、まず RSPO の認証基準の内容や運用方法等について把握した。これ

と並行して、平成 29 年度、平成 30 年度の FIT 制度における調達価格等算定委員会での議論

の内容を踏まえ、資源エネルギー庁と相談の上、本調査でとくに注目すべきバイオマス燃料

を特定・把握した。そのうえで、当該燃料を認証できるスキームを 19（RSPO を除くと 18）

の調査対象スキームから抽出し、簡易評価対象として特定した。簡易評価については、FIT

制度の「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」（2018 年 4 月改訂）における規定を

踏まえ、RSPO の認証基準と照らすための評価軸を設定し、評価を実施した。評価結果を分

析し、考察を行った。 
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図表 51  本調査の対象とする持続可能性認証スキーム 

 
（出所）各種資料に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 52  調査フロー 
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II. 調査対象となる燃料、及び欧州におけるその取扱い 

１．本調査で特に注目すべき燃料 

先述の通り、調達価格等算定委員会での議論を踏まえつつ、本調査で特に注目すべき燃料

を特定した。今後の利用拡大が想定され、とくに持続可能性の担保が問題となりうる燃料と

してパーム油を含む植物油脂、持続可能性担保の必要の有無を含めて検討すべき燃料として

農業残渣等から生産される固体バイオマス（副産物系）が特定された。 

２．調査対象燃料の欧州における取扱い 

２.１  植物油脂（パーム油等） 

欧州では、液体バイオ燃料自体については再生可能エネルギーの 1 つとして利用を推奨し

ており、EU RED はその施策の 1 つである。EU RED では、2020 年までに輸送用燃料におけ

る液体バイオ燃料の混合率を 10%以上とする義務目標を設定した。ただし、森林減少要因、

土地利用転換等に伴う CO2排出要因となりうる植物油を液体バイオ燃料（輸送燃料用及び発

電・熱生産用の両方を含む）として使用することについては、持続可能性基準の適用を通じ

て一定の制限を設けている。EU RED では「バイオ燃料等の持続可能性基準」が定められて

おり55、加えて、2015 年の RED 及び燃料品質指令（FQD）の改正（ILUC Directive）によっ

て、燃料供給事業者に間接的土地利用変化（ILUC）に伴う GHG 排出量の報告義務が課され

た。また、RED の 2020 年の混合率目標 10％のうち、食用作物由来のバイオ燃料について 7％

を導入の上限とすることが定められた。 

このように、再生可能エネルギー利用が推進される一方で、食用作物由来のバイオマスを

燃料利用することについては制度及び世論等を通じて抑制される流れがある。 

とくにパーム油は、従来、食品、化粧品類等に利用されてきたが、近年はバイオ燃料とし

てのエネルギー利用が注目され、これに伴いパーム農園開発が拡大してきた。パーム農園開

発では、東南アジア等の熱帯雨林を伐採し土地利用転換されることが多く、森林減少要因、

CO2排出の要因として問題視された。こうした中、パーム油のエネルギー利用を制限する動

き、持続可能なパーム油生産を担保するための国際的な動きが拡大した。わが国 FIT 制度の

下でも、I. １．で述べた通り多くの認定案件があり、今後利用が急拡大する恐れのある燃料

として注目が高まっている。 

 

２.２  副産物由来の固体バイオマス燃料 

FIT 制度の下では、事業者等から、新規燃料としてパーム椰子果実房（EFB）から生産さ

れるペレットや、ナッツ等の殻を使用したいという要望が上がっている。こうした燃料の原

料は農業残渣等の副産物であり、主産物である食料等の生産に伴って発生するため、環境負

荷等について副産物にそこまでの責任を負わせるべきかといった点を含めて議論がある。 

                                                        
55 2016 年 12 月には改正 RED（EU RED II）が公表された。EU RED II では、利用推進ならびに持続可能性基準の

適用の対象とするバイオマス燃料を液体のみから固体・気体にも拡大している。 
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そうした点を今後検討していくためにも、まずは副産物由来の固体バイオマス燃料につい

て持続可能性が認証できるスキームがどの程度あるか、その内容がどのようなものかといっ

た実態を把握する必要があると判断し、本調査で注目すべき燃料として特定した。 

副産物由来の固体バイオマスの欧州各国での取り扱いは、以下に示す通りである。 

２.２.１  EU（RED II） 

EU RED II では、EU RED と同様に、主産物・共産物（Co-products）、残渣・副産物（Residues）

及び廃棄物（Waste）等を分類し、持続可能性基準の適用に関する要求も区別している（図

表 53）。ただし、各区分にどのような燃料が該当するかといった明確な位置づけは定めて

おらず、加盟国の判断に任されている。 

 

図表 53  EU RED II におけるバイオマス燃料の区分（原料の由来による区分）に基づく 

持続可能性基準適用に関するルール 

燃料区分 

（原料の由来による区

分） 

定義 

持続可能性基準適用に関するルール 

土地に関する基準 
GHG 排出量に関する

基準 

主産

物 

/ 共

産物 

Food and feed crop

（食料及び飼料作

物） 

農地で主要作物と

して生産されるで

んぷんに富む作物、

砂糖作物、油糧作物 

栽培工程を含めた持

続可能性の確保が必

要 

全てのライフサイクル

排出量が対象（複数の

製品が発生する場合は

熱量比で按分） Co-products（共産

物） 
（なし） 

副産

物 

・残

渣 

Agricultural, 

aquaculture, 

fisheries and 

forestry residues（農

林水産業に伴う副

産物・残渣） 

農業、養殖業、漁業、

林業から直接発生

する副産物・残渣 

発生点以降の持続可

能性の確保が必要 

副産物・残渣の発生時

点以降の排出量が対象

（栽培工程等はゼロカ

ウント） Residues from 

related industries or 

processing（加工残

渣） 

それ自体が主目的

とならない生産物

（それを生産する

ために工程の変更

が生じないもの） 

廃棄

物 
Waste（廃棄物） 

廃棄物枠組み指令

の定義に該当する

もの 

発生点以降の持続可

能性の確保が必要 

収集地点以降の排出量

が対象 

（出所）EU「REDII」（2018 年 12 月）及び ISCC「Feedstock Classification, its implications and Double Counting in 

EU Member States」（2018 年 7 月）をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

２.２.２  英国（FIT-CfD） 

英国で 2014 年に導入された差額固定価格買取制度「Feed in Tariff, Contact for Difference

（FIT-CfD）」では、主産物（Products）/共産物（Co-products）、残渣・副産物（Residues）

及び廃棄物（Waste）の別により、持続可能性基準の適用に関する要求が異なっており、

主産物の方が厳しい要求となっている。なお、液体バイオ燃料と固体バイオマス燃料でも
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要件は異なるが、ここでは固体バイオマスについて図表 54 の通り整理した。 

 

図表 54  固体バイオマス燃料の区分（原料の由来による区分）に基づく 

持続可能性基準適用に関するルール 

燃料区分（原料の由来による区分） 

固体バイオマス燃料への持続可能性基準適用に

関するルール 

土地に関する基準 
GHG排出量に関する基

準 

主産物 

/ 共 産

物 

Products, co-products（主産物、共産物） 報告が必要 
全てのライフサイクル

排出量が対象 

副産物 

・残渣 

Processing residues（加工残渣） 
木材以外については、

適用対象外 

副産物・残渣の発生時

点以降の排出量が対象 

Residues from agriculture（農業からの

副産物・残渣） 
報告が必要 

副産物・残の排出量が

対象渣の発生時点以降 

Residues from forestry（林地残材） 報告が必要 
副産物・残渣の発生時

点以降の排出量が対象 

Residues from arboriculture（樹木栽培に

おける副産物・残渣） 

木材：適用 

木材以外：適用対象外 

副産物・残渣の発生時

点以降の排出量が対象 

Residues from aquaculture and fisheries

（養殖・漁業からの副産物） 
報告が必要 

副産物・残渣の発生時

点以降の排出量が対象 

廃棄物 

Waste（廃棄物） 適用対象外 適用対象外 

Biomass wholly derived from waste（廃

棄物由来のバイオマス） 
適用対象外 適用対象外 

（出所）Low Carbon Contracts Company (LCCC)「Guidance on Sustainability Criteria Reporting version 1.0」 

（2018 年 5 月） 

 

２.２.３  オランダ（SDE+） 

オランダの差額固定価格買取制度である SDE+の下では、支援対象となるエネルギー転

換技術、燃料の種類、出力は半年に 1 回の頻度で変更される。バイオマスは液体・固体と

も利用可能だが、上記の通り、時期によって支援対象となるバイオマス種は異なる。 

このうち固体バイオマスについては、オランダ独自の持続可能性基準を満たしているこ

とが求められる。同持続可能性基準は、「木質バイオマスや農業残渣からのバイオマスを

含め全ての固体バイオマスに適用される56」ことが示されている。つまり、主産物・副産

物の区別はない。 

基準遵守を担保するために適用可能な持続可能性認証スキームは別途定められている

が、固体バイオマスの持続可能性認証スキームは、各スキームが対象としているバイオマ

ス種や基準の範囲を踏まえて細かい規定がある57。例えば、ISCC は残渣由来のバイオマス

についてのみ適用できるとしている（ISCC 自体はあらゆるバイオマス種の認証が可能な

スキームだが、オランダではこれを残渣由来のバイオマスについてのみ用いることを可と

                                                        
56 （出所）オランダ企業局「SDE+ Spring 2018 -Instructions on how to apply for a subsidy for the production of renewable 

energy」 

57 （参考）https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/sde/sustainability-criteria 
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し、例えば木質バイオマス等は他の認証スキームを使用するよう規定している）。 

２.２.４  デンマーク 

デンマークでは、政府がバイオマスの持続可能性基準を策定するのではなく、関連業界

の企業等が集まる業界団体（デンマーク・エネルギー協会及び地域熱供給協会）が自主的

に協定58を締結し持続可能性担保を約束している。 

上記の協定では、国産・輸入の木質ペレット・木質チップのみを対象としている。原料

が主産物・副産物かについては言及されておらず、区別はないものと考えられる。 

  

                                                        
58 （参考）

https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2017-09/IndustryAgreement_Biomass-2016062

3.pdf 
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III. 評価対象となる持続可能性認証スキームの抽出 

１．基準となる認証：RSPO 

１.１  認証スキームの全体概要 

RSPO は、パーム油に関わる事業者や NGO 等により 2004 年に設立された非営利団体であ

る。2007 年にパーム油の持続可能性を担保するための認証スキームの運用を開始した。 

認証は、生産者認証（Producer/grower certification）とサプライチェーン認証（Supply Chain 

Certification System：SCCS）の 2 種類がある。生産者認証は、オイルパーム農園や搾油工場

が取得する認証で、RSPO が定める原則及び基準（Principle and Criteria： P&C）に基づいて

持続可能な生産が行われているかどうかが判断される。SCCS は、製造・加工・流通工程に

おける認証制度であり、サプライチェーン上で生産者認証を取得したパーム油が適切に扱わ

れていることを認証するものである。サプライチェーンに関わる事業体全てが認証を取得し

ていることをもって、パーム油の持続可能性が担保される。 

認証を取得し持続可能パーム油の生産や調達を表明したい事業体等は、まず RSPO に加盟

する。会員区分には正会員（パーム油のサプライチェーンに関わる事業体）、準会員（パー

ム油のサプライチェーンに関わる事業体のうち、パーム油及び関連製品の取扱量が 500t/年

以下の事業体）、賛助会員（パーム油のサプライチェーンに直接かかわりのない個人や事業

体）の 3 区分があり、それぞれ年会費や付与される権利等が異なる。会員となった事業体等

は、認証機関に審査を依頼する。 

なお、RSPO は EU 再生可能エネルギー指令（Renewable Energy Directive：RED）に対応す

るため、派生的な認証である RSPO RED も運用している。 
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図表 55  RSPO の概要 

認証スキーム RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil） 

運営主体 RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議） 

設立 ・ World Wide Fund for Nature（WWF、世界自然保護基金）、ユニリーバを

はじめとする欧米企業、マレーシアパーム油協会等により設立 

・ パーム生産者、製油業・商社、消費者製品製造業、環境・自然保護 NGO、

社会・開発 NGO、銀行・投資家、小売業の 7 つのステークホルダーによ

り構成される 

・ 2002 年から取組開始、2004 年に正式設立 

・ 本部はマレーシア 

認証の対象範囲 製品：パーム油（Palm Oil）とパーム核油（Palm Kernel） 

地域：全世界 

サプライチェーン：全体 

認証基準の内容 ・ 生産者認証（Producer/grower certification）とサプライチェーン認証

（Supply Chain Certification System： SCCS） 

・ 生産者認証では、RSPO が定める 8 原則 43 基準、その下の指標に基づき、

RSPO が認める第三者認証機関が審査し認証を与える仕組み 

・ 8 原則：  

➢ 1. 透明性への制約 

➢ 2. 適用される法令と規則の遵守 

➢ 3. 長期的な経済的及び財政的存続可能性への誓約 

➢ 4. 生産者と搾油工場による適切な最善の慣行の活用 

➢ 5. 環境に関する責任と自然資源及び生物多様性の保全 

➢ 6. 従業員及び生産者や搾油工場によって影響を受ける個人とコ

ミュニティに関する責任ある配慮 

➢ 7. 新規作付けの責任ある開発 

➢ 8. 主要な業務分野における継続的な改善への誓約 

審査機関 制度を監督する検証機関 Accreditation Services International（ASI）が認定した

27 機関（Control Union Certifications BV、NEPCon、SGS Global Services 等） 

日本語での審査が可能なのは Control Union のみ 

（2018 年 6 月時点） 

認証取得実績 ・ 世界のパーム油生産量の 19%（12.2 百万 t）を認証 

・ 生産者認証における認証面積は、3.57 百万 ha 

・ SCCS 認証に関わる事業対数は、企業 2,005 社、工場 4,625 

（2018 年 5 月末時点） 

備考 ・ 欧州 RED の持続可能性基準の遵守を証明する仕組みとして承認を受け

るため、持続可能性基準の内容に合わせて、RSPO 認証が有する要件に

加え、追加的な要件を設定（RSPO RED）。両要件を満たすものに「欧州

基準に適合した認証パーム油」として認証を付与 

（出所）RSPO ウェブサイト、制度資料等より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２  認証油／非認証油の分別管理の担保（SCCS） 

パーム油のサプライチェーンには様々な形態があることから、RSPO の SCCS では、サプ

ライチェーンにおける認証油の流通・管理形態に応じて4つのオプションを提示している（図

表 56）。このうち、「Identity Preserved（IP）」もしくは「Segregation（SG）」の認証を取得す

ることで、認証油と非認証油の分別管理が担保される。 
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図表 56  RSPO における SCCS のオプション 

 
Identity Preserved（IP）：完全分離方式 

（認証された単独の農園から最終製品製造者に至るまで完全に他のパーム油と分別管理される。

認証油を生産した農園を特定することが可能。RSPO 認証油トレードマークを表示できる） 

 

 
Segregation（SG）：分離方式 

（認証油と非認証油が分別管理される。異なる生産地由来の認証油は混合しうる。RSPO 認証油

トレードマークを表示できる） 

 

 
Mass Balance（MB）：管理混合方式 

（認証油と非認証油は物理的には混合しうるが、取引量が監視され認証油の数量は保証される。

RSPO 認証油トレードマークは"MIXED"とつければ使用できる） 
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Book & Claim（B&C）：台帳方式 

（認証油のクレジットが生産者と最終製品製造者・販売者との間でオンライン取引される。実際

に流通する製品は非認証油の可能性があるが、クレジットを購入することで認証生産者を支援可

能。RSPO 認証油トレードマークは"CREDITS"とつければ使用できる） 

 
（出所）WWF ジャパン「持続可能なパーム油の調達と RSPO 第 2 版」（2017 年）より転載 

 

１.３  環境・社会や労働に関する基準（生産者認証） 

RSPO の生産者認証を取得するには、パーム油生産の取り組みが、RSPO が定める 8 原則

43 基準 138 指標を満たしていることを説明し、認証機関による審査を経てこれが認められな

ければならない。RSPO の 43 基準を、「環境」「社会」及び「労働」の観点から分析すると、

以下の通りに分類された（図表 57）。 

 

図表 57  RSPO 基準の分類 

大分類 中分類 基準（カッコ内の数字は基準番号） 

環境 

環境影響

評価 

・ 植え替えを含む、農園及び搾油工場運営が環境に影響を及ぼす側面が

特定される。また悪影響を緩和し、好影響を促進するような計画を作

成し、実施し、及び監視し、継続的な改善が明示される。（5.1） 

・ 新たな作付けや操業が開発される前、又は現行の操業が拡大される前

に、総合的な参加型の第三者社会環境影響評価が実施され、その結果

が計画、経営及び操業に組み込まれる。（7.1） 

土壌 

・ 慣行により、土壌の肥沃度が最適かつ継続的な収量を確保する水準に

維持される、又は可能であれば向上する。（4.2） 

・ 慣行により、土壌の侵食や劣化が最小限に抑えられ、制御される。（4.3） 

・ 新規作付け設立場所計画に、土壌調査や地形情報が利用されるものと

し、その結果が計画及び操業に組み込まれる。（7.2） 

・ 急勾配の地形及び／又は泥炭地などの耕作限界の脆弱な土壌での広

範囲な作付けは避ける。（7.4） 

・ ASEAN のガイドライン又はその他の地域での最善の慣行で特定され

ている固有の状況を除き、新規作付け地拵えに火を使用しない。（7.7） 

・ 農薬は、健康又は環境を危険にさらさない方法で使用される。（4.6） 

水 
・ 慣行により、地表水及び地下水の質及び入手可能性が維持される。

（4.4） 
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大気 

・ ASEAN のガイドライン又はその他の地域での最善の慣行で特定され

ている固有の状況を除き、地拵えや植え替えのための火の使用は避け

る。（5.5） 

エネル

ギー 
・ 化石燃料及び再生可能エネルギーの利用効率が、最適化される。（5.4） 

GHG 排出

削減 

・ 温室効果ガスを含む汚染と排出の削減計画が策定され、 実施され、

監視される。（5.6） 

・ 新たな農園開発は、温室効果ガスの総排出量を最小限度に留めるよう

に計画される。（7.8） 

生物多様

性・生態

系サービ

ス保全 

・ 2005 年 11 月以降、新規作付けを、原生林又は維持若しくは拡大が要

求されている一つ以上の高い保護価値(HCV)を含む地域で行っていな

い。（7.3） 

・ 農園内に存在する、又は農園若しくは搾油工場の経営によって影響を

受けかねない、希少種、絶滅危機種及び絶滅危惧種並びに保護価値が

高い生息地があれば、その状況を特定し、これらの維持や増加を最大

限に確保できるように操業を管理する。（5.2） 

外来種・

有害物質 

・ 害虫、病気、雑草及び侵略的外来種については、適切な総合的病害虫

管理(IPM)の技術を適用し実効的に対処する。（4.5） 

廃棄物管

理 

・ 廃棄物は削減され、リサイクルされ、及び再利用され、環境的及び社

会的に責任ある方法で処分される。（5.3） 

社会 

社会影響

評価 

・ 植え替えを含む、農園及び搾油工場運営が社会に影響を及ぼす側面

が、参加型の手法で特定される。また、悪影響を緩和し、好影響を促

進するような計画を策定し、実施し、及び監視し、継続的な改善が明

示される。（6.1） 

・ 新たな作付けや操業が開発される前、又は現行の操業が拡大される前

に、総合的な参加型の第三者社会環境影響評価が実施され、その結果

が計画、経営及び操業に組み込まれる。（7.1）（再） 

持続可能

な発展・

社会便益

の享受 

・ 生産者と搾油工場は、可能な限り、地域の持続可能な発展に貢献する。

（6.11） 

土地の権

利 

・ 土地利用権が明示され、法的、慣習的又は使用の権利を有しているこ

とを明示できる地域住民から法的に異議を申し立てられていない。

（2.2） 

・ 地域住民が法的、慣習的及び使用の権利を有していることが明示され

る場合、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく合意（FPIC）

及び交渉による合意があるという前提条件のもとに、土地取得や権利

放棄に対する補償が地域住民に行われる。（7.6） 

・ 自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）無しに、

アブラヤシのための土地利用によって他の土地利用者の法的、慣習的

又は使用の権利が損ねられない。（2.3） 

FPIC 

・ 法的、慣習的又は使用の権利が存在することが明示できる場合、地域

住民の土地における新たな作付けは、自由意思による、事前の、十分

な情報に基づく合意(FPIC)なしで行われない。これについては、該当

の利害関係者及びその他の利害関係者が自らを代表する組織を通じ

て意見を表明することを可能とする、文書化されたシステムを通じて

処理される。（7.5） 
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透明性確

保・苦情

処理シス

テム 

・ 生産者及び／又は搾油工場、地域コミュニティ並びにその他の影響を

受ける又は利害がある当事者の間の情報交換や協議のための、開かれ

た透明性のある方法が存在する。（6.2） 

・ 影響を受けるすべての当事者によって導入され承認された、相互に合

意し文書化された異議苦情処理システムが存在する。（6.3） 

・ 法的、慣習的又は使用の権利の喪失に対する補償に関するいかなる交

渉も、先住民、地域コミュニティ及びその他の利害関係者が自らを代

表する機関を通じて意見を表明できるような、文書化されたシステム

を通じて行われる。（6.4） 

差別の禁

止 

・ 人種、階級、国籍、宗教、障がい、性別、性的指向、労働組合への加

盟、政治的所属及び年齢に基づく差別は、いかなるものであっても禁

じられている。（6.8） 

・ 生産者と搾油工場は、小規模自作農やその他の地元企業に、公平かつ

透明性を持って対応する。（6.10） 

労働 

労働規

則・事業

計画 

・ 生産者と搾油工場は、すべての事業運営と取引において、倫理的な行

動を誓約する。 （1.3） 

・ 操業手順は適切に文書化され、一貫して実施及び監視される。（4.1） 

・ 生産者と搾油工場は、定期的に自らの業務を監視して見直し、主要な

操業において継続的な改善が明示できるような行動計画を策定し実

施する。（8.1） 

・ 長期的な経済的及び財政的存続可能性の達成を目的とした、実施中の

経営計画がある。（3.1） 

労働者の

権利 

・ 雇用主は、すべての労働者が独自の選択によって労働組合を組織し加

入する権利、及び団体交渉を行う権利を尊重する。結社の自由及び団

体交渉の自由に関する権利が法の下で制限されている場合、雇用主は

これらすべての従業員の自立的で自由な結社及び交渉の権利を確保

する同等の方法を推進する。（6.6） 

・ 生産者及び搾油工場は、人権を尊重する。（6.13） 

賃金 

・ 従業員及び契約労働者に対する賃金や条件は、常に少なくとも法律上

又は業界の最低基準を満たし、適正な生活賃金を支給するために十分

なものである。（6.5） 

児童労働

の排除 
・ 児童の雇用又は搾取を行わない。（6.7） 

強制労働

の排除 

・ 強制労働又は人身売買による労働者は、いかなる形態であっても使用

しない。（6.12） 

健康・安

全 

・ 農薬は、健康又は環境を危険にさらさない方法で使用される。（4.6）

（再） 

・ 業務上の健康と安全に関する計画が文書化され、実効的に伝達され、

及び実施される。（4.7） 

（出所）RSPO「RSPO P&C for the Production of Sustainable Palm Oil（日本語版）」（2013 年）をもとに三菱 UFJ 

リサーチ＆コンサルティング作成 

 

２．評価対象となる持続可能性認証スキームの抽出 

調査対象とした 19 の持続可能性認証スキームのうち RSPO を除く 18 スキームについて、

II. で整理したとくに注目すべき調査対象燃料を認証できるスキームとして、Roundtable on 

Sustainable Biomaterials（RSB）、International Sustainability and Carbon Certification（ISCC）、

Rainforest Alliance Agriculture Certification（RA）、Malaysian Sustainable Palm Oil（MSPO）、

Indonesian Sustainable Palm Oil（ISPO）及び Green Gold Label（GGL）の 6 つを簡易評価を行
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う対象として抽出した。これらは、パーム油や副産物由来の固体バイオマスの両方もしくは

いずれかを認証することが可能である。 

なお、簡易評価対象外とした 12 スキームの中にも、副産物由来の固体バイオマスを認証

可能なものはあるが59、対象とするバイオマスの原産国が限定されている等、わが国 FIT 制

度への適用を想定した際に使用される可能性が高くないと判断し、本調査では対象外とした。

参考までに、調査対象のうち簡易評価対象外としたスキームの概要を図表 58 に示す。 

 

                                                        
59 2BS、NTA8080、REDcert がこれに該当。 
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図表 58  調査対象のうち簡易評価対象外としたスキームの概要 

認証スキーム名 概要 簡易評価対象外とした理由 

GTAS（Gafta Trade Assurance 

Scheme） 

・ 複数国のメンバーから成る国際組織 Gafta が運用する認証スキーム 

・ 穀物及び飼料の国際取引を行う事業者が認証を取得できる。もとは食糧安全保障の観点から策定されたが、EU RED の持続可能性基準遵守の

ために輸送・保管事業者が同認証を取得することが認められた 

・ 422 の認証実績。欧州各国の輸送事業者、倉庫業者等が多い 

・ 英国を中心とする欧州各国での実績に限定され

る 

・ 穀物・飼料のサプライチェーンを担保している

が、土地の管理や生産地での合法性担保が可能か

不明瞭 

2BSvs （ Biomass Biofuels 

voluntary scheme） 

・ フランスの穀物生産者やバイオ燃料関連事業者が設立。EU RED に整合した認証スキームを運用 

・ 原則は EU RED に準拠（第 17 条、18 条等）。基準項目として合法性、土地管理、CoC、GHG を網羅 

・ 審査機関は 2BSvs が認めた 7 機関 

・ 現在有効な認証件数は 606 件。認証取得者はフランスを中心に欧州各国の事業者がほとんどで、一部南米の事業者が含まれる 

・ フランスを中心とする欧州各国と南米での実績

に限定される 

・ 認証取得事業者を見る限り、パーム油の認証実績

はほとんどないと考えられる 

NTA8080 ・ オランダのバイオ廃棄物加工事業者協会（BVOR）が運営 

・ 廃棄物由来のバイオマスとそうでないバイオマスで適用する認証基準が異なる（廃棄物由来の方が満たすべき基準が少ない） 

・ 制度文書、ウェブサイト等の情報源がオランダ語

のみで、日本での適用可能性が限定的 

REDcert ・ ドイツの農業及びバイオ燃料分野の組織が 2010 年に立ち上げ 

・ 本来はドイツのバイオマス持続可能性条例の遵守のために認証スキームを整備したが、その後 EU RED 向けの基準も整備 

・ 認証の対象地域（原料生産～最終利用）が欧州に限定される 

・ 現在有効な認証件数は 1,909 件。サプライチェーン上の位置（農家、廃棄物収集所、搾油工場、バイオエタノール工場／等）ごとに認証が付

与される 

・ 認証の対象地域が欧州のみのため、ドイツを中心

とする欧州各国での実績に限定される 

KZR INiG System ・ ポーランドのオイル・ガス関係団体が立ち上げた液体バイオ燃料の認証システム、EU RED に準拠 

・ 認証の対象範囲は全世界、かつ液体バイオ燃料のサプライチェーン全体（原料生産／廃棄物収集～最終消費地、廃棄物処理地） 

・ 審査機関は同認証が認めた 9 機関、全てポーランド国内にオフィスを有する事業体 

・ 現在有効な認証件数は 379 件 

・ ポーランドを中心とする欧州各国での実績に限

定される 

UFAS （ Universal Feed 

Assurance Scheme） 

・ 食糧安全保障の観点から 1998 年に立ち上げられた認証スキーム。英国の農業産業連盟（AIC）が運用（AIC は他にも複数の認証スキームを

運用） 

・ 配合飼料等の認証に用いられることが多く、UK 及びアイルランドで商業生産される配合飼料の 95%が同認証を取得している 

・ 認証の範囲は、英国内、農業系原料の CoC。EU RED の下では、農家の出口から一次加工場までのサプライチェーンにおいて取引業者、輸送

業者、倉庫業者に認証を付与 

・ 審査機関は AIC に指定された Acoura（Lloyd グループ）1 機関のみ。 

・ 対象地が英国に限定されている 

・ 最終消費者までのサプライチェーンが網羅され

ていない 

・ 原産地の土地管理に関する基準がない 

TASCC （ Trade Assurance 

Scheme for Combinable 

Crops） 

・ UFAS 同様、英国の AIC が運用する認証スキーム。穀物、油糧種子の原産地（農家の出口）から最終消費者までのサプライチェーンを認証 

・ RU RED の下では穀物、油糧種子、テンサイを対象にバイオ燃料向け作物の持続可能性を認証。対象地域は英国 

・ 対象地が英国に限定されている 

・ 原産地の土地管理に関する基準がない 

Red Tractor（Red Tractor Farm 

Assurance Combinable Crops 

& Sugar Beet） 

・ 農畜産・漁業製品の生産、輸送、販売管理等に関する認証スキーム。RU RED の下では穀物、油糧種子、テンサイを対象にバイオ燃料向け作

物の持続可能性を認証。対象地域は英国 

・ 対象製品に応じて審査機関が異なり、バイオ燃料向け作物の審査が可能な機関は 4 機関 

・ 対象地が英国に限定されている 

SQC（Scottish Quality Farm 

Assured Combinable Crops 

Limited） 

・ 英国北部の穀物を対象に、独自の基準に従って製品、生産工程・環境、配分機能、品質管理システムについて認証するスキーム 

・ EU RED の下での対象地域は英国北部（スコットランド及び一部イングランド等の他地域）、対象品種は穀物及び油糧種子、環境及び持続可

能性に関する認証を行う 

・ 対象地が英国北部に限定されている 

HVO Renewable Diesel 

Scheme 
・ EU RED を受けて策定された液体バイオ燃料の持続可能性認証スキーム、現在は主に廃棄物・残渣が原料の液体バイオ燃料を対象に認証して

いる 

・ 再生可能ディーゼル等の大生産事業者である Neste がシステムを主導（Neste の低炭素製品の 80%は廃棄物・残渣が原料） 

・ 基準項目として合法性、土地管理、CoC、GHG を網羅 

・ 審査機関は SGS, Control Union の 2 機関。現状、Neste 傘下の 6 企業が認証を取得 

・ 1 企業が主導する取組で、認証実績が限られてい

る 

RTRS （ Round Table on 

Responsible Soy） 

・ 2010 年設立、前身組織は大豆産業関連企業や国際 NGO が協働して運営 

・ 食用、燃料等の用途に関わらず、大豆の持続可能な生産を担保する認証。バリューチェーンにおけるステークホルダーのコミット、責任あ

る生産に関する基準へのコミットを行った大豆や大豆製品に付与される 

・ 審査機関は 8 機関 

・ 大豆のみが対象 

Bonsucro EU ・ 2005 年に組織を立ち上げ、2011 年に認証スキームを発表し 2016 年の改良を経てこれを運用 

・ サトウキビ及びその加工製品（砂糖、加工食品、エタノール等）を対象に、持続可能性を認証。認証基準は、生産認証基準と CoC 認証基準

の 2 種類で構成される。EU RED 制度に対応するため、一部認証が修正された 

・ 審査機関は 5 機関、認証実績は生産認証 82 件、CoC 認証 38 件。全世界の 25%のサトウキビ畑、約 13 百万 t の砂糖が同認証を取得 

・ サトウキビのみが対象 

（出所）各種資料より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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３．抽出された各持続可能性認証スキームの概要 

RSPO 及び評価対象の認証スキーム、計 7 つのスキームの概要を図表 59 に示す。 

RSB と ISCC は、食料、エネルギー含むあらゆる用途のバイオマスを対象とする認証スキー

ムである。EU RED の下での適用も認められており、エネルギー用途のバイオマスの認証実

績も多く、また用途は現時点では明確ではないがパーム油の認証実績も有する。なお、RSB、

ISCC とも、EU RED 対応型のルールと広く国際的に活用可能なルールの双方を有している。

RA は、もともと食料用途の農業製品の持続可能性担保を目的として作られ、主にコーヒー

産業で浸透している認証スキームであるが、パーム油の認証実績が確認できたことから抽出

した。なお、ライフサイクル GHG 排出量に関する基準は有していない。MSPO 及び ISPO

は、それぞれマレーシア、インドネシアが構築した自国のパーム油を対象とした国家認証ス

キームである。パーム油産業が盛んな両国が、輸出及び国内流通するパーム油の合法性・持

続可能性を表明するために仕組みを構築したものである。MSPO 及び ISPO は自国産のパー

ム油に特化した認証であり、他のバイオマスや国外製品は対象外である。GGL は、パーム

油に限らず、副産物等も含め、対象とする燃料の種類、対象地域共に幅広い点が特徴である。 
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図表 59  本調査で簡易評価の基準及び対象とする認証スキームの概要 

スキーム名 

RSPO 

（Roundtable on Sustainable Palm 

Oil） 

RSB 

（Roundtable on Sustainable 

Biomaterials） 

RA（Rainforest Alliance 

Agriculture Certification） 

／SAN 

（Sustainable Agriculture 

Network） 

ISCC 

（International Sustainability 

and Carbon Certification） 

MSPO 

（Malaysian Sustainable 

Palm Oil） 

ISPO 

（Indonesian Sustainable 

Palm Oil） 

GGL 

（Green Gold Label） 

基本情報 

・ WWF（世界自然保護基金）、

ユニリーバをはじめとする

欧米企業、マレーシアパーム

油協会等により設立 

・ 2002 年から取組開始、2004

年に正式設立 

・ EU RED で認められたスキー

ム 

・ WWF及びバイオ燃料/

原料生産者のパート

ナーシップが 2007 年

に立ち上げ 

・ 本部はスイス（ローザ

ンヌ大学） 

・ 2011 年に持続可能性

基準策定、2013 年に対

象を全てのバイオマ

テリアルに拡大 

・ EU RED で認められた

スキーム 

・ 1997 年に NGO である

SAN を設立 

・ SAN が持続可能な農業

のためのビジョンとし

て SAF （ Sustainable 

Agriculture Framework）

を発表（2009 年策定、

2017 年更新） 

・ Rainforest Alliance（RA）

が同ビジョン（及び指

標）を用いて農家や農

業製品の認証スキーム

を運用 

・ 100 以上の団体がメン

バーとなり管理する認証

スキーム 

・ 本部はドイツ 

・ EU RED で認められたス

キーム 

・ マレーシア政府が主

導する認証スキーム 

・ 2013 年基準公表、

2015 年認証開始 

・ 2018年以降 2019年末

までに、順次 MSPO

の取得を義務化する

予定 

・ 2009 年設立 

・ インドネシア国内

で認証取得を義務

づける意向だが実

態として認証取得

率は 2017年時点で

約 17%（面積ベー

ス） 

・ GGL財団により 2002年に構

築 

・ 本部はオランダ 

・ オランダ SDE+の持続可能

性基準に適応するため一部

改訂したバージョンの認証

基準も公開 

・ 英国の制度下でも適用が認

められており、EU 木材規制

（EU Timber Regulation）や

米国レイシー法といった違

法伐採対策関連法の遵守を

求める等、欧米の政策に適合 

・  

認 証

の 対

象 

原 料 /

燃料種 

パーム油、パーム核油 全てのバイオマス、バイオ

製品 

農家及び農業製品 食糧、家畜、バイオ製品、エ

ネルギー 

パーム油、パーム核油 パーム油、パーム核油 木質バイオマス、農業残渣・建築

廃材由来バイオマス、液体バイオ

燃料（非植物性原料を組み合わせ

たバイオマスは対象外） 

地域 
全世界 全世界 全世界 全世界 マレーシア 

 

インドネシア 全世界 

サプラ

イ

チェー

ン 

全体 全体 全体 全体 全体 全体 全体 

認証の種類・運

用方法 

・ 生産者認証（Producer/grower 

certification ） と サ プ ラ イ

チェーン認証（Supply Chain 

Certification System： SCCS）

の二種類 

・ RSPO が定める 8 原則 43 基

準、その下の指標に基づき、

RSPO が認める第三者認証機

関が審査し認証を与える仕

組み 

・ 一般向けとEU RED対応版を

整備 

・ 事業者はまず「スク

リーニング・エクササ

イズ」を実施し、自身

が対応すべき認証基

準（12 原則 39 基準の

うち）を特定、これに

完全に対応している

ことを証明 

・ 環境・社会面の基準遵

守状況の報告、GHG

算定、CoC の証明等の

書類を揃え監査機関

がこれを確認後、認証

を付与 

・ 一般向け、EU RED 対

応版、小規模事業者向

けを整備 

・ 農家認証と CoC 認証の

2 種類 

・ 認証基準は複数の項目

に区分されており、認

証取得のためには全基

準ではなく事業者の特

性に応じて特定された

一定の基準を満たせば

よい。重要な基準は満

たした上で、各原則の

中の基準の 50%、全適

用基準の中の 80%を満

たしたことが認証機関

により証明されれば認

証は付与される 

・ モジュール方式で分野

（品質管理、生物多様性、

GHG 等、ISCC PLUS の場

合は 30 種類）ごとに文書

が整備されており、事業

者は自身が必要な分野を

選択して対応する 

・ 独立した認証機関の審査

を経て認証を付与 

・ EU RED 向 け の 認 証

「ISCC EU」に加え、全

世界での適用を想定した

「ISCC PLUS」、ドイツの

国 内 制 度 と 整 合 し た

「ISCC DE」等を整備 

・ オイルパーム管理認

証とサプライチェー

ン認証（SCCS）の 2

種類 

➢ 前者の対象パー

ムオイル植林事

業者、小規模農

家、加工工場等、

後者の対象は加

工・輸送等に関

わる事業者 

・ 基準への完全準拠が

認証機関の審査を受

けて証明されたもの

に認証を付与 

・ インドネシアの法

制度への遵守と持

続可能性の向上を

目的とした基準を

設定 

・ 認証機関の審査を

経て認証を付与 

・ 現在、UNDP の支

援を受けて認証基

準を見直し中。小

規模事業者の能力

向上や GHG 排出

量削減に向けて基

準の範囲を拡張す

る予定 

・ 8 つの基準から構成 

➢ 基準 1：CoC、2：農業

由来の原料、3：原料、

4：取引及び製品、5：

森林管理、6：発煙事業

者、7：保全価値の高い

土地の保全、8：GHG

及びエネルギー収支計

算 

・ ただし、基準 3,7,8 は取り下

げられ（他の基準に包含さ

れ）、現在は適用されていな

い 

・ 事業者は、少なくとも基準 1

は必ず取得する必要があり、

また、事業者が GGL 認証原

料/製品を取引する際には基

準 4 に示される原則に従っ

て書類やデータの引き渡し

を行う 

・ 森林については、FSC もしく

は PEFC を取得している場

合は、基準 5 の取得は不要 
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認 証

の 原

則 ・

基準 

概要 

8 原則：①透明性への誓約、②適

用される法令と規則の遵守、③長

期的な経済的及び財政的存続可能

性への誓約、④生産者と搾油工場

による適切な最善の慣行の活用、

⑤環境に関する責任と自然資源及

び生物多様性の保全、⑥従業員及

び生産者や搾油工場によって影響

を受ける個人とコミュニティに関

する責任ある配慮、⑦新規作付け

の責任ある開発、⑧主要な業務分

野における継続的な改善への誓約 

12 原則：①合法性、②計

画・モニタリング・継続的

改善、③GHG 排出、④人権

及び労働権、⑤地域及び社

会の発展、⑥現地の食糧安

全保障、⑦環境保全、⑧土

壌、⑨水、⑩大気、⑪技術・

インプット・廃棄物管理、

⑫土地の権利 

農家認証 5 原則：①効果的

な計画と管理システム、②

生物多様性保全、③天然資

源保全、④生計向上と現地

住民の幸福、⑤持続可能な

畜産 

CoC 認証 4 項目：①CoC 管

理システム、②トレーサビ

リティ、③RA トレードマー

クの使用、④マルチサイト

事業者のための管理システ

ム 

バイオマスの持続可能性に関

する 6 原則：①生物多様性価

値の高い土地からのバイオマ

ス生産禁止、②バイオマス生

産に係る環境責任（土壌・水・

大気の保全等）、③安全な労働

環境の確保、④人権・労働権・

土地の権利の保護、⑤国・地

域の法律および国際条約の遵

守、⑥優良管理の実践 

オイルパーム管理認証 7

原則：①管理における約束

と責任、②透明性、③法的

要件の遵守、④社会的責

任・健康・安全・労働条件、

⑤環境・天然資源・生物多

様性・生態系サービス、⑥

優良事例、⑦新規植林開発 

 

※ 基準は非公開、購入が

必要 

7 原則：①営業資格取得

システムと植林管理、

②パームオイルの栽培

と加工に関する技術ガ

イダンス、③環境管理

とモニタリング、④労

働者への責任、⑤社会

とコミュニティへの責

任、⑥現地住民による

経済活動の強化、⑦持

続可能なビジネス 

 

※ 基準は非公開 

森林分野 14 原則：①法規制の遵

守、②生物多様性の維持・向上、

③森林の機能の維持・向上、④林

産物の生産能力維持、⑤地域経済

への貢献と雇用機会創出、⑥持続

可能な森林管理、⑦炭素吸収源の

保全、⑧炭素負債の回避、⑨間接

的土地利用変化の回避、⑩コミュ

ニティ森林の保全、⑪労働権の保

護、⑫労働者の健康・安全、⑬遺

伝子組み換え品種の禁止、⑭土壌

の質の維持・改善 

（農業では類似の 11 原則） 

項目の

網羅性 

○：合法性、土地管理、CoC、GHG 

×：－ 

○：合法性、土地管理、CoC、
GHG 

×：－ 

○：合法性、土地管理、CoC 

×：GHG 

○：合法性、土地管理、CoC、
GHG 

×：－ 

○：合法性、土地管理、
CoC 

×：GHG 

○：合法性、土地管理、
CoC 

×：GHG（現在拡張中） 

○：合法性、土地管理、CoC、GHG 

審査機関 

制 度 を 監 督 す る 検 証 機 関
Accreditation Services International

（ASI）が認定した 27 機関 

ASI に承認された 2 監査機

関（SGS、Control Union） 

ISO17065:2012 取得者かつ

RA が定める追加の要件を

満たした 10 機関。審査でき

る認証（農家／CoC）、対象

国が決められている（パー

ム油生産国を審査できる機

関は限定的） 

ISCC が定める要件を満たし

認定された 31 機関 

マレーシア基準局が認定

した 10 機関、全てマレー

シア国内にオフィスを有

する 

上記に追加して 5 件が認

定申請中 

インドネシア農業省が

認定した 7 機関、全て

インドネシア国内にオ

フィスを有する 

GGL が承認した 1 機関（Control 

Union） 

認証実績 

・ 世界のパーム油生産量の

19%（12.2 百万 t）を認証 

・ 生産者認証における認証面

積は 3.57 百万 ha 

・ SCCS 認証に関わる事業体数

は企業 2,005 社、工場 4,625 

（2018 年 5 月末時点） 

・ 全 19 か国の以下の事

業者に認証を付与 

➢ オペレーター：

23、工場・輸送事

業者：58、農家：
464 

・ 認証取得事業者によ

る バ イ オ 燃 料 生 産

量：212,790 百万 t/年 

・ 製品種類別に見ると、

バイオディーゼルが

42%で最大、次いでエ

タノール 16%、植物油

11%、航空燃料 11%等。 

・ 林業・農業残渣からの

バイオマス利用を推

奨（これによる農業用

地保全効果を主張） 

（2017 年 12 月時点） 

・ 2,000 以上の農家を認

証。農家、CoC ともコー

ヒー関係事業者が大半

を占める 

・ オイルパームの認証実

績は、7 か国 16 件（グ

アテマラ、メキシコ、

コスタリカ、ホンジュ

ラス、エクアドル、コ

ロンビア、PNG）。エネ

ルギー用途かは不明 

・ 2018 年 5 月時点で有効な

認証は 3,279 件 

・ 製品別認証実績では、

4,510 件のデータが示さ

れている 

➢ 内訳は、ナタネ 726

件、大豆 260 件、パー

ム 357 件、サトウキ

ビ 30 件、テンサ 16

件、小麦 453 件、ト

ウモロコシ 520 件、

ヒマワリ 371 件、廃

食用油 1,007 件、そ

の他廃棄物類 770 件 

・ オイルパーム管理認

証取得農園の面積：
919,347ha 

・ 同取得工場数：86 件 

➢ 上記の生産能力

4,795 百万 t/h 

➢ 認 証 パ ー ム 油

（ CSPO ）生産

量：3,602 千万 t/

年、認証パーム

核油（CSPK）生

産量：823 千 t/

年 

・ ISPOウェブサイト

では 629 の認証取

得事業者を公表中 

・ 14 事業者（オランダ、カナ

ダ、英国、米国、ポルトガル

島のバイオマス燃料生産／

取引事業者、発電事業者） 

 

※2019 年 1 月時点でウェブサイ

トにて公開されている事業者数

（現在有効な認証を取得してい

る事業者数と考えられる） 

（参考）NGO

レポートでの

スコア60 

102 91 79 68 62 34 － 

（出所）各種資料より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成

                                                        
60 森林で生計を立てる先住民等を支援する国際 NGO である Forest Peoples Programme は、2017 年 11 月発表したレポート「A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards」において、上記 6 認証スキームについてチェック項目を設定しスコアリングを

行うことで比較を実施。同レポートでの評価は、主に社会的な項目に焦点が当てられている。 
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IV. 持続可能性認証スキーム簡易評価方法の設定 

１．評価軸 

前述の I. １．に示した事業計画策定ガイドラインにおいては、「バイオマス液体燃料のうち

パーム油については、例えば RSPO などにより、環境・社会への影響や労働の評価、かつ非

認証油と混合することなく分別管理されているかなど、持続可能性（合法性）が認証された

書類の交付を受けること。」と規定されている。よって、わが国 FIT 制度の下で認められる

持続可能性認証スキームとしては、以下が求められることになる。 

⚫ 認証製品と非認証製品が混合することなく分別管理されていることを証明できる 

⚫ 環境・社会への影響や労働に関する認証基準が、RSPO と同等である 

 

本調査では、RSPO の認証プロセス、認証の範囲、認証基準の内容等を精査したうえで、

上記 2 点の観点で RSPO と同等の品質を確保しているかを評価することとした。 

２．評価方法 

２.１  認証／非認証の分別管理の担保 

III. １.２ 、図表 56に示した通り、RSPOではサプライチェーンについて複数のオプショ

ンが認められているが、このうち「Identity Preserved（IP）」もしくは「Segregation（SG）」

の認証を取得することで、認証油と非認証油の分別管理が担保されることとなる。 

評価対象スキームについても、同様に認証油と非認証油の分別管理が担保できる内容と

なっているかどうかを把握することとした。 

 

２.２  環境・社会・労働に関する認証基準のスキーム間比較 

２.２.１  全体の整理と比較 

III. １.３ 図表 57 に示した通り、RSPO の生産者認証における基準を環境・社会・労働

に分類すると、その 3 分類の中でもさらにいくつかに分類することができた。このような

中分類（図表 60 参照）に沿って、評価対象スキームの基準も分類し、各分類に区分され

る基準の有無を判定することで、第1段階としてのスキーム間の比較を行うこととした（結

果は V. ２.１ 参照）。 

２.２.２  詳細分析のための評価軸設定 

RSPO と他スキームの詳細比較のため、まず、国際的に特に重要と考えられている項目を

抽出した。結果を図表 60 に示す。重要と考えられているかどうかについては、以下の通り

判定した。 

⚫ EU RED II：持続可能性基準で言及されている項目 

⚫ EU パーム油：欧州議会 環境・公衆衛生・食品安全委員会が発表した報告書「Report on 
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palm oil and deforestation of rainforests」（2017 年 3 月）において、最低限の持続可能性基

準を設けるべきと言及された項目 

⚫ ISCC、RSB：メールヒアリングにて重要と回答を得た項目 

⚫ WWF：ヒアリング及び以下の文献で重要性が指摘された項目 

➢ WWF ジャパン「持続可能なパーム油の調達と RSPO 第 2 版」（2017 年 7 月） 

➢ WWF ジャパン 南明紀子「持続可能なパーム油調達とその課題」（2017 年 12 月） 

 

図表 60  基準のうち国際的に重要と考えられている項目 

大分類 中分類 EU REDII EU パーム油 ISCC RSB WWF 

環境 

環境影響評価  ● ● ●  

土壌   ● ● ● 

水   ● ● ● 

大気   ● ● ● 

エネルギー（化石燃料利用） ●   ●  

GHG排出削減 ● ● ● ● ● 

生物多様性・生態系サービス保全 ● ● ● ● ● 

  うち、天然林・泥炭地の保全 ● ● ● ● ● 

  うち、野生動物・希少種     ● 

外来種・有害物質   ● ●  

肥料・植物保護製品   ● ●  

廃棄物管理    ●  

社会 

社会影響評価    ●  

持続可能な発展・社会便益の享受    ●  

土地の権利  ● ● ● ● 

FPIC※    ●  

透明性確保・苦情処理システム    ●  

差別の禁止   ● ●  

貧困地域への対応    ●  

食糧安全保障 ●   ●  

労働 

労働規則・事業計画   ● ●  

労働者の権利  ● ● ● ● 

賃金   ● ● ● 

労働時間    ● ● 

児童労働の排除   ● ● ● 

強制労働の排除  ● ● ● ● 

健康・安全・衛生   ● ● ● 

ハラスメント防止    ●  

女性への配慮    ●  

キャパビル    ●  

その他 

法の遵守   ● ●  

情報提供と公開    ●  

根拠文書の作成・管理   ● ●  

（注）スキームによっては持続可能性基準以外のルールで担保されているためここで選定されなかった項目が 

ある可能性を有することに留意（法の遵守／等） 

（出所）各種文献及び ISCC、RSB へのメールヒアリングに基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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本調査では機械的に、図表 60 で●が 3 つ以上ついた項目について、詳細分析を行う評価

項目とした。なお、RSPO と同等と言えるかについては、RSPO における基準の内容に基づ

いた判断基準（案）を設定し、簡易評価を実施した（結果は V. ２.２ 参照）。 
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V. 簡易評価結果及び考察 

１．認証／非認証の分別管理の担保に関する評価結果 

認証／非認証の分別管理の担保については、以下の結果となった。 

⚫ 認証／非認証の分別管理の担保が可能と考えられる：RSB、ISCC、RA、GGL、MSPO 

⚫ 認証／非認証の分別管理の担保が可能か、現時点では不透明：ISPO 

 

各スキームについての分析の詳細を、以下に示す。 

１.１.１  RSB 

RSB は、CoC 認証の仕組みにおいて、5 つのオプションを提示しており61、このうち

「Identity Preserved」もしくは「Product Segregation」を取得すれば RSB 認証製品と非認証

製品は混合することなく分別管理されていることが担保できる。 

図表 61  RSB における CoC 認証のオプション 

  
Identity Preserved 

（全ての生産ロットが分別管理される。非認証

製品だけでなく、生産地の異なる RSB 認証製品

も混合しない） 

Product Segregation 

（RSB 認証製品は非認証製品と分別管理され

る。異なる生産地由来の RSB 認証製品同士は混

合しうる） 

  

  
Mass Balance 

（各生産地からの RSB 認証製品と非認証製品は

物理的には混合しうるが、取引量が監視され各

生産地からの認証製品及び非認証製品の割合が

厳密に文書で管理される） 

Content Ratio Accounting 

（RSB 認証製品と非認証製品が物理的に混合し

うるが、その割合は文書で記録管理され、とも

に取引される） 

  
（出所）RSB「RSB Standard for Traceability of RSB Certified Material (Chain of Custody)」より転載 

 

                                                        
61 Identity Preserved、Product Segregation、Mass Balance、Content Ratio Accounting、Book & Claim の 5 つ。このう

ち Book & Claim については制度設計中。 
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１.１.２  ISCC 

ISCC は、透明性担保の仕組みにおいて「Physical Segregation」と「Mass Balance」の 2

種類のオプションを提示しており、このうち Physical Segregation の手続きを経て認証を取

得することで、ISCC 認証製品と非認証製品の分別管理が担保できる。なお、Physical 

Segregation はさらに「Hard IP / Identity Preservation」と「Soft IP / Bulk Commodity」に分類

されている。両者は、RSPO における IP と SG、RSB における Identity Preserved と Product 

Segregation と同様、生産地の異なる認証製品まで厳密に分別管理するかどうかのちがいに

より分けられている。 

 

図表 62  ISCC におけるトレーサビリティ認証のオプション 

 
Hard IP / Identity Preservation 

 

 
Soft IP / Bulk Commodity 
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Mass Balance 

 
（出所）ISCC「Physical Segregation Requirements v2.0」より転載 

 

１.１.３  RA 

RA は、分別管理の状況や認証製品の使用割合等に応じて認証のオプションが示されて

いる。物理的に分別管理されることが基本となるが（オプション A）、これが担保できな

い場合についても認証マークの横に但し書きをすることで認証マークを使用できる（オプ

ション C）とされている。オプション A であれば物理的な分別管理が担保されるが、他の

オプションとどのように区別して認証を付与しているか（認証マークの使用方法以外に何

らかの規定があるか）、詳細は現時点では不明である。 

図表 63  RA の認証マーク使用方法の例（但し書きを追加する例） 

 

（出所）Rainforest Alliance「レインフォレスト・アライアンスの商標使用要件およびガイドライン」 

（2016 年）より転載 
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１.１.４  MSPO 

MSPO は、農園自体を認証するオイルパーム管理認証と、サプライチェーンを認証する

サプライチェーン認証（SCCS）の 2 種類で構成され、SCCS は 2018 年 9 月に公表され、

同 10 月から適用されている。サプライチェーンの管理方法として Segregation（SG）と

Mass Balance（MB）の 2 つのオプションが示されており、SG を選択し認証取得すること

で分別管理は担保されることとなる。 

 

図表 64  MSPO におけるサプライチェーン認証のオプション 

 
Segrigation 

 

 
Mass Balance 

（出所）Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC)「MSPO Supply Chain Certification Standard (MSPO SCCS)」 

（2018 年 9 月）より転載 

 

１.１.５  ISPO 

ISPO は、認証基準等の詳細が公表されておらず、分別管理を担保できるかが明確でな
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い。また、ライフサイクル GHG 排出量等を含む認証分野の拡張など認証の見直しを進め

ているところであり、すぐにわが国 FIT 制度の下で適用することは困難と考えられる。 

 

１.１.６  GGL 

GGL の CoC 基準である「GGLS1 Chain of Custody criteria –version3-0」を分析した。 

GGL の CoC 基準では、原則として分別管理を規定しながらも（指標 3.1、6.1）、「Volume 

credit system」の適用を認め、GGL 認証製品（GGL-Certified）とそれ以外（GGL-Controlled

もしくは非認証製品）を混ぜることを一部認めているようである（指標 7.1～7.2 等）。 

 

参考： GGL における CoC に関する指標（分別管理に関するもの抜粋） 

 

＜分別管理を規定する指標＞ 

原則 3：輸送に関する規定 

 指標 3.1：GGL システムに組み込まれるもの（原料、中間生成物、最終製品等）は、内容の置換

または混合を防ぐ方法でのみ輸送することができる。製品が GGL に承認された森林管

理認証システム（FSC、PEFC）に該当する場合は、これを示す文書を生産者が管理し利

用可能にしておかなければならない。 

 

原則 6：加工製品のコントロール 

 指標 6.1：全ての減量及び製品は、加工前・加工中・加工後について追跡・特定されなければなら

ない。異物による汚染や非認証製品の子雲合に関するリスクは特定され、文書化される。 

 

＜認証／非認証の混合を認める指標＞ 

原則 7：Volume crediting system の適用 

 指標 7.1：GGL-Certified 製品は、これらが本基準の指標 1.14（EU 木材規制及び米国レイシー法を

含む適用される全法的要件の遵守）と、基準 GGLS5（森林管理）の原則 7～9、指標 2.1

及び 2.3 を満たす場合についてのみ、GGL-Controlled 製品や非認証製品とこれを混合し

うる。 

 指標 7.2：指標 5.6 に示されるカテゴリー1（森林管理ユニット 500ha 以上の土地で生産された木材）

及びカテゴリー2（森林管理ユニット 500ha 未満の土地で生産された木材）に属する

GGL-Certified 製品と他の製品が混合している場合、少なくとも 70%は GGL-Certified 製

品でなくてはならない。 

（出所）GGL「GGLS1 Chain of Custody criteria –version3-0」（2017 年 8 月） 

 

完全な分別管理の場合と Volume credit system を適用する場合で、認証の名称や取得者が

用いることのできるロゴが区別されるといったことが確認できないものの、基準としては

完全な分別管理を担保するオプションを設けている。 

 

２．環境・社会・労働等に関する認証基準の評価結果 

２.１  全体の整理と比較 

評価対象 6 スキーム及び基準となる RSPO について、原則・基準・指標等を整理し、各分

類項目に該当する基準の有無を確認した。基準の数及び調査対象文献は、図表 65 の通りで
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ある。 

 

図表 65  評価対象について 

 原則・基準等の数 
調査対象 

とした基準 
調査対象文献 

RSPO 8 原則 43 基準 138 指標 43 基準 
RSPO「持続可能なパーム油生産のための原

則と基準 2013」（日本語版）（2013 年） 

RSB 
12 原則 39 基準 155 指

標 
39 基準 RSB「RSB Principles & Criteria」（2016 年） 

ISCC 6 原則 45 基準 45 基準 

ISCC 「 Sustainability Requirements for the 

Production of Biomass, ISCC PLUS version 3.0」

（2016 年） 

RA 
5 原則 132 基準 

（うち重要な基準 46） 

46 基準 

（重要な基

準） 

Rainforest Alliance 「 Rainforest Alliance 

Sustainable Agriculture Standard version 1.2」

（2017 年） 

MSPO 7 原則 33 指標 33 指標 
MSPO 「 Malaysian Sustainable Palm Oil 

（MSPO） Part 1: General principles」（2013 年） 

ISPO 7 原則 33 基準 128 指標 33 基準 

ISPO「 Principles and Criteria of Indonesian 

Sustainable Palm Oil （ISPO） Applicable to 

Plantation Company in Performing Integrated, 

Renewable Energy Palm Culture」（内部資料、

資源エネルギー庁より受領） 

GGL 
農業：11 原則 29 基準 

森林：14 原則 49 基準 

農業 29 基準 

森林 49 基準 

GGL「GGLS2 – Agricultural Source Criteria 

-Version 2-2」（2017 年）、「GGLS5 – Forest 

Management Criteria - Version 2-2」（2017 年） 

 

評価結果は、図表 66 の通りである。各認証スキームについて、分類項目に該当する基準

がある場合には「○」、ない場合には「－」と表記している。スキーム間で細かい違いはあ

るものの、環境・社会・労働等の観点については、概ね同様の基準を有していることが明ら

かとなった。明確な基準がなく表中で「－」となっている場合でも、他の基準で間接的もし

くは補足的に含意しているようなケースも見られた。また、RSPO が有していない基準を他

の認証スキームが有している場合もあった。 
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図表 66  各認証スキームにおける基準の分類（環境・社会・労働等）と有無 

大分類 中分類 RSPO RSB RA ISCC MSPO ISPO GGL 

環境 

環境影響評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

土壌 ○ ○ - ○ ○ ○ 〇 

水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

大気 ○ ○ - - - - 〇 

エネルギー ○ - - ○ ○ - - 

GHG 排出削減 ○ ○ - ○ - ○ - 

生物多様性・生態系サービス保全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外来種・有害物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

肥料・植物保護製品 - - - ○ - - ○ 

廃棄物管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

社会 

社会影響評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - 

持続可能な発展・社会便益の享受 ○ ○ - ○ ○ ○ - 

土地の権利 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

FPIC※ ○ ○ ○ - ○ - - 

透明性確保・苦情処理システム ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

差別の禁止 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 

貧困地域への対応 - ○ - - - - - 

食糧安全保障 - ○ - ○ - - ○ 

労働 

労働規則・事業計画 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 

労働者の権利 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

賃金 ○ ○ ○ ○ ○ - - 

労働時間 - - ○ ○ ○ - - 

児童労働の排除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

強制労働の排除 ○ ○ ○ ○ - - ○ 

健康・安全・衛生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ハラスメント防止 ○ - ○ - ○ - - 

女性への配慮 - - ○ - - - - 

キャパビル ○ - - ○ ○ ○ ○ 

その他 

法の遵守 ○ ○ - ○ ○ ○ - 

記録作成・管理 - - ○ ○ ○ - ○ 

情報提供と公開 ○ - - - ○ ○ - 

認証基準との適合 - ○ ○ - ○ - ○ 

顧客との関係構築 - - - ○ - - - 

公平な価格設定 - - - - ○ - - 

（参考）〇の数 25 23 21 26 25 18 19 

※ FPIC: Free, Prior and Informed Consent（自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意の取り付け） 

（出所）各認証スキームの制度文書に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

２.２  重要項目についての評価結果 

IV. ２.２.２  で特定した特に重要と考えられる項目について、RSPO を判断基準として、

各評価対象スキームの基準の内容及び RSPO と同等かの判定を行った。結果を図表 67 に示

す。なお、分析を進めた結果、RA については、燃料も認証可能とはいえ基本的には食用の

農業製品を認証する仕組みであり、基準の内容が他と異なる傾向が見られたため、結果を示

していない。 

環境面について、とくにパーム油では生物多様性や炭素の保全価値の高い地域（High 

Conservation Value）や泥炭地等の脆弱な土地の農園への転用を抑制する必要性が国際的にも

指摘されているが、HCV や泥炭地の転換について、多くのスキームが何らかの基準を有し
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ているものの、完全に禁止しているか抑制を促す程度の規定かといった違いが見られた。

ISPO は、インドネシアで泥炭地でのオイルパーム農園開発及びパーム油生産が国の大きな

経済活動となっていることも関連しうるが、泥炭地に関する基準が設けられていなかった。 

社会面については、土地の権利を確保、もしくは有権者の尊重・保護の基準が重要とされ

るが、多くのスキームでこれらの基準が確認された。 

労働については児童労働・強制労働の排除や労働者の権利確保、健康・安全等が重視され

る。これらについてもおおむね基準が整備されていた。他方、ISPO や MSPO では適合しな

い場合が見られ、自国でスキームを構築していることに起因する可能性があると考えられた

（例えば、強制労働の排除については ISPO、MSPO とも基準を有していない。当該基準を

有するということは、国内でそうした事象が発生している可能性があることを意味するため、

自国が構築するスキームでは基準を設けづらい（自国では強制労働排除は基準なしで達成さ

れていると整理している）可能性があると推察した）。 
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図表 67  重要と考えられる基準/指標の内容及び RSPO との比較 

大分

類 

中分

類 
RSPO 基準 

判断基準

（案） 

基準/指標及び判断基準（案）に基づく判断結果 

RSB ISCC MSPO ISPO 
GGL 

  農業 森林 

環境 

環境

影響

評価 

植え替えを含む、農園及び

搾油工場運営が環境に影

響を及ぼす側面が特定さ

れる。また悪影響を緩和

し、好影響を促進するよう

な計画を作成し、実施し、

及び監視し、継続的な改善

が明示される。（5.1） 

新たな作付けや操業が開

発される前、又は現行の操

業が拡大される前に、総合

的な参加型の第三者社会

環境影響評価が実施され、

その結果が計画、経営及び

操業に組み込まれる。

（7.1） 

環境影響評

価の実施が

規定されて

いる 

〇 

効率的かつ効果的な実施・緩

和・モニタリング・評価計画

の策定を通じて、影響やリス

クを評価し持続可能性を担保

するための影響評価を実施し

なければならない。 （2a） 

〇 

以下について環境影

響評価を実施する： 

①人間・動植物、②土

壌・水・大気、③重要

な資産や文化遺産、④

①～③に挙げた項目

の相互関係。（2.1.1） 

対象地や住民、事業者

や土地所有者に与え

うる全ての環境・社

会・経済及び文化に関

する負の影響を回避

する。（4.9） 

〇 

新たな植林の前に、社会・環

境影響評価が実施されなけれ

ばならない。（7.3） 

国や地域の環境法に従った環

境政策や環境管理システムが

文書化され実施されなければ

ならない。（5.1） 

△ 

総合植林事業者

の義務：パーム加

工ユニットと統

合している植林

会社は、関連法に

基づいて環境管

理及びモニタリ

ングを実施しな

ければならない。

（4.1） 

環境許諾に対す

る義務：植林会社

は 環 境 許 諾 に

従って義務を履

行しなければな

らない。（4.2） 

△ N/A 

森林管理システムは森林管理

の目的達成のために構築さ

れ、同システムは調査・分析・

計画・実行・モニタリング・

評価・改善のサイクルを含む。

（6.1） 

土壌 

慣行により、土壌の肥沃度

が最適かつ継続的な収量

を確保する水準に維持さ

れる、又は可能であれば向

上する。（4.2） 

慣行により、土壌の侵食や

劣化が最小限に抑えられ、

制御される。（4.3） 

全ての対象

地に対し、

土壌環境の

維持・向上

や環境悪化

抑制が規定

されている 

〇 

事業においては、土壌の物理

的、科学的及び生態学的条件

を維持もしくは向上させる取

組を実施しなければならな

い。（8a） 

〇 

土壌の保全： 作物は

適した土壌で栽培さ

れる。土壌の持続可能

性を担保するため、土

壌の質・土壌汚染・土

壌侵食に配慮した適

切な農業手法を採用

する。（2.3.1） 

土壌侵食を抑制でき

る耕作手法をとる。

（2.3.2） 

土壌の構造を維持も

しくは向上させ、土壌

の締固めを避ける。

（2.4.4） 

△ 

辺縁の土地や脆弱な土壌に植

林することが提案された場合

は、それらの土地を守り負の

影響を最小化するための計画

を策定・実行しなければなら

ない。（7.5） 

× N/A 〇 

土地資源の管理・利用と土壌肥沃度

の維持のための一般的な計画が定め

られ実行される。（3.3） 

土地の劣化が定期的に調査される。

（3.1） 

土壌の流出と沈降を最小限に抑える

ための対策を講じなければならな

い。（4.5） 

生産及び管理に際しての土壌自体及

び土壌の質の維持・向上のために適

用されるベストプラクティスが、管

理計画に含まれる必要がある。（11.1） 

生産及び管理に際しての土壌

自体及び土壌の質の維持・向

上のために適用されるベスト

プラクティスが、管理計画に

含まれる必要がある。（14.1） 

農業残渣や天然生態系区域か

らの残渣を用いたバイオマス

の生産は、土壌自体及び土壌

の質の保全もしくは向上のた

めのベストプラクティスに基

づいて実施されなければなら

ない。残渣の利用は土壌保全

に関する現地における他の機

能と対立しないことが必要で

ある。（14.2） 

新規作付け設立場所計画

に、土壌調査や地形情報が

利用されるものとし、その

結果が計画及び操業に組

み込まれる。（7.2） 

関連データ

の収集が規

定されてい

る 

× N/A 〇 

土壌有機物質の収支

バランスの情報が収

集される、もしくは 6

年ごとに土壌有機物

質の分析が実施され

る。 （2.4.1） 

〇 

土壌や気候に関する情報が利

用可能な場合、新規植林の実

施に際する対象地の計画策定

にこれらを使用しなければな

らない。（7.4） 

× N/A 〇 

土地及び影響を受けうる保全区域が

特定され、取組方針と管理手段が定

められる。（3.2） 

土壌等、農業や近隣の土地利用に影

響するデータは定期的に収集され

る。（2.1） 

N/A 

急勾配の地形及び／又は

泥炭地などの耕作限界の

脆弱な土壌での広範囲な

作付けは避ける。（7.4） 

脆弱な土地

の利用禁止

が規定され

ている 

△ 

事業においては、バッファ

ゾーンを保護、回復もしくは

創出しなければならない。 

（7c） 

× N/A 〇 

急な地形や辺縁の土地、脆弱

な土壌の対象地に広範囲にわ

たり植林することは、地域の

法律で許可されない限りは避

けなければならない。辺縁の

土地や脆弱な土壌に植林する

ことが提案された場合は、そ

れらの土地を守り負の影響を

最小化するための計画を策

定・実行しなければならない。

（7.5） 

× N/A 〇 N/A 

森林管理ユニットの土壌の質

は維持されなければならず、

必要に応じてこれを向上させ

る。とくに沿岸部、川岸、浸

食の危険性が高い地域及び傾

斜地には配慮する。（3.1） 
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ASEAN のガイドライン

又はその他の地域での最

善の慣行で特定されてい

る固有の状況を除き、地拵

えや植え替えのための火

の使用は避ける。（5.5） 

ASEAN のガイドライン

又はその他の地域での最

善の慣行で特定されてい

る固有の状況を除き、新規

作付け地拵えに火を使用

しない。（7.7） 

火入れの制

限が規定さ

れている 

〇 

事業においては、残渣や廃棄

物、副産物の野焼きや土地の

焼き払いを避け、また可能な

限りこうした取組を排除しな

ければならない。（10b）（再） 

〇 

火入れの制限： 収穫

後の伐根や残渣の野

焼きは、管轄当局の許

可を得ており、かつ実

行可能な代替手法が

ない場合にのみ許可

される。（2.4.3） 

〇 

廃棄物処理やオイルパーム栽

培・再植林の準備のための火

の使用は、それが当該地域の

最も有効な手段と特定される

状況を除いては、避けなけれ

ばならない。（5.7） 

〇 

防火対策：植林会

社は防火対策を

講じなければな

らない。（4.5） 

△ N/A 

森林管理の目的で火を用いる

場合は（特定の樹種の再生

等）、十分な管理手段を適用

する。（3.5） 

農薬は、健康又は環境を危

険にさらさない方法で使

用される。（4.6） 

農薬や肥料

の使用に関

する規定が

ある 

× N/A 〇 

有機肥料及び無機肥

料の使用に際しては、

高品質なものを、栄養

要件に従って使用す

る。（2.4.2） 

相当な窒素含有量を

有する肥料は、吸収性

土壌にのみ施用され

る。（2.6.2） 

× N/A × N/A 〇 
管理システムは農薬抑制の統合的シ

ステムに基づくものである。（5.1） 
N/A 

水 

慣行により、地表水及び地

下水の質及び入手可能性

が維持される。（4.4） 

水資源の

量・質の維

持が規定さ

れている 

〇 

効率的に水を使用し事業に用

いる水資源の水質を維持もし

くは向上させるための水管理

計画を策定・実行しなければ

ならない。（9b） 

事業においては、表層水や地

下水資源の回復能力を超えた

枯渇を生じさせてはならな

い。（9c） 

事業においては、表層水及び

地下水資源の水質の維持もし

くは向上に貢献しなければな

らない。（9d） 

事業においては、現地住民・

先住民の水に関する既存の権

利を尊重しなければならな

い。（9a） 

〇 

水の使用量を削減し

水質を維持向上させ

るような適切な農業

手法が適用される。

（2.5.3） 

地下水の汚染を避け

るため、流出を処理す

る設備を整備する。

（2.9.3） 

△ 

天然水資源の品質と利用可能

性を維持するための水管理計

画が策定されなければならな

い。（5.5） 

〇 
水資源と品質を

保全する。（4.7） 
〇 

生物学的、物理的及び化学的な観点

から水質をモニタリングする必要が

ある。（4.4） 

限られた水資源のより良い利用のた

め、農業用水の利用について効率と

生産性を向上させる。（4.1） 

灌漑の実施状況をモニタリングす

る。（4.2） 

資源が十分でない条件における水資

源の利用について、長期戦略及び実

施プログラムを構築する必要があ

る。（4.7） 

森林管理ユニットとその下流

（森林管理ユニットの外部）

における地下水と表層水の水

収支及び品質は、少なくとも

維持され、必要に応じて改善

されなければならない。（3.1） 

N/A N/A - N/A - 

相当な窒素含有量を

有する肥料を施用す

る際には、表層水及び

地下水の汚染がない

よう留意する。（2.6.1） 

泉や天然水資源の周

囲にある天然植生帯

は維持もしくは再生

される。（2.1.1） 

- N/A - N/A - N/A N/A 
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大気 

ASEAN のガイドライン

又はその他の地域での最

善の慣行で特定されてい

る固有の状況を除き、地拵

えや植え替えのための火

の使用は避ける。（5.5）

（再） 

ASEAN のガイドライン

又はその他の地域での最

善の慣行で特定されてい

る固有の状況を除き、新規

作付け地拵えに火を使用

しない。（7.7）（再） 

火入れの制

限が規定さ

れている 

〇 

事業においては、残渣や廃棄

物、副産物の野焼きや土地の

焼き払いを避け、また可能な

限りこうした取組を排除しな

ければならない。（10b）（再） 

〇 

火入れの制限： 収穫

後の伐根や残渣の野

焼きは、管轄当局の許

可を得ており、かつ実

行可能な代替手法が

ない場合にのみ許可

される。（2.4.3）（再） 

〇 

廃棄物処理やオイルパーム栽

培・再植林の準備のための火

の使用は、それが当該地域の

最も有効な手段と特定される

状況を除いては、避けなけれ

ばならない。（5.7）（再） 

〇 

防火対策：植林会

社は防火対策を

講じなければな

らない。（4.5）（再） 

△ N/A 

森林管理の目的で火を用いる

場合は（特定の樹種の再生

等）、十分な管理手段を適用

する。（3.5） 

N/A N/A - 

事業に伴う大気汚染物質の排

出源を特定し、大気管理計画

を通じて大気汚染物質の排出

を最小化しなければならな

い。（10a） 

- N/A - N/A - N/A - N/A N/A 

GHG

排出

削減 

温室効果ガスを含む汚染

と排出の削減計画が策定

され、 実施され、監視さ

れる。（5.6） 

新たな農園開発は、温室効

果ガスの総排出量を最小

限度に留めるように計画

される。 （7.8） 

GHG 排出

の抑制が規

定されてい

る 

〇 

バイオ燃料は、国・地域・現

地の規則に定められた該当す

る全ての GHG 排出削減要件

を満たさなければならない。

（3a） 

〇 

化石燃料由来のエネ

ルギー消費を減らし、

GHG 排出を削減する

努力をする。（2.1.5）

（再） 

炭素ストック量の大

きい土地（湿地、森林）

でバイオマスを生産

しない。（1.3） 

× N/A △ 

GHG 排 出 の 緩

和：植林会社は、

GHG 排出源の目

録を作成し緩和

策を実施しなけ

ればならない。 

× N/A N/A 

N/A N/A - 

バイオ燃料のライフサイクル

GHG 排出量については、全体

を通じて、つまり土地利用変

化（地上部及び地下部の炭素

ストック変化等）、副産物の

利用に際しての変化も踏まえ

て計算されなければならな

い。（3b） 

バイオ燃料は、化石燃料利用

をベースラインとして、これ

と比較してライフサイクル

GHG 排出量を平均 50%削減

しなければならない（新規導

入については 60%）。（3c） 

- N/A - N/A - N/A - N/A N/A 
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生物

多様

性・生

態系

サー

ビス

保全 

2005 年 11 月以降、新規作

付けは、原生林又は維持も

しくは拡大が要求されて

いる一つ以上の高い保護

価値(HCV)を含む地域で

行っていない。（7.3） 

森林等を含

む HCV 地

域の転換を

禁止してい

る 

△ 

事業対象地及び事業対象地と

なりうるエリアの中で、現地、

地域もしくは国際的に重要と

される保全価値は維持または

強化されなければならない。

（7a） 

〇 

生物多様性価値の高

い土地（森林、法律や

関連当局の決定によ

り天然資源の保護が

規定されている土地、

希少種や絶滅危惧種

及びそれらの生態系

の保護区域、生物多様

性の高い草地）でバイ

オマスを生産しない。

（1.1） 

2008 年 1 月以降に土

地利用転換された土

地については、生物多

様性価値の高い土地

を保全するという目

的を妨げない土地利

用改変及び使用のみ

が許される。（1.5） 

〇 

オイルパームは、天然林や、

天然資源、生態系サービス、

社会もしくは文化的な価値の

保護が指定された区域に植林

してはならない。オイルパー

ムは、国家生物多様性政策及

び/もしくは地域の生物多様

性法を遵守して実施される場

合を除き、生物多様性価値の

高い土地に植林してはならな

い。（7.1） 

△ 

使用している土

地が森林由来の

場合、そのことが

文書化される。首

長が発行した対

象地の許可は使

用可能である。

（3.1） 

生物多様性の保

全：植林会社は事

業地内の生物多

様性を維持・保全

しなければなら

ない。（4.6） 

保護地域：植林会

社は、関連法に従

い保護地域の特

定、社会化及び保

存を実施しなけ

ればならない。

（4.8） 

〇 

2008 年 1 月以降に以下に示す土地の

状態であった土地からは、現在その

土地が同じ状況であるか否かに関わ

らず、原料を生産してはならない： 

①天然林及びその他の林地、すなわ

ち明らかな人為活動や重大な生物学

的かく乱が生じておらず原生樹種が

生息している森林や林地、②法律や

関連当局の決定により天然資源の保

全が目的とされている土地、加えて、

国際合意もしくは政府間組織や

IUCN によるリスト、EC 指令

「2009/28/EC」第 18 条（4）の第 2

パラグラフに基づいて希少・絶滅危

惧である種及び生態系と認識されて

いる土地。これらの土地でのバイオ

マス栽培は、その生産が自然保護の

目的を妨げない根拠が提供される場

合にのみ許可される。③天然の草地

（人の介入がなく原生種の組成や生

態学的特徴・プロセスが維持されて

いる、土地利用の変化なく保たれて

いる草地）や非天然の草地（人の介

入がなければ草地として維持され

ず、草地の維持のためには原料の収

集が必要との根拠が示されてそうし

た介入により種の豊富さの維持と劣

化防止がされている草地）。（7.1） 

バイオマスは、2008 年 1 月 1 日以降

に湿地から他の乾燥した生態系に転

換された土地から調達してはならな

い。（8.1） 

保全価値の高い場所（HCV）

またはこれと同等の場所、及

び森林管理ユニットにおける

代表的な森林タイプの区域が

特定され、保護され、可能な

場合は強化される。（2.1） 

森林管理ユニット内の森林を

植林地を含む他の土地利用に

転換することは、その面積が

小規模である場合（2008 年 1

月 1 日時点の基準で森林管理

ユニットの 5%以内の面積）、

長期的に見て天然資源保全に

つながることが明確である場

合、保全価値の高い土地

（HCV）への悪影響や悪影響

が生じる危険性がない場合を

除き、これを行ってはならな

い。（2.3） 

森林管理ユニットに存在する

重要な生態学的サイクルは、

炭素および栄養サイクルを含

めて保存されている。（3.3） 

最も適切な伐採方法（低イン

パクト伐採：RIL）や道路建

設方法、現地の状況に合わせ

た方法により、生態系への不

要な悪影響を防ぐ。（3.4） 

バイオマスは、2008 年 1 月 1

日以降に湿地から他の乾燥し

た生態系に転換された土地か

ら調達してはならない。（7.2） 

バイオマス原料は、1997 年 12

月 31 日以降に天然林もしく

は半天然林の保全の手段とし

て造成された生産林（人工林

を含む）から調達してはなら

ない。（7.3） 

急勾配の地形及び／又は

泥炭地などの耕作限界の

脆弱な土壌での広範囲な

作付けは避ける。（基準

7.4） 

泥炭地等の

脆弱な土地

の転換を禁

止している 

△ 

事業対象地及び事業対象地と

なりうるエリアの中で、現地、

地域もしくは国際的に重要と

される保全価値は維持または

強化されなければならない。

（7a）（再） 

〇 

炭素ストック量の大

きい土地（湿地、森林）

でバイオマスを生産

しない。（1.3）（再） 

2008 年 1 月以降に泥

炭地であった場所で

バイオマスを生産し

ない。（1.4） 

△ 

泥炭地への植林が提案される

場合、悪影響を受けることな

く泥炭地を保護するための緩

和計画が策定・実施されなけ

ればならない。（7.2） 

× N/A 〇 

原料の生産・収集がそれ以前に湛水

状態の土壌における水の枯渇を引き

起こさないことが証明されない限

り、2008 年 1 月 1 日以降に泥炭地で

あった土地から原料を生産してはな

らない。（9.1） 

バイオマスの調達がそれ以前

に湛水状態の土壌における水

の枯渇を引き起こさないこと

が証明されない限り、2008 年

1 月 1 日以降に泥炭地であっ

た土地からバイオマスを調達

してはならない。（7.1） 

木材が調達される森林管理ユ

ニットは、中長期的に炭素ス

トックが維持されるもしくは

増大することを目的に管理さ

れていなければならない。

（8.1） 

バイオマスは、伐根が木材も

しくはバイオマス生産以外の

理由で除去/収集される場合

を除き、伐根から生産しては

ならない。伐根が加工される

リスクが低いことを証明する

根拠を示さなければならな

い。（8.2） 

間伐由来の場合を除き、エネ

ルギー生産のためのバイオマ



- 88 - 

ス加工は、森林からの年間丸

太伐採量の平均して半分以下

の量にとどめなければならな

い。（8.3） 

農園内に存在する、又は農

園若しくは搾油工場の経

営によって影響を受けか

ねない、希少種、絶滅危機

種及び絶滅危惧種並びに

保護価値が高い生息地が

あれば、その状況を特定

し、これらの維持や増加を

最大限に確保できるよう

に操業を管理する。（5.2） 

周辺地への

影響を制限

する規定が

ある 

〇 

事業により直接的な影響を受

ける生態系機能及び生態系

サービスは維持または強化さ

れなければならない。（7b） 

生息地の分断を最小限にとど

めるため、生態学的コリドー

は保護、回復もしくは造成さ

れなければならない。（7d） 

〇 

生息地の損傷や劣化

を回避する。（2.1.2） 

種子の由来の正当性： 

種子は、認められた種

子生産・販売事業者か

ら購入しなければな

らない。適切な種子生

産基準が満たされ、知

的財産に関する法的

要件が満たされてい

る場合には、自家受粉

した種子を使用でき

る。（2.1.4） 

〇 

植林地域に関する情報が収集

され、生物種や生息地の保護

手段が講じられるべきであ

る。（5.6） 

× N/A 〇 N/A 

最も適切な伐採方法（低イン

パクト伐採：RIL）や道路建

設方法、現地の状況に合わせ

た方法により、生態系への不

要な悪影響を防ぐ。（3.4）（再） 

社会 

土地

の権

利 

土地利用権は明示され、法

的、慣習的又は使用の権利

を有していることを明示

できる地域住民から法的

に異議を申し立てられて

いない。（2.2） 

地域住民が法的、慣習的及

び使用の権利を有してい

ることが明示される場合、

自由意思による、事前の、

十分な情報に基づく合意

（FPIC）及び交渉による合

意があるという前提条件

のもとに、土地取得や権利

放棄に対する補償が地域

住民に行われる。（7.6） 

自由意思による、事前の、

十分な情報に基づく同意

（FPIC）無しに、パームの

ための土地利用によって

他の土地利用者の法的、慣

習的又は使用の権利が損

ねられない。（2.3） 

土地の利用

に関し権利

を有してい

ること、も

しくは権利

者の合意を

得ているこ

とが求めら

れている 

〇 

公式・非公式含め、既存の土

地所有権や土地利用権は評

価、文書化、確立されなけれ

ばならに。事業のための土地

利用権はこれらが決定した場

合にのみ認められる。（12a） 

事業のための土地利用者・土

地所有者による権利の保障、

獲得、自主的な放棄等に関す

る全ての交渉や合意において

FPIC が実施されなければな

らない。（12b） 

〇 

生産者は、土地が正当

に使用され、伝統的な

土地の権利が確保さ

れていることを証明

することができる。 

（5.1） 

〇 

オイルパームの栽培において

は、他の利用者の法的土地利

用権を損なってはならない。

（3.2） 

土地の慣習的権利は脅かされ

たり損なわれてはならない。

（3.3） 

〇 

対象地の許可： 

植林会社は所管

官庁から対象地

の許可証を取得

しなければなら

ない。（1.1） 

植林会社は植林

事業の許可を保

有しなければな

らない。（1.2） 

植林事業の対象

地の獲得（1.3） 

土地の権利：植林

会社は土地の権

利 を 開 発 権

（HGU)の形で保

有しなければな

らない。（1.4） 

植林会社は意図

した目的に従っ

て土地の権利を

行使しなければ

ならない。（1.7） 

採 掘 コ ン セ ッ

ション対象地と

の重複：植林会社

は関連法に基づ

き採掘コンセッ

ション対象地と

の重複を解決す

る合意を確立し

なければならな

い。（2.3） 

〇 N/A 
森林管理者は森林利用の法的

権利を有する。（1.1） 
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労働 

労働

者の

権利 

生産者及び搾油工場は、人

権を尊重する。（6.13） 

労働者の人

権の尊重が

規定されて

いる 

〇 

事業者は、第三者を通じて労

働者が契約される場合、RSB

の原則に基づき人権・労働権

が労働者に平等に適用される

ことを担保するメカニズムを

実施しなければならない。

（4g） 

〇 

人権に関し社会的に

良好に実践している

ことを自己申告する。

（4.1） 

労働者は尊厳と敬意

をもって扱われる。 

（4.5） 

全ての労働者に公正

な法的契約が与えら

れる。（4.16） 

〇 

雇用条件が平等原則を順守

し、労働者お賃金や条件が法

律や産業の最低基準を満たし

ていることを担保するための

人権に関する方策が実施され

ており、法定契約において下

請契約、平等な労働時間及び

残業手当、文書化された賃金

規定が示され、さらに、住宅

及び設備に関する労働者の最

低基準に関する法律（Act 446、

1990 年）もしくは他の該当す

る関連規則が適用される。社

会的便益が被雇用者、その家

族及び現地住民にもたらされ

なければならない。組合への

加盟及び自らの代表を選ぶ権

利は否定されず、労働に際し

てのセクハラや暴力、未成年

者の雇用がないことが担保さ

れる。（4.5） 

× N/A × N/A N/A 

雇用主は、全ての労働者が

独自の選択によって労働

組合を組織し加入する権

利、及び団体交渉を行う権

利を尊重する。結社の自由

及び団体交渉の自由に関

する権利が法の下で制限

されている場合、雇用主は

これらすべての従業員の

自立的で自由な結社及び

交渉の権利を確保する同

等の方法を推進する。

（6.6） 

労働者の団

結権・団体

交渉権の確

保が規定さ

れている 

〇 

労働者は、団結の自由、組織

する権利、団体交渉権を享受

する。（4a） 

〇 

労働者は、労働条件の

交渉のための労働組

織をつくる権利と団

体交渉権を有する。

（4.6） 

事業者と労働者の

オープンなコミュニ

ケーション： 事業者

は、事業に影響する課

題や労働者の健康・安

全・幸福に関する事項

をオープンに議論で

きる事業者と労働者

の双方向のコミュニ

ケーションミーテン

グを定期的に開催す

る。 （4.10） 

労働者の利益を代表

する、自由かつ民主的

に選出された少なく

とも1人の労働者もし

くは労働者委員会が

経営陣に存在する。

（4.11） 

× N/A 〇 

労働者団体の設

置：植林会社は労

働者の権利と要

望を受け入れる

窓口としての労

働者団体の設置

を認めなければ

ならない。（5.4） 

植林会社は被雇

用者組合の設置

を奨励、支援しな

ければならない。

（5.5） 

〇 N/A 

森林労働者にとって、団結の

自由と団体交渉権が尊重され

る。（11.1） 

賃金 

従業員及び契約労働者に

対する賃金や条件は、常に

少なくとも法律上又は業

界の最低基準を満たし、適

正な生活賃金を支給する

ために十分なものである。

（6.5）  

最低賃金の

支払いが規

定されてい

る 

〇 

労働者の賃金と労働条件は、

全ての適用可能な法律や国際

条約、関連する協定に従う。

政府が規定した最低賃金があ

り特定の産業分野に適用され

ている場合、これに従わなけ

ればならない。最低賃金がな

い場合、特定の活動に対し支

払われる賃金は労働者と年単

位で交渉し合意されなければ

ならない。同等の価値の作業

に対する報酬に男女差があっ

てはならない。（4e） 

〇 

農家は、少なくとも、

法的もしくは業界の

最低基準を満たした

賃金を支払う。（4.7） 

支払明細書には、法的

規則及び/または団体

交渉協定を満たした

支払であることを記

載する。（4.19） 

〇 
未成年者の雇用がないことが

担保される。（4.5 抜粋）（再） 
× N/A × N/A N/A 
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児童

労働

の排

除 

児童の雇用又は搾取を行

わない。（6.7） 

児童労働の

排除が規定

されている 

△ 

家庭農園で子供の通学に影響

せず、子供の健康を害する恐

れのない場合を除いて、児童

労働はあってはならない。

（4c） 

△ 

農家に住むすべての

子供は質の高い初等

教育へのアクセスを

担保される。（4.13） 

危険な活動に関する

制限： 最低年齢は、

国や地域の全ての規

則、ILO 条約第 138 号

（最低年齢条約）及び

第 182 号（最悪の携帯

の児童労働の禁止）に

準拠する。農家又は植

林地では、未成年者は

雇ってはならない。

（4.15） 

〇 
未成年者の雇用がないことが

担保される。（4.5 抜粋）（再） 
〇 

児童労働者の活

用と労働者に対

する差別（民族、

人種、性別、宗教）

の禁止：植林会社

は関連法に基づ

き、未成年者を使

用してはならず、

また労働者を差

別してはならな

い。（5.3） 

〇   

バイオマスは、いかなる児童

労働によっても生産されな

い。（11.3） 

強制

労働

の排

除 

強制労働又は人身売買に

よる労働者は、いかなる形

態であっても使用しない。

（6.12） 

強制労働の

排除が規定

されている 

〇 

奴隷労働や懲役、強制労働は

あってはならない。事業者は、

ILO 条約第 29 号（強制労働）

に定義される強制労働、密売、

人身売買その他の自主的でな

い労働に関わってはならな

い。（4b） 

〇 

農家や植林地におい

て強制労働があって

はならない。（4.4） 

× N/A × N/A 〇   

バイオマスは、いかなる強制

労働によっても生産されな

い。（11.2） 

健

康・安

全 

業務上の健康と安全に関

する計画が文書化され、実

効的に伝達され、及び実施

される。（4.7） 

業務上の健

康・安全確

保の実施が

規定されて

いる 

〇 

労働者の労働安全衛生条件

は、国際的に認められた基準

に従わなければならない。

（4f） 

〇 

農家は、健康・安全・

衛生に関する方針や

手続きやリスク管理

を示した文書を有す

る。（3.1.1） 

潜在的な危険は、警告

サイン（安全な労働条

件）によって明確に特

定される。（3.1.3） 

全ての労働者は、健康

と安全に関する十分

なトレーニングを受

け、リスク評価に従っ

て指示を受ける。

（3.1.6） 

労働者の健康・安全及

び良好な社会生活の

ための責任者を設け

る。（4.8） 

危険または複雑な作

業においては、十分な

能力を有することが

示された証明書を持

つ者がこれを行う。

（3.1.5） 

〇 

職業安全衛生法（1994 年）及

び工場・機械法（1967 年）を

遵守しなければならない。

（4.4） 

〇 

職業的な健康と

安全：植林会社は

職業的な健康と

安全の基準を適

用しなければな

らない。（5.1） 

被雇用者の幸福

とキャパビル：植

林会社は自社の

被雇用者に対し、

関連法に従い福

祉の向上とキャ

パビルを提供し

なければならな

い。（5.2） 

〇 N/A 

リスクの特定、リスクを低減

させる安全プログラム、研修

及び各個人の保護装備によ

り、森林労働者の健康と安全

が保護されなければならな

い。（12.1） 

農薬は、健康又は環境を危

険にさらさない方法で使

用される。（4.6）（再） 

有害物質の

使用に関し

安全の確保

が求められ

ている 

× N/A 〇 

適切な防護服： 下請

業者を含む労働者は、

法的要件や管轄当局

が指示もしくは規定

する適切な防護服を

装着する。 （3.1.2） 

△ 

職業安全衛生法（1994 年）及

び工場・機械法（1967 年）を

遵守しなければならない。

（4.4）（再） 

× N/A 〇 

使用が制限されている殺虫剤の使用

は管理され、管理状況は常に更新さ

れる。在庫は分別され施錠された状

態で保管される。（5.3） 

生物学的防除剤および有機農薬、な

らびに代替的に非化学的有害生物防

除剤に関する伝統的な知識および技

術は、農業管理システムにおいて特

定・実施されなければならない。（5.4） 

化学物質の使用は、生態学的

プロセスと持続可能な代替物

質の最適配分が不十分である

ことが証明された場合にのみ

許可される。WHO でタイプ

1A 及び 1B に区分される農

薬や塩化水素は使用してはな

らない。（3.7） 



- 91 - 

N/A N/A - N/A - 

基本的なサービスへ

のアクセス： 農家や

植林地の全ての人は、

清潔な食糧貯蔵場所、

指定された食事エリ

ア、手洗い施設、安全

な飲料水、衛生的なト

イレにアクセスでき

る。（3.1.7） 

- 

職業安全衛生法（1994 年）及

び工場・機械法（1967 年）を

遵守しなければならない。

（4.4）（再） 

- N/A - N/A N/A 

（参考） 

〇の数 RSB: 13 ISCC: 18 MSPO: 12 ISPO: 7 GGL: 13 

△の数 4 1 4 3 3 

×の数 3 1 4 10 3 

（判断結果の凡例）〇：判断基準（案）を満たす、△：関連する基準/指標があるが判断基準を充足しない／判断基準を充足するか判断できない、×：関連する基準/指標がない、－：RSPO に規定がないため判断不可 

（出所）各認証スキームの制度文書に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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３．考察：持続可能性認証スキームのわが国 FIT制度への適用に向けて 

本調査では、わが国 FIT 制度への将来的な適用を念頭に、国際的に使用されている持続可

能性認証スキームの簡易評価を実施した。結果として、わが国 FIT 制度の下で求められてい

る“RSPO と同等”という評価軸のうち、認証／非認証製品の分別管理の担保については各

スキームの内容を分析することで明らかにすることができた。他方、環境・社会・労働に関

する基準については、そうした分野ごとに分類して分析した結果、基準の有無は様々な結果

となり、また、特に重要と考えた項目についても、RSPO と同等かという判断基準（案）に

従った判断結果の〇×は様々であった。こうした中で、何をもって特定の持続可能性認証ス

キームを合格とみなせばよいのか、評価軸（重要と考える項目）はこれでいいのか、といっ

た点については、更なる議論を重ねて慎重に決定していく必要があると考えられた。 

また、本調査では文献調査で把握可能な基準の内容の精査を通じた評価を実施したが、基

準の内容に加えて、制度が確立しているかという点にも留意する必要がある。例えば ISPO

については、UNDP の支援を受けて基準改定作業が進められているとの情報があるが62、改

定前の基準も公開されておらず詳細が不明で、現時点では検討が困難な状況である。また、

WWF ジャパンへのヒアリング63に基づくと、MSPO や ISPO は RSPO を真似て作られたこと

もあり基準の内容は似ているが、RSPO と比較して厳格な運用が担保されていない可能性が

あるとのことであった。こうした情報についても根拠を明らかにしつつ注意深く収集し、検

討材料とすることが重要と考えられる。 

EU 及び欧州各国では、各制度が持続可能性基準を有しており、これを満たす持続可能性

認証スキームを特定している。わが国では、持続可能性基準を用いて何を担保すべきかとい

う点が詳細に決まっていない中でスキームの選定を試みているという難しさがある。 

スキーム選定のプロセスについて、EU RED では、EC の下に設置された持続可能性委員

会（Committee on the Sustainability of Biofuels and Other Bioliquids）がこれを担っている。ス

キーム認定のための評価項目を示した評価表を作成しており、そこに示されたガイダンスに

従い評価を実施しているのである（参考資料ご参照）。なお、評価項目は、EU RED の有す

る持続可能性基準を細分化したもの（スキームの対象範囲、基準の内容を評価）だけでなく、

監査や文書管理等の品質を問う項目も含まれており、スキーム運用の厳格さも併せて判断で

きる仕組みとなっている。 

さらに、本調査を通じて、わが国 FIT 制度への持続可能性認証スキーム適用に向けた留意

点が明らかになった。今回評価対象とした各スキームの基準や指標の中には、欧米の法律や

欧州独自基準への対応が求められている箇所があった（GGL 等）。わが国 FIT 制度での適用

にあたっては、日本の関連法案への置き換えや、想定される原料生産国（東南アジア等）の

関連法制度への対応も検討する必要が生じうる。 

 

                                                        
62 （http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/7/3/Working-together-for-sustainable-palm-oil.html） 

63 2018 年 11 月 21 日実施。 
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第５章 バイオマス燃料のライフサイクル GHG排出量基準の検討 

I. 調査内容及び調査方法 

バイオマス燃料のライフサイクルGHG排出量基準の検討については、平成 29年度調査64に

おいて、欧州等の先行事例を調査し、算定に向けた前提条件（バウンダリ等）や算定方法の

整理、用いられているパラメータやデフォルト値の精査を実施した。 

本調査では、次なる検討段階として、「わが国での算定に向けた共通の考え方の整理」、「個

別燃料に関する算定方法の検討及びデータ収集、試算の実施並びに試算結果の検証・分析」、

「ライフサイクル GHG 排出量基準の設定・適用に向けた論点・課題の整理」を実施した。本

調査の調査フローは、図表 69 の通りである。 

図表 68  バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量基準の検討プロセスと必要な作業 

 

 

図表 69  バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量基準の検討  調査フロー 

 

                                                        
64 平成 29 年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（バイオマス発電を含めたバイオマス利用のあり方

に係る調査） 
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調査対象となるバイオマス燃料は以下の通り。図表 70 に示した考え方で、それぞれの燃料

について調査検討を行った。 

図表 70  調査対象及び本調査での考え方・実施事項 

本調査の対象となる 

バイオマス燃料 
本調査での考え方、実施事項 

パーム油 

・ わが国 FIT 制度において申請・認定量が大きく検討の重要度が高い

こと、また本調査で先行事例として参考にした欧州においては燃料

としての利用が一般的でないことから、わが国独自の算定に向けて

各種文献から情報・データを収集し、シナリオを特定、算定方法を

検討、試算を実施した。 

・ その上で、EU が公表している代表値を一部採用した値（輸送工程に

ついては日本への適用を想定し独自試算）との比較を行い、試算値

の妥当性を検証した。 

PKS 

・ わが国の FIT 制度においてパーム油の申請・認定量が多いことから、

パーム油と同様の工程、代表値を用い、シナリオの特定し試算を実

施した。 

EFB 

・ わが国の FIT 制度においてパーム油の申請・認定量が多いことから、

パーム油製造過程の副産物として、ペレット化を想定しペレット加

工工程について EU データにおける「木質ペレット」を一部用いた

簡易試算を実施した。 

木質バイオマス 

・ わが国の FIT 制度にて当初より主要な燃料と考えらえていた燃料で

あり、ライフサイクル GHG 排出量に関する検討の必要性が指摘さ

れてきた。 

・ EU の代表値を用いた簡易試算を実施した。 

既認定

材料 

大豆油 

・ わが国の FIT 制度の下で利用が検討されている燃料であるが、持続

可能性や環境負荷に関する知見が不足していることから、わが国の

独自の算定に向けて各種文献から情報・データを収集し、シナリオ

を特定、算定方法を検討、試算を実施した。 

・ その上で、EU が公表している代表値を一部採用した値との比較を行

い、試算値の妥当性を検証した。 

ジ ャ ト ロ

ファ油 

・ わが国の FIT 制度の下で利用が検討されている燃料であるが、持続

可能性や環境負荷に関する知見が不足している。文献情報が非常に

限られている中ではあったが可能な範囲で情報を収集し、当該文献

の値を用いた簡易試算を実施した。 

ナッツ殻（カ

シューナッ

ツ、ピスタチ

オ、ウォール

ナッツ） 

・ わが国の FIT 制度の下で利用が検討されている燃料である。副産物

として環境負荷がその他の燃料種と比較して少ないとされてはいる

が、既存のデータや知見が不足していることから、想定される調達

国を設定し、試算を実施した。 

もみ殻 

・ 国内調達が見込まれる燃料であり、国内データも豊富である。地域

によって排出量が大きく異なることが知られており、わが国の独自

の算定に向けて各種文献から情報・データを収集し、シナリオを特

定、算定方法を検討、試算を実施した。 

サトウキビ

茎葉ペレッ

ト 

・ 国内外からの調達が見込まれる燃料種だが、原料調達国の絞り込み

が困難であったため、国内からの調達を想定することとした。それ

でも現時点ではデータや知見が不足していることから、EU の代表値

（バガスブリケットを想定した値）を用いた簡易試算を実施した。 

利用が想定される燃

料 

・ ソルガム、ネピアグラスについては、EU 代表値に関するデータが入

手できなかったため、他の燃料種と同様のような試算は実施しな

かった。他方、これらは燃料用草類であり、燃料生産に際しては土
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地利用変化が起こると想定されるため、土地利用変化による影響に

ついて試算を行った。 

・ ベンコワン種子については、情報・データが得られないことから、

試算は実施しなかった。 

・ わらペレット、農業残渣については国内調達を仮定し主に EU の代

表値を用いた簡易試算を実施した。 

・ ココナッツ殻、アーモンド殻、ひまわり種殻については想定される

調達国が設定できることから、既認定材料のナッツ殻と同様にこれ

らの燃料を副産物とみなし簡易試算を実施した。 

・ ひまわり油、落花生油、キャノーラ油については想定される調達国

を設定し、ひまわり油、キャノーラ油に対しては主に EU の代表値

を用いた簡易試算を実施した。落花生油に対しては EU の代表値も

与えられていなかったことから、栽培・加工工程における GHG 排

出量を、ひまわり油とキャノーラ油の平均値とし、簡易試算を実施

した。 

・ PAO については、パーム油、PKS、EFB に比べ着目はされていない

がパーム油を得る工程で発生する燃料であるため、パーム油と同じ

ライフサイクル GHG 排出量を持つ燃料として試算した（パーム油

のライフサイクル GHG 排出量と同等）。 

 

調査方法については、文献調査及びヒアリング調査を実施した。調査対象文献等は、以下

に示す調査結果の中で記載する。 
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II. わが国での算定に向けた共通の考え方の整理 

まず、ライフサイクル GHG 排出量算定の考え方について整理した。 

欧州の例に倣うと、ライフサイクル GHG 排出量に関する基準値は、「エネルギー生産量あ

たりのライフサイクル GHG 排出量[gCO2eq/MJenergy]」で表される。当該排出量は、「燃料の

GHG 排出原単位[gCO2eq/MJfeedstock]」に対しエネルギー転換効率（発電効率等）を考慮する

ことで得られる値である。また、その際には、どのような燃料をどれだけ混合してエネルギー

を生産しているかという情報が必要になる（図表 71）。 

 

図表 71  ライフサイクル GHG 排出量の基準値と原単位の考え方 

 

 

発電効率や燃料の混合割合は事業所ごとに多様であることから、本調査では、「燃料の GHG

排出原単位[gCO2eq/MJfeedstock]」について算定方法の検討、試算等を実施することとした。 

また、算定に当たり燃料間で共通する論点のうち以下については、原則として欧州におけ

る考え方を踏襲し、収集可能な情報の制約等によりこれが難しい場合については本調査での

考え方を整理した。 

（1）バウンダリの考え方 

⚫ EU の算定ルールに基づき、ライフサイクルは原則として、原料栽培・収集、加工、

輸送、燃焼の 4 つの工程とした。 

⚫ 直接土地利用変化に伴う GHG 排出量は、原則として対象外としたが、土地利用変

化が問題となっているパーム油と Palm Kernel Shell（PKS）については、当該排出

量を試算し、土地利用変化を加味する場合としない場合の比較検討を行った。なお、

EU の計算式に含まれている炭素固定等による吸収効果は、本調査では考慮してい

ない。 

⚫ 副産物については、EU のルールに基づき、発生時点からのライフサイクルを算定

対象とすることとした（例えば、製材端材を原料とする木質ペレットであれば、木

材の栽培・収集工程、加工工程のうち製材に係る GHG 排出量はゼロとなり、端材

として発生したおがくずをペレットに加工する工程以降のライフサイクル GHG 排

出量が計上されることになる）。 

⚫ 対象とした 4 つのライフサイクルのうち、輸送工程については、原料生産国内での

輸送（森林/農園から加工工場までの陸上輸送、加工工場から港までの陸上輸送等）

と、原料生産国から利用する日本までの海上輸送に大別される。EU の算定ルール

の下では、それらを総合した輸送工程の GHG 排出量の代表値及びデフォルト値注）
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が公表されている。他方、これらは EU への燃料供給を想定した距離設定の下での

値であるため、わが国に向けた試算に用いるのは適切ではない。そこで、輸送工程

については、EU で値が提供されている燃料種についても、全て日本向けを想定し

た（日本への輸送距離を活動量として設定した）独自試算を行った。なお、この際、

燃料種によっては、原料生産国内での陸上輸送距離に関するデータが入手できない

場合があったことから、比較可能性を維持するため、全ての試算において原料生産

国内の陸上輸送に係る GHG 排出量は対象外とし、原料生産国から日本までの海運

輸送及び日本国内での陸上輸送（本計算では全ての燃料種で 100km と設定）に係る

GHG 排出量を対象とした。例えばパーム油、大豆油等についてはライフサイクル

に関する文献情報に基づけば原料生産国内の陸上輸送についても GHG 排出量の算

定が可能であるが、他の燃料との比較可能性を考慮し、計算は行わなかった（なお、

ライフサイクル GHG 排出量に占める当該排出量の割合は小さく、算定対象外とし

ても検討に大きな影響はないと判断した）。 

➢ 注）EU の代表値とデフォルト値について： 

EU が実施した各ライフサイクルの GHG 排出量が代表値である。この代表値を

保守的に補正した値がデフォルト値であり、EU RED の下では事業者が計算を

簡易にする際にはデフォルト値を用いることとされている。他方、本調査では、

EU がデータを有していない燃料種等について独自試算を行っており、これら

は EU でいうところの代表値と考えらえれる（データ収集・分析に基づいて試

算した値で、保守的な値になるための補正をしていない）ことから、これとの

比較可能性を担保するため、EU の値を用いることができる場合については、

デフォルト値ではなく代表値を算定に用いた。 

（2）アロケーションの考え方 

⚫ ある原料から複数の製品が生産されるものについては、ライフサイクル GHG 排出

量を各製品で按分すること（アロケーション）が必要になる。 

⚫ 本調査の対象のうち、独自試算を行ったもの、つまりパーム油 (Refined Palm Oil 

stearin: RPOs)、PKS、大豆油、もみ殻について、EU と同様の手法（製品生産に関わっ

たライフサイクル GHG 排出量を、各製品の熱量比で按分）でアロケーションを行っ

た。ただし、製品の熱量に関する情報が得られない場合については（パーム油の一

部工程等）、重量比でのアロケーションを行った。（各燃料のアロケーション結果は

後述。） 
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III. 個別燃料に関する算定方法の検討及びデータ収集、試算の実施並び

に試算結果の検証 

１．個別燃料に関する算定方法の検討及びデータ収集、試算の実施 

１.１  算定対象の燃料種 

下記に示すバイオマス燃料について「原料栽培及び収集（以降、栽培とする）、加工、輸

送、燃焼」の 4 工程に分類し、欧州の代表値等を用いたライフサイクル GHG 排出量の試算

を行った。図表 72 に、試算を行った燃料種、想定調達国、及び各ライフサイクルについて

用いた代表値の出所を示す。試算結果は、２．試算結果の検証・分析にて示す。 

図表 72 に示した燃料種のうち、パーム油、大豆油については、わが国での将来的なライ

フサイクル GHG 排出量の基準策定の可能性を踏まえて別途独自試算を行い、EU の代表値と

比較した。また、副産物の考え方の違いがライフサイクル GHG 排出量に与える影響を分析

するために PKS、もみ殻についても独自試算を行った。 

以下１.２ から１.５ に、パーム油、PKS、大豆油、もみ殻の独自試算で用いた算定の考

え方及び方法を示す。なお、さらに詳細な算定式等については「第６章 II. 個別燃料のライ

フサイクル GHG 排出量算定方法詳細」にて示すこととする。 
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図表 72  バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量試算に用いた数値の出所等65 

燃料種 形状 調達国 ライフサイクルごとの数値の出所等 

栽培 加工 輸送*1 燃焼 

木質チップ 林地残材 国内 EU*2 EU 独自 EU 

丸太 ベトナム EU EU 独自 EU 

丸太 米（西海岸） EU EU 独自 EU 

木質ペレット 林地残材 国内 EU EU 独自 EU 

丸太 ベトナム EU EU 独自 EU 

製材端材 カナダ EU EU 独自 EU 

農業残渣*3 >0.2 t/m3 国内 EU EU 独自 EU 

わらペレット*3 － 国内 EU EU 独自 EU 

バガスブリケット*3 － 国内 EU EU 独自 EU 

もみ殻 － 国内 0*4 0 独自 独自 

パーム油 － マレーシア EU EU 独自 

独自 独自 独自 

PKS － マレーシア 0 0 独自 

EFB ペレット － マレーシア 0 EU 独自 

Palm Acid Oil － マレーシア パーム油と同じ値を適用 

大豆油 － モザンビーク EU EU EU 独自 

独自 独自 独自 

キャノーラ油 － モザンビーク EU EU 独自 

ひまわり油 － モザンビーク EU EU 独自 

落花生油 － モザンビーク 平均値*5 平均値*5 独自 

ジャトロファ種子 － フィリピン 参考文献*6  

ココナッツ殻 － インドネシア 0 0 独自 

ウォールナッツ殻 － アメリカ 0 0 独自 

ピスタチオ殻 － トルコ 0 0 独自 

アーモンド殻 － アメリカ 0 0 独自 

ひまわり種殻 － ルーマニア 0 0 独自 

ネピアグラス － フィリピン -*7  

ソルガム － ベトナム  

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

*1 輸送に関しては全ての燃料種において、調達国に合わせた GHG 排出量を独自計算した。 

*2 EU は、EU RED II に示された値を用いた（出所：Official Journal of the European Union 「Directive (EU) 

2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from 

renewable sources」） 

*3 農業残渣、わらペレット、バガスブリケットについては、低位発熱量のデータが入手できなかったため、

木質ペレットと同じ値を適用した。 

*4 栽培もしくは加工工程での値が 0 となっている燃料種は副産物としてみなしており、発生時点からのライ

フサイクルが考慮されている。 

*5 落花生油の栽培・加工工程でのデータが入手できなかったため、それぞれキャノーラ油とひまわり油の平

均値を適用した。 

*6 ジャトロファ種子については、バイオマス燃料として利用時のライフサイクル GHG 排出量を試算可能な情

報が入手できなかったので、バイオディーゼル利用時の値66を用いて計算を行った。 

*7 ネピアグラスとソルガムのデータが入手できなかったため、栽培・加工工程での GHG 排出量の試算は行っ

ていない。この 2 つの燃料種は燃料用草類であり、今後バイオマス利用のための土地利用変化が起こる可能性が

高いとし、土地利用変化による GHG 排出量の試算を行った。 

                                                        
65 Official Journal of the European Union「Directive（EU）2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 

December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources.」（2018 年） 

66 Sarker、Konica「Review and comparison of various properties of Jatropha oil biodiesel.（International Journal of 

Engineering and Technology 7.6: 1965-1971）」（2016 年） 
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１.２  パーム油 

１.２.１  ライフサイクルの把握 

パーム油発電のライフサイクル GHG 排出量を算出するにあたり、栽培から発電までの

流れと GHG 排出源を図表 73 に示す。文献情報に基づくと、パーム園を新規造成する場

合、熱帯雨林もしくは泥炭地を切り開いて形成されることが考えられ、播種後 3 年で実が

採れるようになり、20~25 年ほどで伐採を行い再びパームの植林を行うといったサイクル

が一般的とされている。なお、栽培工程では肥料や除草剤を用いるが、播種後 1~3 年目と

4~15 年目、15~25 年目で施肥量が異なると言われている。 

農園で栽培されたアブラヤシ果房（FFB）は 24 時間以内に搾油工場へ運搬され CPO と

なる。搾油工程から発生するバイオガスがメタン排出につながり、バイオガス処理を行う

かによってライフサイクル GHG 排出量が大きく異なる。その後、別の場所に位置する精

製工場へ CPO が運搬され、CPO から RPO、RPO から発電燃料として用いることのできる

RPOs に加工された後、港へ運ばれ日本へと輸出される。 

 

図表 73  パーム油発電のライフサイクル 

工程 GHG 排出源 

栽培 土地利用変化、窒素肥料、除草剤 

輸送①（農園→搾油工場） 輸送車両の燃料消費 

搾油 搾油工程でのエネルギー消費 

（バイオガス処理の有無） 

輸送②（搾油工場→精製工場） 輸送車両の燃費消費 

精製 精製工程でのエネルギー消費 

輸送③（精製工場→港） 輸送車両の燃料消費 

輸送④（海上輸送） 輸送船舶の燃料消費 

輸送⑤（港→発電所） 輸送車両の燃料消費 

発電 燃焼に伴う非 CO2排出（CH4, N2O） 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２.２  わが国で想定されるシナリオの特定 

（1）想定調達国 

想定調達国としては、世界でのパーム輸出量を多く占めるマレーシアとインドネシアが

考えられる。なお、試算に基づくと、両国でライフサイクル GHG 排出量に大きな違いは

見られなかったため、後述する結果についてはマレーシアからの調達を想定した試算値を

示す。 

（2）加工工程におけるバイオガス処理の有無 

搾油工程にて発生するバイオガスを処理することによりメタン排出を防ぐシナリオと、
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そうした処理なくメタンが排出しこれがライフサイクル GHG 排出量に計上される 2 つの

シナリオが考えられる。 

１.２.３  パーム油のライフサイクル GHG排出量に係る分析の視点 

本調査では、原則として EU の算定ルールに従うこととしたが、以下については EU の

ルールに加えてわが国独自で考え方を整理・分析しておく必要性があると考え、複数パ

ターンの試算を行って比較検討を実施した。 

（1）異なる PKSのアロケーション手法による比較 

搾油工程にて、CPO、PKS、パーム核油の 3 つでアロケーションを行う方法と、PKS を

副産物とみなし、CPO とパーム核油の 2 つでアロケーションを行う方法（EU のルールと

合致）の 2 通りが考えうる。本調査では、両者について試算し、パーム油のライフサイク

ル GHG 排出量を比較した。なお、アロケーション手法には熱量比を用いた。 

（2）土地利用変化の有無による比較 

パーム油については、原産国において土地利用変化が生じるという環境面の悪影響が多

く指摘されている。そこで、当該排出量がどの程度のインパクトを有しているかを試算に

より確認した。パーム園造成時に土地利用変化が生じた場合のライフサイクル GHG 排出

量を、「熱帯雨林からの土地利用変化」、「泥炭地からの土地利用変化」の 2 つのパターン

で試算した。なお、パーム園のサイクルは約 25 年ということから、土地利用変化による

ライフサイクル GHG 排出量を 25 で除した値を土地利用変化による GHG 排出量とした。 

１.２.４  算定方法／各工程の排出量代表値の特定 

（1）各代表値の特定 

試算に用いた活動量、排出係数等の値は図表 74 に示す各種文献から特定した（詳細は

参考資料に記載）。 

 

図表 74  パーム油ライフサイクル GHG 排出量算定に用いた数値とその出所等 

活動量 

除草剤投入量 

複数文献の平均値を使用 肥料施肥量 

輸送量 

海上輸送距離 Portworld による計算 

排出係数 

土地利用変化による GHG 排出係数 

IPCC ガイドライン（2006） 
土壌への化学肥料の施肥に伴う直接 N2O 排出係数 

大気沈降による N2O 排出量に関わる排出係数 

発電燃焼による非 CO2排出係数 

除草剤による CO2排出係数 複数文献の平均値を使用 
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搾油工程による CO2排出係数 

精製工程による CO2排出係数 

陸上輸送による GHG 排出係数（国内と国外） 

海上輸送による GHG 排出係数 国土交通省 交通関係統計等資料 

その他試算に必要な値 

低位発熱量 ECN “Phyllis 2” 

FFB1 トンの収穫に必要な面積 文献値を使用 

熱帯雨林の平均地上バイオマス量 

IPCC ガイドライン（2006） 

パーム林の平均地上バイオマス量 

地上部バイオマスに対する地下部バイオマス比率 

乾物重当たりの炭素含有率 

化学肥料から窒素化合物として揮発する割合 

化学肥料から窒素化合物として溶脱する割合 

泥炭地の平均地上部バイオマス量 

複数文献の平均値を使用 

熱帯雨林、泥炭地、パーム林の平均土壌炭素量 

パーム園のサイクル 

1ha あたりの年間 FFB 収穫量 

アロケーション値 

 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（2）アロケーションの検討結果 

搾油工程までの排出量を熱量比でアロケーションする場合について、CPO、PKS、パー

ム核油の 3 製品で按分する場合（手法 1）と、PKS を副産物として扱い CPO とパーム核油

の 2 製品で按分する場合（手法 2）の割合を図表 75 に示す。 

 

図表 75  パーム油搾油工程でのアロケーションにおける割合 

 CPO PKS パーム核油 

手法 1：熱量比 [-] 0.661 0.078 0.261 

手法 2：熱量比 [-] 

 

0.717 - 0.283 

 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

続いて、搾油工程以降、精油工程までの排出量を重量比でアロケーションする場合につ

いて、その割合を図表 76 に示す（精製工程において発生する PFAD、RPOo の熱量に関す

るデータが入手できなかったため、重量比での按分を行った）。 

 

図表 76  パーム油精製工程でのアロケーションにおける割合 

 RPO PFAD 

精製工程 1：重量比 [-] 0.955 0.045 

 RPOs RPOo 

精製工程 2：重量比 [-] 0.24 0.76 

    （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

上で述べたアロケーション検討結果を加工工程でのフロー図で表したものを図表 77 に
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示す。 

図表 77  搾油工程・精製工程でのアロケーション検討結果 

 
（注）図中に記載の割合が、燃料に用いられるパーム油の中間・最終生成物が発生するそれぞれの段階での

アロケーションの割合を示す。赤・青色が CPO、緑色が RPO、紫色が RPOs 発生時のアロケーショ

ン割合である。なお、CPO 発生時については、赤色が図表 75 に示す手法 1、青色が手法 2 の場合の

割合である。 

 

１.３  PKS 

１.３.１  ライフサイクルの把握 

PKS はパーム油の搾油工程で発生する燃料である。PKS を副産物とみなす場合には栽培

と加工工程でのライフサイクル GHG 排出量がゼロとなるが、副産物とみなさない場合は

図表 75に示されるように栽培・加工工程で発生するライフサイクルGHG排出量の約7.8%

が PKS に加算されることとなる。 

１.３.２  わが国で想定されるシナリオの特定 

パーム油の場合と同様に、想定調達国について 2 通り（マレーシア及びインドネシア）、

加工工程におけるバイオガス処理の有無により 2 通りのシナリオに分かれると想定した。 

１.３.３  PKS発電のライフサイクル GHG排出量に係る分析の視点 

パーム油の場合と同様に、異なる PKS のアロケーション手法による比較、土地利用変

化の有無による比較の 2 点を検討した。 

１.３.４  算定方法/各工程の排出量代表値の特定 

パーム油で用いたものと同じ活動量、排出係数、アロケーション等の値を用いた。 
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１.４  大豆油 

１.４.１  ライフサイクルの把握 

大豆油油発電のライフサイクル GHG 排出量を算出するにあたり、栽培から発電までの

流れと GHG 排出源を図表 78 に示す。農園で栽培・収穫された大豆は乾燥された後、搾

油工程にて Soy bean mill（大豆ミール）と Crude Soybean oil（抽出大豆油）、その他の部分

に分離される。その後 Crude Soybean oil は脱ガム、精製工程を経て、燃料として使用でき

る大豆油（Refines Soybean oil）となる。 

 

図表 78  大豆油発電のライフサイクル 

工程 GHG 排出源 

栽培 土地利用変化、肥料、 

機械でのエネルギー消費 

搾油 搾油工程でのエネルギー消費 

精製 精製工程でのエネルギー消費 

輸送①（農園→港） 輸送車両での燃料消費 

輸送②（海上輸送） 輸送船舶での燃料消費 

輸送③（港→発電所） 輸送車両での燃料消費 

発電 燃焼に伴う非 CO2排出（CH4, N2O） 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.４.２  わが国で想定されるシナリオの特定 

想定調達国について、アメリカもしくは南米とする 2 シナリオを作成した。アメリカは

西海岸から日本までの海上輸送距離を、南米についてはブラジルから日本、アルゼンチン

から日本までの海上輸送距離の平均値を使用した。 

１.４.３  大豆油発電のライフサイクル GHG排出量に係る分析の視点 

（1）異なるアロケーション手法による比較 

ここまでに述べた通り、本調査では、原則として EU の算定ルールに従い、製品の熱量

比でアロケーションを行っている（一部データが入手できなかったものは重量比を利用）。

この他のアロケーションの方法として、製品の重量比や経済価値比率を用いる方法もあり、

用いる方法によってライフサイクル GHG 排出量は大きく異なる。 

大豆油は併せて生産されるミルに比べ経済価値が高く、経済価値比率でアロケーション

を行うと、ライフサイクル GHG 排出量が大きくなる。他方、重量比ではミルが重量の多

くを占めることから大豆油のライフサイクル GHG 排出量は小さくなる。このように、大

豆油ではアロケーション方法がライフサイクル GHG 排出量に大きな影響を与えうると考

えられることから、熱量比、重量比、経済価値比率の 3 手法でアロケーションを行った場

合のライフサイクル GHG 排出量の検討を行った。 



- 105 - 

１.４.４  算定方法/各工程の排出量代表値の特定 

（1）各代表値の特定 

試算に用いた活動量、排出係数等の値は図表 79 示すように各種文献から特定した（詳

細は参考資料に記載）。 

 

図表 79  大豆油発電ライフサイクル GHG 排出量算定に用いた数値とその出所等 

活動量 

海上輸送距離 Portworld による計算 

排出係数 

栽培工程からの GHG 排出係数 

複数文献の平均値を使用 
搾油工程からの GHG 排出係数 

精製工程からの GHG 排出係数 

陸上輸送による GHG 排出係数 

海上輸送による GHG 排出係数 国土交通省 交通関係統計等資料 

発電燃焼による非 CO2排出係数 IPCC ガイドライン（2006） 

その他試算に必要な値 

低位発熱量 文献値を使用 

アロケーション値 複数の文献値を使用 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（2）アロケーションの検討結果 

搾油工程までのまでの排出量を、Crude Soybean Oil、Soy bean Mill、その他で熱量比を

用いてアロケーションする場合について、その割合を図表 80 に示す。 

 

図表 80  大豆油搾油工程でのアロケーションにおける割合 

 Crude Soybean Oil Soy bean Mill その他 

熱量比 [-] 0.356 0.63 0.014 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.５  もみ殻 

１.５.１  ライフサイクルの把握 

もみ殻発電のライフサイクル GHG 排出量を算出するにあたり、栽培から発電までの流

れと GHG 排出源を図表 81 に示す。水田で栽培・収穫された稲はカントリーエレベーター

やライスセンターなどの加工所に運ばれ、脱穀・乾燥・籾摺りの工程を通してもみ殻と玄

米に分かれる。得られたもみ殻は一時的に別の場所で貯蔵されることもあるが、そのまま

発電所へ運搬され燃料として利用される。 
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図表 81  もみ殻発電のライフサイクル 

工程 GHG 排出源 

栽培 機械でのエネルギー消費 

稲作からのメタン排出 

輸送①（水田→加工所） 輸送車両での燃料消費 

脱穀・籾摺り 加工工程でのエネルギー消費 

輸送②（加工所→発電所） 輸送車両での燃料消費 

発電 燃焼に伴う非 CO2排出（CH4, N2O） 

  （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.５.２  わが国で想定されるシナリオの特定 

日本貿易統計のもみ殻に関する輸入データより海外からの輸入は行われないとし、国産

での燃料調達を想定した。 

アロケーションは、玄米ともみ殻の 2 つで行うこととした。アロケーションが行われる

のは稲作に伴う排出（水田からの CH4メタン排出）であり、これについては国内データに

基づき北海道、東北、北陸、関東、東海・近畿、中国・四国、九州・沖縄の 7 地域に分け

計算を行った。 

１.５.３  もみ殻発電のライフサイクル GHG排出量に係る分析の視点 

（1）異なるアロケーション手法による比較 

もみ殻は米を生産する際に発生する副産物とみなすことができることから、EU のルー

ルに従えば、図表 81 に示すライフサイクルのうち栽培、輸送①、脱穀・籾摺り工程の GHG

排出量は考慮する必要がない。当該シナリオと、上記工程の GHG 排出量を含み、もみ殻

と玄米でアロケーションを行う2つのシナリオについて試算を行い、比較分析を実施した。 

１.５.４  算定方法/各工程の排出量代表値の特定 

（1）各代表値の特定 

試算に用いた活動量、排出係数等の値は図表 82 に示す通り各種文献から特定した（詳

細は参考資料に記載）。 
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図表 82  もみ殻発電ライフサイクル GHG 排出量算定に用いた数値とその引用元 

活動量 

陸上輸送距離 

（水田→カントリーエレベーター） 
複数文献の平均値を使用 

排出係数 

稲作機械による CO2排出係数 
複数文献の平均値を使用 

陸上輸送による GHG 排出係数（CO2、CH4、N2O） 

地方別・排水別・水管理別・有機物管理割合別

CH4排出係数 
日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2018 

乾燥・籾摺りによる CO2排出係数 複数文献の平均値を使用 

発電燃焼による非 CO2排出係数 IPCC ガイドライン（2006） 

その他試算に必要な値 

低位発熱量 ECN “Phyllis 2” 

アロケーション値 文献値を使用 

平均収量 農林水産省の統計値 

排水性割合 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2018 

水管理割合 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2018 

有機物管理割合 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2018 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（2）アロケーションの検討結果 

玄米の熱量に関するデータが得られなかったことから、重量比（稲のうちもみ殻の占め

る重量割合は 0.3）でアロケーションを行った。 

 

２．試算結果の検証・分析 

２.１  燃料種ごとの比較 

今回対象とした燃料種に対して想定し得るシナリオでのライフサイクル GHG 排出量を

図表 83 に示す。また、英国とオランダが各国制度の下で定めているバイオマス燃料利用

時のライフサイクル GHG 排出量目標（発電効率別）との比較を含め、図表 84 に示す。 
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図表 83  燃料種別のライフサイクル GHG 排出量試算結果（単位：g-CO2/MJ） 

燃料種（カッコ内は想定調達国やその他想定したシナリオ） 栽培 加工 輸送*1 燃料*2 計 

バガスブリケット（国内）*3 0.0  0.3  1.3  0.4  2.0  

農業残渣（国内）*3 0.0  0.9  1.3  0.2  2.4  

もみ殻*4（国内） 0.0  0.0  1.3  1.8  3.2  

木質チップ（国内、林地残材） 0.0  1.6  1.3  0.4  3.3  

わらペレット（国内）*3 0.0  5.0  1.3  0.2  6.5  

木質チップ（ベトナム、丸太） 1.1  0.3  10.4  0.4  12.2  

PKS*4（マレーシア） 0.0  0.0  11.5  1.8  13.4  

木質ペレット（国内、林地残材、生チップボイラ*5） 0.0  12.5  1.3  0.3  14.1  

ココナッツ殻（インドネシア） 0.0  0.0  12.9  1.8  14.7  

ウォールナッツ殻（アメリカ） 0.0  0.0  17.7  1.8  19.6  

木質チップ（米西、丸太） 1.1  0.3  18.6  0.4  20.4  

アーモンド殻（アメリカ） 0.0  0.0  19.0  1.8  20.9  

ジャトロファ種子*6（フィリピン） 16.1  0.2  3.8  1.8  22.0  

木質ペレット（ベトナム、丸太、生チップボイラ） 1.4  11.0  10.4  0.3  23.1  

木質ペレット（カナダ、製材端材、生チップボイラ） 0.0  6.0  17.2  0.3  23.5  

EFB ペレット*7（マレーシア、生チップボイラ） 0.0  12.5  12.8  1.8  27.2  

ひまわり種殻（ルーマニア） 0.0  0.0  35.5  1.8  37.3  

パーム油・PAO（マレーシア、バイオガス処理有） 27.1  4.7  6.3  0.2  38.3  

ピスタチオ殻（トルコ） 0.0  0.0  36.9  1.8  38.8  

木質チップ（米東、丸太） 1.1  0.3  37.4  0.4  39.2  

大豆油（モザンビーク） 22.2  4.2  15.1  0.2  41.7  

ひまわり油（モザンビーク） 27.2  3.8  14.4  0.2  45.7  

落花生油（モザンビーク）*8 30.3  3.8  14.4  0.2  48.7  

キャノーラ油（モザンビーク） 33.4  3.7  14.4  0.2  51.7  

パーム油・PAO（マレーシア、バイオガス処理無） 27.1  22.6  6.3  0.2  56.2  

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

*1  輸送工程については、EU の代表値がわが国にとっての想定調達国と日本の距離を正確に反映していない

可能性が高いため、全燃料種で独自計算を行った。また調達国内における輸送工程（陸上輸送）からの

GHG 排出量は考慮していない（他のライフサイクルと比較して当該排出量は小さく、考慮しなくても大

きな影響がないと判断した）。 

*2  燃焼工程については、EU の代表値が得られる木質チップ、木質ペレット、農業残渣、わらペレット、バ

ガスブリケット以外の燃料種に対して独自計算を行った。 

*3  農業残渣、わらペレット、バガスブリケットについては、低位発熱量のデータが入手できなかったため、

木質ペレットと同じ値を適用した。 

*4  もみ殻、PKS、殻類は副産物として扱い、栽培・加工工程での GHG 排出をゼロとし、発生時点以降の GHG

排出量のみを計上した。 

*5  ペレット化に用いるボイラについては、EU の代表値において、化石燃料ボイラ、生チップボイラ、生チッ

プボイラ CHP の 3 分類が存在する。本試算では最も主流と考えられる生チップボイラ使用を想定して試

算を行った。 

*6  ジャトロファ種子については、バイオマス燃料として利用する際のライフサイクル GHG 排出量を試算す

るのに必要な情報が入手できなかったため、バイオディーゼルに加工して使用する場合の情報を用いて試

算を行った。 

*7  EFB ペレットのペレット化（加工工程）における GHG 排出量に関するデータが入手できなかったため、

木質ペレットの加工工程の排出量を適用した。 

*8  落花生油の栽培・加工工程でのデータが入手できなかったため、それぞれキャノーラ油とひまわり油の平

均値を適用した。 

 

 

図表 84 の通り、多くの燃料が発電効率 40%の場合でも英国、オランダの目標を満たす

ことができない結果となった。他方、バガスブリケットやもみ殻といった国内産かつ副産

物由来の燃料は、発電効率 20%を想定しても十分に目標を満たすことが明らかとなった。
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この他、副産物であるナッツや種子の殻由来の燃料については、輸送工程に係る排出量の

割合が大きいことから、調達国をよりわが国の近隣国とし、輸送工程からの GHG 排出量

を少なくすることで目標値を満たすことが可能になると考えられる。 

図表 84  算定結果と英国・オランダが定める排出量目標値との比較 

 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

EU では、本調査で対象とした燃料種のうちいくつかについては、化石燃料と比較した

場合の代表値・デフォルト値からの削減目標割合が設定されている（ここでは代表値から

の削減目標割合のみを扱う、図表 85）。この代表値からの削減目標割合をわが国の電源構

成（図表 86）を用いて換算した削減目標値（発電効率 20%、30%、40%の 3 通りで換算、

図表 87）と、該当するバイオマス燃料種のライフサイクル GHG 排出量を比較したものを

図表 88 に示す。ここで、なお、わが国の電源構成は、石炭火力 25.4%、石油火力 39.7%、

LNG23.8%、再生可能エネルギー11.1%とした67。 

英国やオランダの目標値との比較と同様に、ここで挙げた全ての燃料種の代表値は、削

減目標値を上回るライフサイクル GHG 排出量となった。 

  

                                                        
67 資源エネルギー庁「日本のエネルギー『エネルギーの今を知る 20 の質問』（2017 年度版）」（2017 年） 
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図表 85 EU が定める燃料種ごとのライフサイクル GHG 排出量削減目標割合 

 パーム油 

（バイオガ

ス処理有） 

パーム油 

（バイオガ

ス処理無） 

大豆油 ひまわり油 菜種油 

削減目標割合[%]  59 40 63 65 59 

（出所）Official Journal of the European Union 「Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the 

Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources に基づき三菱 UFJ リサー

チ＆コンサルティング作成 

図表 86 わが国の電源構成と化石燃料からの GHG 排出量 

 
石炭 石油 LNG 

再生可能 

エネルギー 

電源構成割合 [%] （注） 25.4 39.7 23.8 11.1 

燃 焼 に よ る GHG 排 出 量 

[g-CO2/MJ]68 

240.0 193.1 104.4 0.0 

わが国の化石燃料からの GHG 排

出量（加重平均値）[g-CO2/MJ] 

169.1 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 87 わが国の電源構成に対応した燃料種ごとの削減目標値 [g-CO2/MJ] 

発電効率 パーム油 

（バイオガス

処理有） 

パーム油 

（バイオガス

処理無） 

大豆油 ひまわり油 菜種油 

20% 13.9 20.3 12.5 11.8 13.9 

30% 20.8 30.4 18.8 17.8 20.8 

40% 27.7 40.6 25.0 23.7 27.7 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

                                                        
68 電力中央研究所ニュース「電源別のライフサイクル CO2排出量を評価」（2010 年 8 月） 
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図表 88  バイオマス燃料の試算結果と 

EU の排出削減目標をわが国電源構成を用いて換算した目標値との比較 

 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

続いて、バイオマス発電の効率を 30%とした場合のバイオマス燃料のライフサイクル

GHG 排出量と、化石燃料による発電のライフサイクル GHG 排出量との比較を図表 89 に

示す。 

石炭と石油のライフサイクル GHG 排出量を上回る燃料種は存在しないが、大豆油、ひ

まわり油といった油脂類の液体バイオマス燃料は液化天然ガス（LNG）のライフサイクル

GHG 排出量を上回るものが多い。その要因として、パーム油以外の油脂類の液体バイオ

マス燃料はモザンビークからの調達であり輸送距離が大きいこと、パーム油については搾

油工程でバイオガス処理を行っておらず CH4排出量が大きいことが考えられる。前者につ

いては近隣国から調達する、後者のパーム油についてはバイオガス処理を施すことで、こ

れらのライフサイクル GHG 排出量は化石燃料のそれを下回ることができると考えられる。 
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図表 89  化石燃料のライフサイクル GHG 排出量との比較（発電効率 30%） 

 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 90 は、バイオマス発電の効率を 30%と想定した場合のバイオマス燃料のライフサ

イクル GHG 排出量と化石燃料燃焼時の GHG 排出量（化石燃料のライフサイクル GHG 排

出量の約 90%に相当）を比較したものである。ここでは油脂系のみならず、ひまわり種殻

やピスタチオ殻、木質チップと言った燃料のライフサイクル GHG 排出量も LNG と同等程

度の値を示している。これは、殻系のバイオマス燃料について、単位重量あたりの熱量が

比較的小さいにも関わらず長距離海上輸送を必要としていることが影響していると考え

られる。このことから、固形バイオマスについては調達国の選定、すなわち海上輸送距離

が重要になると言える。 
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図表 90  化石燃料燃焼時の GHG 排出量との比較（発電効率 30%） 

 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

２.２  独自計算と EUが定める代表値の比較 

EU が代表値を提供しているパーム油（バイオガス処理：有/無、どちらも PKS を副産物

とみなし PKS でのアロケーションを行わない））及び大豆油のライフサイクル GHG 排出

量について、独自計算との比較を行ったものを図表 91 に示す。ここで輸送工程と燃焼工

程については EU の代表値が存在しないため、独自計算と同じ値を用いている（パーム油

はマレーシアからの調達、大豆油はアメリカからの調達を想定）。 

今回独自計算を行った 3 つの燃料種・シナリオについて、ライフサイクル GHG 排出量

の合計値は EU の代表値とほぼ同等の値となった。他方、内訳を分析すると、EU 代表値

では栽培工程での GHG 排出量が多くを占めるのに対し、独自計算では加工工程での GHG

排出量が多く占める傾向があった。1 つ 1 つの工程を栽培で計上するのか、加工で計上す

るのかといった違いや、使用する係数の違いによる影響と推測されるが、EU 代表値の算

出工程に関するデータが入手困難であったため詳細が不明である。今後、根拠等について

精査が必要と考えられる。 
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図表 91  独自計算の試算値と EU 代表値を用いたライフサイクル GHG 排出量の比較 

 

 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

２.３  シナリオによる比較 

前項で独自計算のライフサイクル GHG 排出量合計値が EU の代表値と大差ないことが

検証できたことを踏まえ、独自計算を行ったパーム油、PKS、大豆油、もみ殻について、

設定したシナリオに沿って複数のライフサイクル GHG 排出量を試算し比較を行った。加

えて、木質ペレットや EFB ペレットの加工工程に用いるボイラの違いによるライフサイ

クル GHG 排出量のちがいについても考察する。 

（1）パーム油発電における複数シナリオでのライフサイクル GHG排出量の比較 

わが国で想定し得る複数シナリオにおけるパーム油発電のライフサイクル GHG 排出量

試算結果を図表 92 に示す。表中の記号は図表 93 に示すシナリオを表す（本調査におい

て標準と考えられる、EU ルールに準じたシナリオ a1 に対し、異なる部分を赤字で示して

いる）。 

マレーシアとインドネシアの比較（a1 と b1）では、栽培工程での施肥量や海上輸送距

離の違いによって、インドネシアから調達したパーム油のライフサイクル GHG 排出量が

マレーシアのものより若干大きい値となった。 
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搾油工程におけるバイオガス処理の有無による比較（a1 と c1）では、バイオガス処理

を行わないシナリオで約 20 g-CO2/MJ 大きい値となり、バイオガス処理を行うかどうかは

パーム油発電のライフサイクル GHG 排出量に大きな影響を与えると言える。 

 

図表 92  シナリオごとのパーム油発電ライフサイクルの GHG 排出量試算結果 

 

 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 93  パーム油に関する各シナリオの比較 

シナリオ 原料生産国 バイオガス処理 

PKS をアロケーショ

ン対象に含む（有）か

否か（無） 

土地利用変化 

a1 マレーシア 有 無 無 

b1 インドネシア 有 無 無 

c1 マレーシア 無 無 無 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（2）PKS発電における複数シナリオでのライフサイクル GHG排出量の比較 

異なるシナリオにおけるPKSのライフサイクルGHG排出量試算結果を図表 94に示す。

表中の記号は図表 95 に示すシナリオを表す（基準としているシナリオ a2 に対し、異なる

部分を赤字で示している）。調達国による比較（a2 と b2）ではパーム油と同様の結果にな

り、前者ではあまり大きな差は出なかった一方、バイオガス処理は PKS 発生前に生じる
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工程であり、副産物とみなしている PKS のライフサイクル GHG 排出量にバイオガス処理

による GHG 排出量は含まれない。よって、バイオガス処理を行うシナリオと行わないシ

ナリオでライフサイクル GHG 排出量に差は出なかった。 

 

図表 94  シナリオごとの PKS 発電ライフサイクルの GHG 排出量試算結果 

 

 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 95  PKS に関する各シナリオの比較 

シナリオ 原料生産国 バイオガス処理 

PKS をアロケーショ

ン対象に含む（有）か

否か（無） 

土地利用変化 

a2 マレーシア 有 無 無 

b2 インドネシア 有 無 無 

c2 マレーシア 無 無 無 

 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（3）大豆油発電における複数シナリオでのライフサイクル GHG排出量の比較 

アメリカと南米から調達した大豆油のライフサイクル GHG 排出量を図表 96 示す。栽

培工程での GHG 排出量が南米よりもアメリカで大きい値を示している理由として、アメ
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リカでは大型の農業機械を用いて広い耕地を経営する大農法が取られることや69、大豆生

産コストの内訳の中で、「機械」に起因する費用がブラジルよりアメリカで高いと示すデー

タ70があることより、機械からの GHG 排出量が多く占めているためと考えられる。一方、

南米から調達する場合では、海上輸送距離が長いことから輸送工程での GHG 排出量が多

く、合計値で見ると両者の差は小さくなった。 

なお、文献によっては栽培工程からの GHG 排出量が南米とアメリカで同等としている

データもあり、そうした場合には南米から調達する大豆油のライフサイクル GHG 排出量

がアメリカに比べ大きい値となる可能性も示唆された。 

 

図表 96  大豆油発電のライフサイクル GHG 排出量試算結果 

 
 （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（4）もみ殻発電における複数シナリオでのライフサイクル GHG排出量の比較 

玄米ともみ殻でアロケーションを行った場合について、国内 7 地域における GHG 排出

量を図表 97 に示す。北海道・東北・北陸でのライフサイクル GHG 排出量がその他の地

域よりも大きい値となった。これは、文献情報に基づく CH4排出係数の地域差が影響して

いると考えられ、どの地域のもみ殻を使用するかがライフサイクル GHG 排出量の観点か

ら影響が大きいと言える。 

 

                                                        
69 James M「Why are farms getting larger? The case of the U.S.（United States Department of Agriculture）」（2011 年） 

70 Flaskerud、George K「Brazil's soybean production and impact.（No. 1191-2016-94428）」（2003 年） 
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図表 97  もみ殻発電のライフサイクル GHG 排出量試算結果 

 

   （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（5）ペレット化に用いるボイラの違いによる比較 

図表 98 は、ペレット加工に用いるボイラに起因するライフサイクル GHG 排出量の違

いを示している。化石燃料ボイラを使う場合、調達国（輸送に係る排出量に影響）や原料

の由来（栽培工程の排出量に影響）でパーム油や大豆油のライフサイクル GHG 排出量と

同等となってしまう可能性がある。なお、EU が提供する代表値・デフォルト値でも、燃

料種によっては CHP を利用した場合の代表値・デフォルト値のみを載せているものもあ

り、欧州では今後 CHP の使用を義務付けられる可能性も考えられる。 
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図表 98  加工工程で異なるボイラを用いた木質ペレット発電ライフサイクル GHG 排出量 

（形状：林地残材、調達国：国内） 

 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

２.４  各燃料のライフサイクル GHG排出量に係る分析の視点を踏まえた考察 

（1）バウンダリの考え方 

⚫ 土地利用変化について 

本調査では、土地利用変化による GHG 排出を計上した試算を、パーム油と PKS を対象

に行った。文献調査の結果、パーム農園（パームツリー）のサイクルは 25 年とされてい

るため、本試算では土地利用変化による全 GHG 排出量を 25 で除した値をライフサイクル

GHG 排出量として加算した。図表 99 に熱帯雨林、泥炭地を開発したシナリオでのパーム

油発電のライフサイクル GHG 排出量を示す。ここで、パーム油のライフサイクル GHG

排出量の計算では、これまでと同様に EU のルールに即し、PKS を副産物とみなし、搾油

工程での PKS とのアロケーションは行っていない。一方搾油工程でのアロケーションを

行わない場合、PKS のライフサイクル GHG 排出量の計算では「土地利用変化」・「栽培」・

「加工」工程からの GHG 排出量がゼロとなってしまい、土地利用変化の影響が見ること

ができない。そこで PKS のライフサイクル GHG 排出量の計算では、搾油工程でパーム油

とパーム核油、PKS でアロケーションを行ったシナリオを用いた。 

熱帯林、泥炭地ともに土地利用変化が生じることで膨大な GHG が排出されることが分

かる。特に泥炭地の場合は土壌に多くの炭素が蓄積されているため、開発に伴いそれら炭

素が排出されることで約 3~4 kg-CO2/MJ の排出となる。これにより、土地利用変化が生じ
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た場合にはライフサイクル GHG 排出量に大きな影響を与えることが明らかとなった。 

 

図表 99  土地利用変化が生じた場合のライフサイクル GHG 排出量の比較 

（左：パーム油、右：PKS、調達国：マレーシア、バイオガス処理有） 

  

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

また、栽培・加工工程での GHG 排出に関するデータが得られなかったネピアグラス、

ソルガムに関しては燃料用草類ということもあり、新規栽培には土地利用変化を伴う可能

性が高い。そこで、これら燃料種の栽培に伴う土地利用変化による GHG 排出量の試算を

行った。上記のパーム油、PKS の試算と大きく異なる点は、土地利用変化後の土地区分が

「森林（パーム林）」ではなく「草地」になることである。 

試算の結果を図表 100 に示す。パーム油、PKS と同様に土地利用変化を伴うことで非

常に大きな GHG 排出を生じることが分かり、今後新たな燃料利用を想定する際には土地

利用変化の有無を注視すべきと考えられる。 
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図表 100  燃料用草類のライフサイクル GHG 排出量（栽培、加工工程を除く） 

 

        （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

⚫ 副産物について 

本調査では EU のルールに準じ、「副産物のライフサイクル GHG 排出量は発生時点以降

を対象とする」こととした。一方で、何を副産物に区分するかについては EU でも明確に

定義されていない。本調査対象の燃料種の中で、主産物/副産物の位置づけについて議論に

なりうるものとして PKS ともみ殻を挙げ分析を行った。図表 101 にこれら 2 つの燃料種

を副産物とみなす（アロケーションを行わない）シナリオと、副産物とみなさない（アロ

ケーションを行う）シナリオでのライフサイクル GHG 排出量を示す。 

PKS を副産物と位置づける場合、パーム油については、PKS へのアロケーションがなく

なることでライフサイクル GHG 排出量は増加するが、PKS をアロケーション対象に含む

場合でもその割合は大きくないため、増加量は大きくない。一方、PKS やもみ殻について

は、副産物としてみなすシナリオでは栽培・加工工程での GHG 排出量がゼロとなるため、

両者でライフサイクル GHG 排出量が小さくなる。特にもみ殻ではライフサイクル GHG

排出量のうち栽培工程における水田からの CH4排出が大きな割合を占めるため、もみ殻を

副産物とみなすかどうかは大きく影響する。 
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図表 101  アロケーションの異なる考え方によるライフサイクル GHG 排出量の比較 

（左：パーム油、右：PKS、下：もみ殻） 

  

 
（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（2）アロケーションの考え方 

ここでは大豆油を例にとり、3 つのアロケーション手法によるアロケーション割合の違

いを図表 102 に、ライフサイクル GHG 排出量の試算結果を図表 103 に示す。とくに大豆

ように、製品ごとに重量当たり、あるいは熱量当たりの経済価値が異なる場合には、アロ

ケーション手法によりライフサイクル GHG 排出量の試算結果が大きく異なることが分か

る。 

 

図表 102  異なるアロケーション手法での按分割合 

 Oil Mill Others 

熱量比 0.356 0.63 0.014 

重量比 0.183 0.816 0.001 

経済価値 0.571 0.429 0 

       （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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図表 103  異なるアロケーション手法を用いた場合の大豆油発電ライフサイクル GHG 排出量 

（調達国：アメリカ） 

 
（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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IV. 基準の設定・適用に向けた論点・課題の整理 

１．算定方法及び基準のあり方 

① 液体バイオマス燃料に関する論点 

パーム油、大豆油といった液体バイオマス燃料については、わが国が想定するシナリ

オでは EUのライフサイクル GHG 排出量基準を満たすことは難しいことが明らかになっ

た。LNG の燃焼時の GHG 排出量を上回る燃料も多く（発電効率 30%の場合）、化石燃料

よりも環境負荷の低い再生可能エネルギーとして活用を促進していくことには検討の余

地があると考えられる。一方で、EU のルールでは栽培から発電までの工程で炭素固定や

農業手法を改善することで、ライフサイクル GHG 排出量を減らすことが可能である。他

方、本試算では、そうした事業者努力は反映していない。よって、本調査の結果からは

液体バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量は EU 及び欧州各国の基準と比較して

問題ないとは言えないものの、事業者の努力次第でその値を小さくすることは可能であ

る。こうした一概に当該燃料の是非を判断し難い状況を踏まえ、初期段階として、基準

を示し遵守を義務化するのではなく、まずは事業者に算定・報告・公表を求めるといっ

た仕組みを採用するといった施策案が考えられる。これにより、事業者から得られるラ

イフサイクル GHG 排出量のデータを蓄積し、EU や欧州各国と同等の基準をわが国でも

導入していくことが可能かを検討していくことが可能になる。 

 

② 固体バイオマス燃料に関する論点 

固体バイオマス燃料のうち、ピスタチオ殻やウォールナッツ殻など副産物として取り

扱われることの多い燃料種については、液体バイオマス燃料（主に主産物由来）と異な

り栽培・加工工程での排出量をゼロとみなすことができる一方、想定調達国がわが国か

ら遠くに位置する場合が多い。そのため、各燃料の重量あたりの熱量が小さいことも加

わり海上輸送での GHG 排出量がライフサイクル GHG 排出量に占める割合が大きくなる。

その結果、ルーマニアからの調達を想定したひまわり種殻、トルコからの調達を想定し

たピスタチオ殻では、アメリカから輸入する大豆油やマレーシアからの輸入するパーム

油と同等のライフサイクル GHG 排出量となる。一方で、国内産や近隣国から調達する固

体バイオマス燃料は EU の基準を満たしているものも多い。 

また、本調査では EU の算定ルールに従い副産物は発生時点以降のライフサイクルを

対象としたため、栽培工程における排出量は考慮されなかった。他方、もみ殻で独自試

算を実施してみた結果では、栽培工程における排出量が大きく影響を及ぼした。ライフ

サイクルのうちどこまでを燃料におけるバウンダリに含むかは、制度として各工程にお

ける排出量を生産された製品のいずれに負わせるかという考え方を整理したうえで設定

する必要があり、またその考え方に基づいたライフサイクル GHG 排出量の試算結果を踏

まえて基準値を検討することが重要である。 
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③ 土地利用変化に関する論点 

本試算ではパーム油と PKS に対し、土地利用変化の有無によるライフサイクル GHG

排出量の比較を行った。パーム農園（パーム林）による炭素吸収分を差し引いても、熱

帯雨林や泥炭地を開発することで膨大な GHG が排出され、それだけで EU の基準を超え

てしまうほどの排出量となる。そのため、土地利用変化が生じた燃料についてはライフ

サイクル GHG 排出量の観点からは確実に好ましくないと言える。同様に、ソルガム・ネ

ピアグラスといった燃料用草類でも土地利用変化が生じることから、現状ではデータが

不足し GHG 排出量が計算できていない栽培・加工工程について将来的に非常に小さいラ

イフサイクル GHG 排出量を達成したとしても、EU の基準を満たすことは困難と考えら

れた。新規燃料として FIT 制度に申請される燃料種については土地利用変化を伴うかど

うかを注視する必要がある。 

上述の通り、土地利用変化はライフサイクル GHG 排出量に大きく影響するため、EU

では対象外であるものの、わが国での基準導入検討に際しては、バウンダリに含めるか

どうかを注意深く検討する必要がある。その際、どのように土地利用変化が生じている

ことを把握するかが重要となる。パーム農園のサイクルが 25年という文献情報に基づき、

本調査ではパーム油、PKS について土地利用変化からの GHG 排出量を 25 で除して算出

した。他方、EU のルールでは 20 年前までの土地利用を参照・考慮することとしており、

このルールに倣うのであれば 20 年前の土地利用を把握する必要がある。近年技術が発展

し世界的にも広く用いられているリモートセンシング技術や衛星画像を用いれば、モニ

タリングに要する時間や金銭的なコストを抑えられることから、導入に際してはこうし

たアプローチを模索し標準的な手法を確立していくことが必要と考えられる。 

また別の論点として、間接的土地利用変化が挙げられる。欧州では限られた燃料種に

対して、直接的土地利用変化が生じていない場合に間接的土地利用変化による GHG 排出

量を加算するとしている。対象としている燃料としては”Cereals and other starch-rich 

crops”、”Sugars”、”Oil crops”の 3 つに含まれる燃料種であり、それぞれ GHG 排出量のデ

フォルト値として 12 g-CO2/MJ、13 g-CO2/MJ、55 g-CO2/MJ という値が示されている。デ

フォルト値を用いれば計上は容易だが、他方、実際に間接的土地利用変化が生じている

かを把握すること、またそれを証明することは難しい。算定を行うにあたっても間接的

土地利用によって生じた作物とのアロケーション手法、また対象としている燃料種の農

園自体が間接的土地利用変化によって生じるケース（例：パーム園 A がメーズ畑に転換

され、それにより別の地域にてパーム園 B が生じた場合のパーム園 B のライフサイクル

GHG 排出量）等、派生する論点が多数挙げられるため、ライフサイクル GHG 排出量で

の基準を設けるのではなく、土地の持続可能性を担保する持続可能性基準の方で一定の

制約を設けるといったアプローチで対応する方法も考えうる。 
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④ 算定方法に関する論点 

本調査では、パーム油（搾油工程でのバイオ処理有無での 2 シナリオ）、大豆油、もみ

殻のライフサイクル GHG 排出量試算を独自手法で行い、EU が定める代表値との比較を

行った。結果としてライフサイクル排出量の合計値は両者でほぼ同じ値となったが、そ

の内訳は大きく異なった。独自計算では栽培工程からの GHG 排出量に比べ加工工程から

の GHG 排出量が非常に大きな値となったが、欧州の代表値では加工工程からの GHG 排

出量が栽培工程からの GHG 排出量を大きく上回る結果となった。将来的にわが国でライ

フサイクル GHG 排出量の計算を事業者が行う場合、詳細な計算内容を明らかにすること

で設定値の説明責任を果たすことができ、また事業者側にとってもライフサイクル GHG

排出量削減のために注力すべき事項が分かるため、EU の代表値設定根拠を調査すること

は重要と考えられる。しかし公開資料に基づく調査を実施した現時点では EU の代表値

がどのような根拠で設定されたか詳細を把握することは難しく、現地調査等を含めた今

後の詳細な調査が必要と思われる。 

 

⑤ 基準値のあり方について 

本調査の算定における考え方で示した通り、EU RED の下で示された値を算定に活用する際、

同制度で EU の事業者が用いるデフォルト値（保守的な値）ではなく、そのもととなった代表

値を用いた。EU は代表値とデフォルト値の双方を公表しているため、主な燃料種について図

表 104 にその比較を示した。デフォルト値は代表値をもとに書く工程の排出量を少しずつ割

り増しして保守的な値としていることが分かるが、燃料種ごと、またライフサイクルごとにそ

の増加割合は一定ではなく、また根拠情報については入手できなかった。わが国でも同様に事

業者の算定に係る負担を減らすためのデフォルト値を定める場合には、何を根拠にどのように

保守的な値を調製するかが課題となる。 
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図表 104  EU が定めるライフサイクル GHG 排出量の代表値とデフォルト値の違い 

 

（出所）Official Journal of the European Union 「Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council 

of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources に基づき三菱 UFJ リサーチ

＆コンサルティング作成 

２．ライフサイクル GHG排出量の審査システムのあり方 

本調査では、GHG 排出量、とりわけ森林分野やバイオマス燃料利用に係る GHG 排出量の

審査能力及び経験を豊富に有する審査機関である一般財団法人日本品質保証機構に対し、ヒ

アリング調査を実施した。制度としてライフサイクル GHG 排出量基準で何を担保すべきか、

事業者間の公平性を担保する算定方法の定め方、わが国既存制度における審査プロセスにつ

いて情報を収集し、審査システムのあり方についての論点を以下の通り整理した。 

① わが国 FIT制度におけるライフサイクル GHG排出量の位置づけ 

審査を行うには、その判断基準となる基準値や要件、運用ルールが必要となる。それ

らをどの程度厳格なものとするかは、制度がライフサイクル GHG 排出量を事業者に算

定・報告させこれを審査することにどのような意味を持たせるかによって決まる。 

例えば、GHG 排出量を事業者が算定しこれを審査する制度としてわが国には J-クレ

ジット制度があるが、同制度では排出削減・吸収量をクレジット化し金銭取引を可能に

する。クレジットの取引は事業者の経済活動に直接の影響を及ぼすことから、その算定

方法論の構築や審査システムの設計は慎重に行われ、審査において GHG 排出削減量が制
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度のルールに従い正しく定量化されているかを厳密に確認することが求められている。 

FIT 制度は気候変動対策に貢献すべく再生可能エネルギー導入を促進することが目的

だが、導入される再生可能エネルギーの気候変動緩和効果が化石燃料に比して大きいこ

とは必須である。これを測る指標としてライフサイクル GHG 排出量が現状考えられてお

り、つまりライフサイクル排出量基準は、その遵守が、導入が許されるための最低要件

になると考えることができる。こうした位置づけを制度の下で明らかにしたうえで、ど

の程度厳しい仕組みとするかを決定する必要がある。 

 

② 算定方法に関するルールの構築 

基準を設け、制度に参加する事業者に対しその遵守がさえているかで合否を与える仕

組みを導入する場合には、事業者間の公平性が求められる。そのためには、誰が算定を

行っても結果が同一となるような算定ルールを定めることが理想である。しかし、これ

はあくまで理想であり、既存の各種制度では、重要と考えられる排出源等を特定し、そ

こについて集中的にルール設定を行う等、選択と集中を行っている。 

例えば、J-クレジット制度の下ではバイオマス固形燃料の利用に係る算定方法論71があ

る。同方法論では、化石燃料使用時の排出量（ベースライン排出量）とバイオマス固形

燃料使用時の排出量（プロジェクト実施後排出量）を比較した排出削減効果をクレジッ

ト化することになる。その算定方法論においては、バイオマス固形燃料のライフサイク

ル GHG 排出量をプロジェクト実施後排出量として計上することとされており、当該排出

量は、「付随的な排出活動」に位置づけられ、バイオマス燃料の「運搬」と「固形燃料処

理設備の使用」に伴う GHG 排出量から構成される。ここでの「運搬」は本調査における

「輸送」、「固形燃料処理設備」は「加工」工程に該当するが、これらについては無視で

きない排出が発生すると制度設計者が判断し、算定が必要と決定したということである。 

また、各工程に含まれる排出源における GHG 排出量の算定プロセスについては、当該

排出量が、算定が求められるライフサイクル GHG 排出量全体に占める割合に応じて異な

る扱いを定めている。ある排出源の GHG 排出量が全体の 1%未満であれば、算定・計上

不要としている。1%以上 5%未満の場合は、排出量もしくは排出係数を一度測定・決定

すれば、その後はその値を使用して計算することができ、定期的なモニタリングを必要

としない。5%以上の排出源については算定に際し定期的なモニタリングが求められる。 

FIT 制度の算定ルール構築に際しても、このような判断、意思決定を行うことになる。

その際留意すべきは、とくに FIT 制度でこれまでも生じている、制度設計時には想定し

ていなかった事態、とりわけ新規燃料の出現である。算定ルール構築時には想定してい

なかった燃料が新たに認められ、その燃料のライフサイクルに当初ルールでは考慮して

いなかったが新規燃料では大きな排出を生じるものがあるかもしれない。こうした事態

にどのように対応すべきかも念頭に、制度設計を進める必要がある。 

                                                        
71 方法論 EN-R-005（https://japancredit.go.jp/pdf/methodology/EN-R-005_v2.1.pdf） 
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③ J-クレジット制度における審査プロセス（参考情報） 

FIT 制度の下におけるライフサイクル GHG 排出量に係る運用が J-クレジット制度と類

似したものとなるか否かは現時点では判断できないが、参考情報として、J-クレジット制

度の下での審査プロセスについて情報収集を行った。 

審査に要する期間は、事業者が提出した情報の質に様々だが（例えば情報に不備があ

れば事業者に修正・再報告を求めるが、事業者がどの程度の期間でこれに対応してくれ

るかといった不確定要素がある）、そうした事業者側の対応時間を除けば、森林に関連す

るプロジェクトについて、最短 1 か月程度72での審査が可能とのことであった。 

このような、仕組みを導入した際に事業者に係る負担や、認定を受けるまでに要する

期間への影響を考慮する必要性も示唆された。 

 

以上のように、審査システム構築に至るまでには、第一段階として制度が目指す方向性

を決める必要がある。そのための検討材料が、現状では不足している。そこで、１．① で

も述べたように、直ちに審査を求める仕組みを導入するのではなく、まずは事業者に算

定・報告をさせる仕組みを開始し、事業者がどのような水準で取り組むか、報告されるラ

イフサイクル GHG 排出量や算定方法の事業者間での差異はどのようなものか等について

情報を蓄積するアプローチが考えうる。わが国にそうした知見・経験が蓄積した段階で、

基準を導入し審査で合否を判断する仕組みに段階を進めるかを検討することが可能にな

ると考える。  

                                                        
72 ヒアリング結果に基づくと、事業者から提供された情報の確認に 1～2 日、現地調査に 2 日、現地調査後の結

果の取りまとめ等に半日～1 週間程度、最終の品質確認に 1～2 週間程度で、計 1 か月程度とのことであった。 
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第６章 参考資料 

I. 持続可能性基準に関する補足情報 

１．EU REDにおける持続可能性認証スキームの承認 

EU では、改正 RED（RED II）が 2018 年 12 月に公表され、持続可能性基準及びその遵守

を検証する方法、GHG 排出量の算定方法等が示された。他方、RED II に示された条項を遵

守するために必要な法律、規則及び行政規定については、2021 年 6 月 30 日までにこれらを

施行することを加盟国に求めており、現在も整備中と考えられる。RED II では、RED（2009

年）と同様に持続可能性基準の遵守を担保するために自主的スキームを用いることとされて

いる。そこで、自主的スキームを承認する仕組みについては、制度設計中の RED II にかわ

り、以下では RED での仕組みを調査し、以下に整理した。 

 

１.１  EU REDにおける持続可能性認証スキームに関連する制度文書 

⚫ EU RED では、本文に、持続可能性基準（第 17 条）及びその運用方法として自主的ス

キーム等を用いること（第 18 条）が示されている。 

⚫ EU RED の下で適用可能な持続可能性認証スキームは、欧州委員会（EC）が承認する。

承認プロセス、及びスキームの適格性を判断する評価項目は、委員会報告

「Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU 

biofuels and bioliquids sustainability scheme (2010/C 160/01)」に示されている。 

⚫ 評価項目は、以下の 2 点から構成される。 

➢ EU RED 本文に示された持続可能性基準の遵守を担保できるか（スキームの対象範

囲） 

➢ 委員会報告（2010/C 160/01）に示された監査や文書管理等の品質を担保できるか

（スキーム運用の厳格さ） 

⚫ 上記 2 点の評価は、EC 下に設置された持続可能性委員会（Committee on the Sustainability 

of Biofuels and Other Bioliquids）が担当している。持続可能性委員会は評価項目を細分

化した評価表を作成しており、そこに示されたガイダンスに従い評価を実施している。 

 

図表 105  RED における液体バイオ燃料の持続可能性基準 

GHG 排出量

に関する要件 

化石燃料に比べ最低 35%の GHG を削減すること、またインフラ整備によりその

割合を 2017 年までに 50%、2018 年までに 60%まで引き上げること。 

原料生産地に

関する要件 

原生林や泥炭地、湿地等、生物多様性の価値の高い、もしくは炭素蓄積の高い土

地から収集されたバイオマスの利用を基本的に制限すること。 

・ バイオ燃料は生物多様性価値の高い土地からの材料で生産してはならない： 

a) 天然林及びその他の林地、すなわち、重度の人為かく乱が起きておらず生

態学的プロセスが著しく妨げられていない森林及びその他の林地 

b) 自然保護区域もしくは、生産活動が自然を撹乱しない事が示されている場

所 

c) 種が多く、施肥がされていない、劣化していない草地 
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・ バイオ燃料の利用により炭素蓄積が減少するような土地利用変化が生じるべ

きではない： 

a) 恒常的に、もしくは年間の大部分は水に覆われている湿地（原始的な泥炭

地を含む）の保全 

b) 樹高 5m 以上、樹冠被覆率 30%以上の場所が 1ha 以上続いている森林区域、

および場合によってはその境界の保全 

（出所）European Commission「Renewable Energy Directive（2009/28/EC）」（2009 年） 

 

自主的スキームの承認プロセス 

・ 事業者が GHG 排出削減と、生物多様性価値の高い土地や炭素ストック密度の高い土地に

関する持続可能性基準を満たしていることを証明する方法は、以下の 3 通り。 

➢ 加盟国が定めた要件に遵守していることを示すデータを関連する国家機関に提供す

る 

➢ EC が承認した自主的スキームを適用する 

➢ EC が承認した、EU と第三国との二国間/多国間合意に基づく 

・ 持続可能性認証スキームから承認要請があった場合には、EC は以下の手順に従いスキー

ムを評価する。 

➢ スキームからの承認申請を受領し、評価プロセスを開始 

➢ スキームオーナー（政府か民間か等）に関わらず、評価を実施する 

 既に承認されているスキームと同様の原料や対象地域のスキームも、区別なく

評価を実施する 

 スキームの評価は、EU RED（第 17 条 2～5）に示された持続可能性基準や、下

記（2）に示される承認要件に従って評価する 

 当該スキームが EU RED の持続可能性基準で網羅されていない持続可能性の課

題にも対処できるかについても評価する 

➢ 上記の評価を経て、スキームが要件を満たしていると判断された場合には、EC によ

る指定の採択手続きを進める 

 一般ルールとして、スキームの承認は最大 5 年間とする 

 承認するスキームが EU RED のどの持続可能性基準の遵守確認に適用できるか

（適用範囲）を特定する 

 承認するスキームが EU RED の持続可能性基準の範囲外の持続可能性に関する

課題について何に対処できるかを特定する 

 EC の透明性プラットフォームの決定を引用し、EU の官報（Official Journal）に

おいて結果が公表される 

➢ スキームが要件を満たさないと判断された場合には、EC から当該スキームにその旨

を通達する 

➢ 自主的スキームが、承認された後に内容を変更しこれが承認に影響しうる場合には、

EC の専門家が変更点を EC に通達する。EC はこれを受けて承認を維持するかの観

点で再評価を実施する。 

（出所）EC「Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels and  

bioliquids sustainability scheme (2010/C 160/01)」（2010 年） 

 

自主的スキームの評価と承認のための要件 

・ 自主的スキームは、EU RED の持続可能性基準の一部もしくはすべてを対象としている必

要がある。 

・ 自主的スキームは、以下の要件を検証するシステムを有している必要がある。 

① 文書管理 

・ 自主的スキームは、認証取得を目指す事業者に以下を求める必要がある。 

➢ 認証に関し主張する書類や根拠等を監査できるシステムを有する。 

➢ 根拠資料を最低 5 年間保管する。 

➢ 根拠資料の監査に必要なあらゆる情報を準備する責任を受け入れる。 

② 独立した監査のための十分な基準 
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・ 一般的なルールとして、自主的スキームは、事業者を当該スキームで認証する前に監査し

ておくことを担保するべきである。 

・ 自主的スキームは、少なくとも年に 1 回の頻度で定期的に、当該スキームの下で事業者が

提供する情報をサンプル抽出し監査するべきである。信頼性レベルに足るサンプルサイズ

は、検証実施期間の責任で決定する。 

・ 検証実施者は、以下の要件を有する。 

➢ 外部者である：認証スキームや事業者が監査を実施してはならない。 

➢ 独立している：監査実施者は監査対象となる活動から独立しており、利益相反が生

じない者である。 

➢ 包括的なスキルを有する：検証機関は監査を実施する一般的なスキルを有する。 

➢ 適切な特定スキルを有する：監査実施者はスキームの基準に関連した監査を実施す

るために必要なスキルを有する。 

・ 自主的スキームは、検証実施者の選定において上記の要件を確認していることを、示す必

要がある。例えば、以下のような要件を設定することが考えうる。 

➢ ISO 19011（環境マネジメントシステムの品質監査に関するガイドライン）に準拠し

て監査を実施した経験を有する。 

➢ ISO 14065（GHG 排出量の妥当性確認・検証機関の認定）を取得している。 

➢ ISO 14064-3（GHG 排出量の妥当性確認・検証のガイダンス）に準拠して監査を実施

した経験を有する。 

➢ ISAE 3000（財務情報以外の審査に関する保証）に準拠して監査を実施した経験を有

する。 

➢ ISO Guide 65（製品認証システムの運用機関の認定）を取得している。 

・ スキームの承認を EC に申請する際には、スキームの下での監査が適切に計画・実施・報

告されることを証明しなければならない。一般的には、監査実施者に対して以下の実施を

求める。 

➢ 事業者による、スキームの基準に関連する活動を特定する。 

➢ 事業者が有する、スキームの基準に関連するシステムを特定し、管理システムが効

果的に機能していることを確認する。 

➢ 事業者の活動の性質や複雑さを踏まえ、「最低保証レベル」を設定する。 

➢ 検証実施者の専門的な知見と事業者から提供される情報に基づき、重要な誤りが生

じうるリスクを分析する。 

➢ 事業者による活動の目的や複雑さ、リスク分析結果を踏まえ、サンプリング方法を

含む検証計画を作成する。 

➢ 決定したサンプリング方法に従って根拠情報を収集し、検証計画を実行して、検証

の結論を得る。 

➢ 必要に応じて、事業者に対して追加情報の提供や事業内容の修正を要請し、最終的

な検証の結論を得る。 

（出所）EC「Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels and  

bioliquids sustainability scheme (2010/C 160/01)」（2010 年） 
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１.２  EU REDで持続可能性性認証スキームを認定する際の評価報告書テンプレー

ト73 

 

                                                        
73 EC「Assessment Protocol template」

（https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Assessment%20Protocol%20template_111115.pdf） 
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II. 個別燃料のライフサイクル GHG排出量算定方法詳細 

１．パーム油 

１.１.１  全体の流れ 

パーム油発電のライフサイクル GHG 排出量を算出するにあたり、栽培から発電までの

工程とその中でのGHG排出源を図表 106に示す。農園で栽培されたアブラヤシ果房（Fresh 

Fruit Bunches: FFB）は 24 時間以内に搾油工場へ運搬され粗パームオイル（Crude Palm Oil: 

CPO）となる。搾油工程から発生するバイオガスがメタン排出につながり、バイオガス処

理を行うかによってライフサイクル GHG 排出量が大きく異なる。その後、別の場所に位

置する精製工場へ CPO が輸送され、CPO から精製パームオイル（Refined Palm Oil: RPO）、

RPO から発電燃料として用いることのできるパームステアリン（Refined Palm Oil stearin: 

RPOs）へ加工された後、港へ運ばれ日本へと輸出される。 

なお、本報告書本文に示した試算では他バイオマス燃料とのライフサイクル GHG 排出

量の比較可能性を考慮し輸送①②③は計上していないが、ここでは参考のために算定手法

を記載する。 

 

図表 106 パーム油発電のライフサイクル 

工程 GHG 排出源 

栽培 土地利用変化、窒素肥料、除草剤 

輸送①（農園→搾油工場） 輸送車両の燃料消費 

搾油 搾油工程でのエネルギー消費 

（バイオガス処理の有無） 

輸送②（搾油工場→精製工場） 輸送車両の燃費消費 

精製 精製工程でのエネルギー消費 

輸送③（精製工場→港） 輸送車両の燃料消費 

輸送④（海上輸送） 輸送船舶の燃料消費 

輸送⑤（港→発電所） 輸送車両の燃料消費 

発電 燃焼に伴う非 CO2排出（CH4, N2O） 

   （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

１.１.２  アロケーション 

図表 106 に記さている各工程において、搾油と精製工程では主産物である CPO と RPO

のほかに、いくつかの副産物が得られる。そこで、ここで示すライフサイクル GHG 排出

量の計算では、搾油と精製工程における GHG 排出量に対し、主産物と副産物の間でのア

ロケーションを行った（図表 107）。 

搾油工程では CPO の他にパーム核油と PKS が得られる。EU のルールでは PKS は副産

物と扱われているため、既存文献[Loh., 2017]を基に CPO とパーム核油に対して熱量比に

よるアロケーション（手法 1）を行った。そのアロケーションにおける割合、及び、CPO、

PKS、パーム核油の 3 つで熱量比によるアロケーション（手法 2）を行った場合の割合を

図表 108 に示す。 
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また、精製工程では最初に CPO が RPO と PFAD に分離し（精製工程 1）、最終的に RPO

がパームオレイン（RPOo）と RPOs に分離する（精製工程 2）。これら 2 つの分離につい

ては、熱量比でのアロケーションに関する文献値が不足していたため、重量比での按分を

行った。その割合を図表 109 に示す。 

 

図表 107 搾油工程・精製工程でのアロケーション検討結果 

 

（注）図中に記載の割合が、燃料に用いられるパーム油の中間・最終生成物が発生するそれぞれの段階でのア

ロケーションの割合を示す。赤・青色が CPO、緑色が RPO、紫色が RPOs 発生時のアロケーション割合であ

る。なお、CPO 発生時については、赤色が図表 108 に示す手法 1、青色が手法 2 の場合の割合である。 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 108 パーム油搾油工程でのアロケーションにおける割合 

 CPO PKS パーム核油 

手法 1：熱量比 [-] 0.661 0.078 0.261 

手法 2：熱量比 [-] 0.717 - 0.283 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

図表 109 パーム油精製工程でのアロケーションにおける割合 

 RPO PFAD 

精製工程 1：重量比 [-] 0.955 0.045 

 RPOs RPOo 

精製工程 2：重量比 [-] 0.24 0.76 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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これらより、パーム油発電のライフサイクル GHG 排出量は以下の式にて表される。 

𝐶𝑂2−𝑝𝑎𝑙𝑚 = [{(𝐶𝑂2−𝐿𝑈𝐶 + 𝐶𝑂2−𝐹 + 𝐶𝑂2−𝐻𝐸𝑅𝐵 + 𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1) + 𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡) × 0.717

+ 𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(2) + 𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒} × 0.955 × 0.240] + 𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝 + 𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(3,5)

+ 𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 

𝐶𝑂2−𝑝𝑎𝑙𝑚：パーム油発電ライフサイクル GHG 排出量  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝐿𝑈𝐶：土地利用変化による GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝐹：窒素肥料施肥による GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝐻𝐸𝑅𝐵： 除草剤の使用による GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡：搾油工程からの GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒：精製工程からの GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3,5)：輸送工程（①②③⑤）からの GHG 排出量  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝：輸送工程（④）からの GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐：パーム油の燃焼による GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

１.１.３  パーム油による 1MJの発電に必要な FFB量の計算 

FFB から 1 トンの RPOs が得られるまでのマテリアルフローを図表 110 に示す。ここで

用いている値は複数の文献を参考にした（Choo 他（2011 年））、（Teng 他（2010 年））、（Pleanjai

他（2007 年））、（蒲原他（2009 年））、（Egeskog 他（2016 年））、（Tan 他（2010 年））。 

 

図表 110 RPOs を得るまでのマテリアルフロー 

 
（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

以上より、パーム油により 1MJ を発電する場合に必要な FFB 量は以下の式より得られ



- 157 - 

る。 

𝑌𝐹𝐹𝐵 =
1

𝐿𝐻𝑉
×

1

0.24
×

1

0.955
×

1

0.248
 

𝑌𝐹𝐹𝐵：1MJ の発電を行うのに必要な FFB 量  [𝑘𝑔] 

LHV：低位発熱量     [𝑀𝐽/𝑘𝑔 ] 

１.１.４  ライフサイクル GHG排出量の計算の流れ 

ここでは 1MJ の発電を行う場合のライフサイクル GHG 排出量を求める手法を示す。 

（1）土地利用変化による GHG排出：𝐶𝑂2−𝐿𝑈𝐶 

パーム油については、原産国において土地利用変化が生じるという環境面の悪影響が多

く指摘されている。そこで、当該排出量がどの程度のインパクトを有しているかを試算に

より確認した。パーム園造成時に土地利用変化が生じた場合のライフサイクル GHG 排出

量を、「熱帯雨林からの土地利用変化」、「泥炭地からの土地利用変化」の 2 つのパターン

で試算した。計算方法には以下の式で表される IPCC ガイドライン（2006）の蓄積変化法

を適用し、各種パラメータには同ガイドラインのデフォルト値もしくは文献値を用いた

（Hassan 他（2011 年））、（Miettinen 他（2012 年））、（Agus 他（2010 年））、（Guillaume 他

（2015 年））、（Goodrick 他（2015 年））、（Hooijer 他（2010 年））。なお、パーム園のサイク

ルは約 25 年ということから（Arshad 他（2017 年）、（Brinkmann Consultancy（2009 年）、 

（FROM（2010 年））、土地利用変化によるライフサイクル GHG 排出量を 25 で除した値を

𝐶𝑂2−𝐿𝑈𝐶とした。 

𝐶𝑂2−𝐿𝑈𝐶 =
𝐶𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡) − 𝐶𝑝𝑎𝑙𝑚

25
×

44

12
 

𝐶𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑠𝑒𝑡(𝑝𝑒𝑎𝑡)：熱帯雨林（泥炭地）での炭素ストック量 [𝑘𝑔 − 𝐶] 

𝐶𝑝𝑎𝑙𝑚：パーム園での炭素ストック量    [𝑘𝑔 − 𝐶] 

 

パーム園・泥炭地の枯死有機物（Dead Organic Matter: DOM）プールに関する既存のデー

タや知見が不足しており、また IPCC ガイドライン（2006）にて設定されている DOM プー

ルにおける炭素ストック量のデフォルト値が生体バイオマス、土壌有機炭素（Soil Organic 

Matter: SOC）プールのデフォルト値に比べて小さいことから、本試算では DOM プールで

の炭素ストック変化は考慮していない。そのため、各土地利用の炭素量は以下の式で表さ

れる。 

𝐶𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚) = 𝐶𝐵_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚) + 𝐶𝑆_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚) 

𝐶𝐵_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚)：熱帯雨林（泥炭地、パーム林）の生体バイオマスの炭素ストック量 

         [𝑘𝑔 − 𝐶] 
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𝐶𝑆_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚)：熱帯雨林（泥炭地、パーム林）の土壌炭素ストック量 [𝑘𝑔 − 𝐶] 

 

熱帯雨林のバイオマス量は IPCC ガイドライン（2006）の算定式を適用した。 

𝐶𝐵_𝑟𝑎𝑖𝑛 = 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚 × 𝐵𝑤 × (1 + 𝑅) × 𝐶𝐹 × 1,000 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚：栽培面積     [ℎ𝑎] 

𝐵𝑤：熱帯雨林の平均地上バイオマス量  [𝑡𝑜𝑛 𝑑. 𝑚. ℎ𝑎−1] 

𝑅：地上部に対する地下部の比率    [−] 

𝐶𝐹：乾物重当たりの炭素含有率    [𝑡𝑜𝑛 − 𝐶 (𝑡𝑜𝑛 𝑑. 𝑚. )−1] 

 

栽培面積𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚は以下の式で求めた。 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚 = 𝑌𝐹𝐹𝐵 × 𝐴𝑡𝑜𝑛 

𝐴𝑡𝑜𝑛：1 トンの FFB を収穫するのに必要な面積 [ℎ𝑎 𝑘𝑔−1] 

 

一方で、泥炭地とパーム林の生体バイオマスの炭素ストック量の計算には共通の式を用

いた。 

𝐶𝐵_𝑝𝑒𝑎𝑡(𝑝𝑎𝑙𝑚) = 𝐶𝐵𝑎𝑣𝑒_𝑝𝑒𝑎𝑡(𝑝𝑎𝑙𝑚) × 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚 × 1,000 

𝐶𝐵𝑎𝑣𝑒_𝑝𝑒𝑎𝑡(𝑝𝑎𝑙𝑚)：泥炭地（パーム林）の平均バイオマス炭素量  [𝑡𝑜𝑛 − 𝐶 ℎ𝑎−1] 

 

土壌炭素ストック量の計算については各土地利用に対して共通の式を用いた。 

𝐶𝑆_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚) = 𝐶𝑆𝑎𝑣𝑒_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚) × 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚 × 1,000 

𝐶𝑆𝑎𝑣𝑒_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚)：熱帯雨林（泥炭地、パーム林）の平均土壌炭素ストック量 

         [𝑡𝑜𝑛 − 𝐶 ℎ𝑎−1] 

（2）窒素肥料施肥による GHG排出：𝐶𝑂2−𝐹 

2018 年日本国温室効果ガスインベントリ報告書（NIR）（国立環境研究所（2018））の手

法を用い、窒素肥料からの排出経路として直接GHG排出、大気沈降と溶脱による間接GHG

排出の試算を行った。その後、N2O 排出量[𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂]に N2O の地球温暖化係数 298 

[𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂⁄ ]を乗じることで CO2 排出量[𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2]に変換した。ここで用いてい

る地球温暖化係数は EU で採用されている値と同じものを使用している。算定式は以下の

通りである。 

𝐶𝑂2−𝐹 =
(𝑁2𝑂𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 + 𝑁2𝑂𝐺𝐴𝑆𝐹 + 𝑁2𝑂𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻)

𝑌ℎ𝑎 × 1,000
× 𝑌𝐹𝐹𝐵 × 298 

𝑁2𝑂𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡：土壌への化学肥料の施肥に伴う直接 N2O 排出量  [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1] 
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𝑁2𝑂𝐺𝐴𝑆𝐹：大気沈降による N2O 排出量    [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1] 

𝑁2𝑂𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻：溶脱による N2O 排出量     [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1] 

𝑌ℎ𝑎：1ha あたりの年間 FFB 収穫量     [𝑡𝑜𝑛 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1] 

 

1ha あたりの年間 FFB 収穫量については複数の文献値のものを用いた（Arshad 他（2017

年））、（Teng 他（2010 年））、（Choo 他（2011 年））、（蒲原他（2009 年））。 

それぞれの N2O 排出量は以下より求められる。 

𝑁2𝑂𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = (𝐹𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟 × 𝐸𝐹1) ×
44

28
 

𝐸𝐹1：排出係数     [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁] 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟：1 年間の窒素肥料平均施肥量   [𝑘𝑔 − 𝑁 ℎ𝑎−1𝑦𝑟−1] 

𝑁2𝑂𝐺𝐴𝑆𝐹 = (𝐹𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟 × 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹 × 𝐸𝐹2) ×
44

28
 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹：揮発割合     [𝑘𝑔 − 𝑁𝐻3 − 𝑁 + 𝑁𝑂𝑥 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁] 

𝐸𝐹2：大気沈降による N2O 排出量に関わる排出係数 

      [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁𝐻3 − 𝑁 + 𝑁𝑂𝑥 − 𝑁] 

𝑁2𝑂𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻 = (𝐹𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟 × 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻 × 𝐸𝐹3) ×
44

28
 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻：溶脱割合     [𝑘𝑔 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁] 

𝐸𝐹3：溶脱による N2O 排出量に関わる排出係数  [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁] 

 

1 年間の窒素肥料平均施肥量ではマレーシアとインドネシアで約 50 [𝑘𝑔 − 𝑁/ℎ𝑎/𝑦𝑟]の

差が見られたため、窒素肥料施肥による GHG 排出量をマレーシアとインドネシアで区別

して試算した。実が収穫できる前の播種後 1~3 年、収穫が可能な播種後 4~14 年と収穫量

が落ちる播種後 15~25 年で窒素肥料の施肥量が異なるため（Choo 他（2011 年））、マレー

シアにおいては上記の 3 つの期間で異なる値を用い、パーム園のサイクル（25 年）で用い

る窒素肥料合計施肥量を算出し 25 で除することで 1 年あたりの平均施肥量を求めた。 

𝐹𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟 = (𝐹1−3 × 3 + 𝐹4−14 × 11 + 𝐹15−25 × 11) ×
1

25
 

𝐹1−3：播種後 1~3 年目の窒素肥料施肥量  [𝑘𝑔 − 𝑁 ℎ𝑎−1𝑦𝑟−1] 

𝐹4−14：播種後 4~14 年目の窒素肥料施肥量  [𝑘𝑔 − 𝑁 ℎ𝑎−1𝑦𝑟−1] 

𝐹15−25：播種後 15~25 年目の窒素肥料施肥量  [𝑘𝑔 − 𝑁 ℎ𝑎−1𝑦𝑟−1] 

 

インドネシアのパーム園については、パーム園の収穫段階に合わせた施肥量データが不
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足しているため、複数の文献値（蒲原他（2009 年））、（Moulin 他（2017 年））、（Egeskog

他（2016 年））の平均値を 1 年あたりの平均施肥量として用いた。 

（3）除草剤の使用による GHG排出：𝐶𝑂2−𝐻𝐸𝑅𝐵 

パーム園では、下層植生に光が当たらなくなるまでの播種後 10 年間のみ除草剤を用い

る（加藤他（2013 年））、（Choo 他（2011 年））。除草剤の使用による GHG 排出の計算に用

いた算定式は以下の通りである。 

𝐶𝑂2−𝐻𝐸𝑅𝐵 =
(𝐻 ×

1
1000

) × (𝐸𝐹𝐻𝐸𝑅𝐵 ×
1

1000
)

𝑌ℎ𝑎
× 𝑌𝐹𝐹𝐵 

H：除草剤投入量   [𝑔 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1] 

𝐸𝐹𝐻𝐸𝑅𝐵：除草剤による排出係数  [𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

（4）搾油工程からの GHG排出：𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

搾油工程からの GHG 排出量を細分化したデータや知見が不足しているため、搾油工程

全体からの排出係数（Choo 他（2011 年））、（Kaewmai 他（2012 年））、（Hosseini 他（2015

年））を用いて、以下の式により試算した。 

𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 = (
1

𝐿𝐻𝑉
×

1

0.955
×

1

0.248
) × 𝐸𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

𝐸𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡：搾油工程における排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

（5）精製工程からの GHG排出：𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 

搾油工程からの GHG 排出量を細分化した文献値がデータや知見が不足しているため、

精製工程全体からの排出係数（Choo 他（2011 年））、（N.D. Mortimer 他（2010 年））を用い

て、以下の式により試算した。 

𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 = (
1

𝐿𝐻𝑉
×

1

0.248
) × 𝐸𝐹𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 

𝐸𝐹𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒：精製工程における排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

 

（6）輸送工程からの GHG排出（原料生産国内での陸上輸送：𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3)） 

原料生産国内で行われる 3 つの輸送工程（輸送①②③）では、それぞれ輸送距離や輸送物は

異なるが、ヒアリング調査結果74を基に輸送車両は 20 トントラックとし、原料生産国内にお

ける 3 つの陸上輸送工程で共通の燃費や排出係数を用いて輸送工程からの GHG 排出量を試算

                                                        
74 滝沢渉氏（オンサイト・レポート編集長）へのヒアリング（2018 年 9 月 25 日実施） 
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した（Azmanl 他（2004 年））、（Ministry of Natural Resources and Environment Malaysia（2014 年））、 

（Horizon（2016 年））、（石油連盟（2015 年））、（国土交通省（2018 年））。 

なお陸上輸送では CO2、CH4、N2O の排出量を試算しており、各 3 つの陸上輸送工程か

ら排出される GHG 排出量は以下のようにまとめられる。なお、CH4 の地球温暖化係数

（Global Warming Potential：GWP）は EU で用いられている値である 28 とした。 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3) = 𝐶𝑂2−𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3) + (𝐶𝐻4−𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3) × 28) + (𝑁2𝑂𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3) × 298) 

𝐶𝑂2−𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3)：原料生産国内における陸上輸送からの𝐶𝑂2排出量 [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝐻4−𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3)：原料生産国内おける陸上輸送からの CH4排出量  [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4] 

𝑁2𝑂𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3)：原料生産国内おける陸上輸送からの N2O 排出量  [𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂] 

 

原料生産国内における陸上輸送からの CO2排出量は以下のように求めた。 

𝐶𝑂2−𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3) = 𝑊𝑖 × (𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑_𝑒𝑥 × 𝐶𝑜𝐸) × (
𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3)

𝐹𝐶20
) ×

1

20
[1/𝑡𝑜𝑛] 

𝑊𝑖：燃料輸送量（i = 1, 2, 3）    [𝑘𝑔] 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑_𝑒𝑥：陸上輸送の燃料消費による排出係数   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑀𝐽−1] 

𝐶𝑜𝐸：換算係数       [𝑀𝐽 𝐿−1] 

𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3)：原料生産国内での陸上輸送距離   [𝑘𝑚] 

𝐹𝐶：20 トントラックの燃費     [𝑘𝑚 𝐿−1] 

 

ここで𝐸𝐹𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛−𝐶𝑂2, 𝐶𝑜𝐸, 𝐹𝐶は固定値であるが、𝑊, 𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑は各 3 つの工程で異なる値を用いた

（農園から搾油工場：（Arshad 他（2017 年））、（Teng 他（2010 年）)、（蒲原他（2009 年））、（Egeskog

（2016 年））、搾油工場から精製工場：（Tan 他（2010 年））、（Teng 他（2010 年）、（Arshad（2017

年））、（Egeskog 他（2016 年））、精製工場から港：（蒲原他（2009 年）、（Egeskog 他（2016 年））

を参考に距離を算出した）。 

原料生産国内における陸上輸送からの CH4、N2O 排出量の算定式は以下の通りである。 

𝐶𝐻4−𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3)(𝑁2𝑂𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛(1,2,3)) = 𝑊 × 𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3) × 𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) ×
1

20
[1/𝑡𝑜𝑛] 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3)−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)：陸上輸送からの CH4 (N2O)排出係数 [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 𝑘𝑚−1] 

 

（7）輸送工程からの GHG排出（わが国での陸上輸送：𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(4)） 

パーム油を調達後、わが国での陸上輸送もおける GHG 排出量は以下の式にて試算した。 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(4) = 𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(4) × 𝑅𝑃𝑂𝑠 × 𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑_𝑖𝑛 ×
1

1,000
 

𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(4)：わが国での陸上輸送距離    [𝑘𝑚] 
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𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑_𝑖𝑛：わが国での陸上輸送における排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1] 

 

ここで𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(4)については港と発電所の距離に関するデータが不足していたため、100km

と仮定し試算を行った。 

（8）海上輸送からの GHG排出：𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝 

海上輸送からの GHG 排出を計算するために必要な国間の距離を、世界の主要港間の距

離を計算するツールである Portworld（要無料登録）75より算出した。本試算では東京-ク

アラルンプール、東京-ジャカルタを海上輸送距離として用いた。 

海上輸送による GHG 排出の算定式は以下の通りである。排出係数は国土交通省の値を

用いた（国土交通省（2016 年））。 

𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝 = 𝑊𝑅𝑃𝑂𝑠 × 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡 × 𝐸𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡 ×
1

1,000
 

𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡：港間距離    [𝑘𝑚] 

𝐸𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡：海上輸送おける排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4 𝑡𝑘𝑚−1] 

（9）パーム油の燃焼による GHG排出：𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 

パーム油の燃焼による GHG 排出量は以下の式で求めた。 

𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 = [(𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐 × 25) + (𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐 × 298)] × 1,000 

𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐)：パーム油の燃焼による CH4 (N2O)排出量  [𝑡𝑜𝑛 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)] 

 

発電施設にてパーム油を燃焼させたときに生じる非 CO2 排出量の試算は以下の式で

行った。 

𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐) = 1 × 𝐺𝑒𝑓 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

𝐺𝑒𝑓：燃焼効率      [−] 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)：発電燃焼による非 CO2排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 𝑀𝐽−1 ] 

 

式中の 1 は今回の試算シナリオとして設定した発電量 1MJ を示している。 

 

 

                                                        
75 PortWorld ウェブサイト<http://www.portworld.com/map>（2018 年 8 月アクセス） 
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１.２  使用したパラメータ 

図表 111 ライフサイクル GHG 排出量の試算に用いたパラメータとその出所 

パラメータ 

（下には試算に使

用した値を示して

いる） 

単位 内容 出所 

LHV 

(37) 
𝑀𝐽 𝑘𝑔−1 低位発熱量 ECN「Phyllis2」 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑚 ℎ𝑎 𝑦𝑟−1 栽培面積 LHV, 𝑌ℎ𝑎より計算 

𝐴𝑡𝑜𝑛 

(0.26) 

ℎ𝑎 𝑘𝑔−1 1トンの FFBを収穫するのに必

要な面積 

（Choo 他（2011 年）） 

𝐵𝑤 

(280) 

𝑡𝑜𝑛 𝑑. 𝑚. ℎ𝑎−1 伐採された平均地上バイオマ

ス量 

（IPCC（2006 年）） Chapter 4, 

Table 4.7 "Tropical rain forest" 

𝑅 

(0.37) 

− 地上部に対する地下部の比率 （IPCC（2006 年）） Chapter 4, 

Table 4.4 "Tropical rain forest" 

𝐶𝐹 

(0.49) 

𝑡𝑜𝑛
− 𝐶 (𝑡𝑜𝑛 𝑑. 𝑚. )−1 

乾物重当たりの炭素含有率 （IPCC（2006 年）） Chapter 4, 

Table 4.3  "Tropical and 

Subtropical" 

𝐶𝐵𝑎𝑣𝑒_𝑝𝑒𝑎𝑡(𝑝𝑎𝑙𝑚) 

(泥炭地: 119 

パーム林: 136) 

𝑡𝑜𝑛 − 𝐶 ℎ𝑎−1 泥炭地（パーム林）の平均バイ

オマス炭素ストック量 

（Hassan 他（2011 年） 

（ IPCC（2006 年））Chapter 5, 

Table 5.3, “Oil Palm” 

𝐶𝑆𝑎𝑣𝑒_𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑡,𝑝𝑎𝑙𝑚) 

(熱帯雨林: 65, 

泥炭地: 1,811, 

パーム林: 72) 

𝑡𝑜𝑛 − 𝐶 ℎ𝑎−1 熱帯雨林（泥炭地、パーム林）

の平均土壌炭素ストック量 

（Hassan 他（2011 年）、（Miettinen

他（2012 年））、（Agus 他（2010

年））、（Guillaum 他（2015 年））、 

（ Goodrick 他 （ 2015 年））、

（Hooijer 他（2010 年）） 

𝐹𝑥−𝑦 

(1~3 年目: 61.75 

4~14 年目: 112 

15~25 年目: 53) 

𝑘𝑔 − 𝑁 ℎ𝑎−1𝑦𝑟−1 播種後、収穫段階に応じたの窒

素肥料施肥量 

マレーシア 

（Choo 他（2011 年）） 

インドネシア 

（蒲原他（2009 年））、（Moulin

他（2017 年）、（Egeskog 他（2016

年）） 

𝐸𝐹1 

(0.0062) 

𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 − 𝑁/  𝑘𝑔
− 𝑁 

土壌への化学肥料の施肥に伴

う直接 N2O 排出係数 

（国立環境研究所（2018 年））  

𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹 

(0.1) 

𝑘𝑔 − 𝑁𝐻3 − 𝑁
+ 𝑁𝑂𝑥 − 𝑁/  𝑘𝑔
− 𝑁 

揮発割合 （IPCC（2006 年）） Chapter 11, 

Table 11.3 

𝐸𝐹2 

(0.01) 

𝑘𝑔 − 𝑁2𝑂 − 𝑁/  𝑘𝑔
− 𝑁𝐻3 − 𝑁 + 𝑁𝑂𝑥

− 𝑁 

大気沈降による N2O 排出量に

関わる排出係数 

（IPCC（2006 年）） Chapter 11, 

Table 11.3 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻 

(0.3) 

𝑘𝑔 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁 溶脱割合 （IPCC（2006 年）） Chapter 11, 

Table 11.3 

𝐸𝐹3 

(0.0075) 

  𝑘𝑔 −
𝑁2𝑂 − 𝑁/  𝑘𝑔 − 𝑁 

溶脱による N2O 排出量に関わ

る排出係数 

（IPCC（2006 年）） Chapter 11, 

Table 11.3 

𝑌ℎ𝑎 

(21.254) 

𝑡𝑜𝑛 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1 1ha あたりの年間 FFB 収穫量 （Arshad 他（2017 年））、（Teng

（2010 年））、（Choo 他（2011

年））、（蒲原他（2009 年）） 

H 

(994.72) 

𝑔 ℎ𝑎−1 𝑦𝑟−1 除草剤投入量 （蒲原他（2009 年））、（Moulin

他（2017 年） 

𝐸𝐹𝐻𝐸𝑅𝐵 

(16.904) 

𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1 除草剤の使用による CO2 排出

係数 

（蒲原他（2009 年）） 

𝐸𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

(バイオガス処理

有: 349,  

バイオガス処理無: 

1,037) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑜𝑛−1 搾油工程からの CO2排出係数 （ Kaewmai 他（ 2012 年））、 

（Hosseini 他（2015））、（Choo 他

（2011 年）） 

𝐸𝐹𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑜𝑛−1 精製工程からの CO2排出係数 （Choo 他（2011 年）） 
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(搾油工程でのバイ

オガス処理有:881, 

搾油工程でのバイ

オガス処理無: 

1,125) 

（N.D. Mortimer,他（2010 年）） 

𝑊𝑖 

(FFB→CPO：0.248、

CPO→RPO：0.955、

RPO→RPOs：
0.235) 

𝑡𝑜𝑛 輸送量（i = 𝑌𝐹𝐹𝐵, 𝐶𝑃𝑂, 𝑅𝑃𝑂𝑠） （Tan 他（2010 年））、（Teng（2010

年））、Choo 他（2011 年））（蒲原

他（2009 年））、（Pleanjai 他（2007

年）)、（Egeskog 他（2016 年）） 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑_𝑒𝑥 

(0.071) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑀𝐽−1 原料調達国内における陸上輸

送からの CO2排出係数 

（ Azmanl 他 （ 2004 年 ） ) 、

（Ministry of Natural Resources 

and Environment Malaysia.（2014

年））、（Horizon（2016 年）） 

𝐶𝑜𝐸 

(38.04) 

𝑀𝐽 𝐿−1 換算係数 （石油連盟（2015 年）） 

𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑 

(①農園→搾油工場 

マレーシア: 33 

インドネシア: 8.5 

②搾油工場→精製

工場 

マレーシア: 155.7 

インドネシア: 72 

③精製工場→港 

マレーシア・イン

ドネシア: 34.3 

④港→発電所 

100km と仮定) 

𝑘𝑚 陸上輸送距離 ①農園→搾油工場 

マレーシア 

（Arshad 他（2017 年））、（Teng

（2010 年）） 

インドネシア 

（蒲原他（2009 年））、（Egeskog

他（2016 年）） 

②採油工場→製油工場 

マレーシア 

（Tan 他（2010 年））、（Teng（2010

年））、（Arshad 他（2017 年）） 

インドネシア 

（Egeskog 他（2016 年）） 

③製油工場→港 

（Arshad 他（2017 年））、（Teng

（2010 年））、（蒲原他（2009 年）） 

④港→発電所 

本試算では 100km で固定 

𝐹𝐶 

(4.15) 

𝑘𝑚 𝐿−1 20 トントラックの燃費 （国土交通省（2018 年）） 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

(3.17E-06) 

𝑘𝑔
− 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 𝑘𝑚−1 

陸上輸送からの CH4 (N2O)排出

係数 

（Ministry of Natural Resources 

and Environment Malaysia.（2014

年）） 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑_𝑖𝑛 

(0.24) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1 わが国における陸上輸送から

の GHG 排出係数 

（国土交通省（2018 年）） 

𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡 

(マレーシア→日

本: 5,323, 

インドネシア→日

本: 5,790) 

𝑘𝑚 港間距離 Portworld 

𝐸𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡 

(0.039) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1 海上輸送からの CO2排出係数 （国土交通省（2016 年)） 

𝐺𝑒𝑓 

(0.95) 

− 燃焼効率 （国立環境研究所（2018 年)） 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

(CH4: 0.000003, 

N2O: 0.0000006) 

𝑘𝑔
− 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 𝑀𝐽−1  

発電燃焼による非 CO2 排出係

数 

（IPCC（2006 年）） Chapter 2, 

Table 2.2, “Solid biofuel”, “Liquid 

biofuel”. 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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２．大豆油 

２.１.１  全体の流れ 

大豆油発電のライフサイクル GHG 排出量を計算するにあたり、栽培から発電までの工

程とその中での GHG 排出源を図表 112 に示す。農園で栽培・収穫された大豆は乾燥され

た後、搾油工程にて大豆ミール（Soy bean mill）と抽出大豆油（Crude Soybean oil）、その

他の部分に分離される。その後抽出大豆油は脱ガム、精製工程を経て、燃料として使用で

きる大豆油（Refines Soybean oil）となる。 

 

図表 112 大豆油発電のライフサイクル 

工程 GHG 排出源 

栽培 土地利用変化、窒素肥料、機械使用

によるエネルギー消費 

搾油 搾油工程でのエネルギー消費 

精製 精製工程でのエネルギー消費 

輸送②（海上輸送） 輸送船舶の燃料消費 

輸送③（陸上輸送：日本） 輸送車両の燃料消費 

発電 燃焼に伴う非 CO2排出（CH4, N2O） 

    （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

２.１.２  アロケーション 

図表 112 に記さている各工程のうち搾油工程では、バイオマス液体燃料である大豆油と

大豆ミル、その他に大豆が分離する。そこで今回のライフサイクル GHG 排出量の計算で

は搾油工程での GHG 排出量に対し、大豆油、大豆ミル、その他での熱量比によるアロケー

ションを行った（図表 113）（Norris 他（2016 年））、（Dalgaard 他（2008 年)）、（Jekayinfa

他（2013 年））、（佐藤他（2006 年））。 

 

図表 113 搾油工程でのアロケーション検討結果（赤字がアロケーション値） 

 
（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

これらより、大豆油発電のライフサイクル GHG 排出量は以下の式で表される。なお、

土地利用変化による GHG 排出量について本試算では考慮していない。 
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𝐶𝑂2−𝑠𝑜𝑦𝑜𝑖𝑙 = (𝐶𝑂2−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡) × 0.31 + 𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 + 𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝 + 𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,3)

+ 𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 

𝐶𝑂2−𝑠𝑜𝑦𝑜𝑖𝑙：大豆油発電ライフサイクル GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛：大豆油栽培での GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡：搾油工程からの GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒：精製工程からの GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,3)：輸送工程（①③）からの GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝：輸送工程（②）からの GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐：大豆油の燃焼による GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

 

２.１.３  大豆油による 1MJの発電に必要な大豆量の計算 

大豆油により 1MJ の発電を行う場合の大豆から大豆油が得られるまでのマテリアルフ

ローを図表 114 に示す。ここで用いている値は（Norris 他（2016 年））を参考にした。 

 

図表 114 大豆油を得るまでのマテリアルフロー 

 

（注）青色四角が各工程を表し、オレンジ色の四角は生成物を示す。 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

以上より、1MJ の発電を行うのに必要な大豆の量は以下の式より得られる。 

𝑌𝑠𝑜𝑦𝑏𝑒𝑎𝑛 =
1

𝐿𝐻𝑉
×

1

0.966
×

1

1.081
 

𝑌𝑠𝑜𝑦𝑏𝑒𝑎𝑛：1MJ の発電を行うのに必要な大豆量  [𝑘𝑔 ] 

LHV：大豆油の低位発熱量     [𝑀𝐽/𝑘𝑔 ] 

 

２.１.４  ライフサイクル GHG排出量の計算の流れ 

ここでは 1MJ の発電を行う場合のライフサイクル GHG 排出量を求める手法を示す。 
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（1）栽培工程からの GHG排出量：𝐶𝑂2−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

栽培工程からの GHG 排出量には排出係数に文献値を用いて、以下の算定式を適用した。 

𝐶𝑂2−𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑌𝑠𝑜𝑦𝑏𝑒𝑎𝑛 × 𝐸𝐹𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐸𝐹𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛：栽培工程における排出係数   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

（2）搾油工程からの GHG排出量：𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

搾油工程における GHG 排出量は栽培工程における GHG 排出量と同様に文献値を基に、

以下の式にて計算した。 

𝐶𝑂2−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 = (
1

𝐿𝐻𝑉
×

1

0.966
) × 𝐸𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

𝐸𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡：搾油工程における排出係数    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

（3）精製工程からの GHG排出量：𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 

精製工程における GHG 排出量は文献値を基に、以下の式にて計算した。 

𝐶𝑂2−𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 =
1

𝐿𝐻𝑉
× 𝐸𝐹𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 

𝐸𝐹𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒：精製工程における排出係数     [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

（4）陸上輸送からの GHG排出量（輸送工程①）：𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1) 

原料生産国での輸送工程における GHG 排出量は以下の式にて計算した。 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1) = (
𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(1)

𝐿𝐻𝑉 × 1,000
) 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(1)：原料栽培国での輸送工程における排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1] 

（5）海上輸送からの GHG排出量（輸送工程②）：𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝 

海上輸送からの GHG 排出を計算するために必要な国間の距離を、世界の主要港間の距

離を計算するツールである Portworld より算出した。本試算では東京-アメリカ西海岸に加

え、東京-ブラジル、東京-アルゼンチンの距離の平均値を海上輸送距離として用いた。算

定式は以下の通りである。 

𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑖𝑝 = 𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡 ×
𝐸𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡

𝐿𝐻𝑉 × 1,000
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𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡：港間距離      [𝑘𝑚] 

𝐸𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡：海上輸送における排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1] 

（6）陸上輸送からの GHG排出量（輸送工程③）：𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(3) 

大豆を輸入後、わが国での陸上輸送における GHG 排出量は以下の式にて算定した。 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(3) = 𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑 × (
𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(3)

𝐿𝐻𝑉 × 1,000
) 

𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(3)：わが国での陸上輸送距離      [𝑘𝑚] 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(3)：わが国での陸上輸送における排出係数   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1] 

 

ここで𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑については港と発電所の距離に関するデータが不足していたため、100km

と仮定し試算を行った。 

（7）大豆油の燃焼による GHG排出：𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 

発電施設にて大豆油を燃焼させたときに生じる非 CO2排出量の試算は以下の式で行った。 

𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 = [(𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐 × 25) + (𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐 × 298)] × 1,000 

𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐)：大豆油の燃焼による CH4 (N2O)排出量  [𝑡𝑜𝑛 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)] 

 

ここで 25 と 298 は CH4と N2O の地球温暖化係数であり、EU で用いられているものと同

じ値を使用している。 

𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐) = 1 × 𝐺𝑒𝑓 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

𝐺𝑒𝑓：燃焼係数       [−] 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)：発電燃焼による非 CO2排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)𝑀𝐽−1 ] 

 

式中の 1 は今回の試算シナリオとして設定した発電量 1MJ を示している。 

 

２.２  使用パラメータ 

図表 115 ライフサイクル GHG 排出量の試算に用いたパラメータとその出所 

パラメータ 

（下には試算に使

用した値を示して

いる） 

単位 内容 出所 

LHV 𝑀𝐽 𝑘𝑔−1 低位発熱量 （武田他（2001 年）） 

𝑌𝑠𝑜𝑦𝑏𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑔 1MJ の発電を行うのに必要な

大豆量 

𝐿𝐻𝑉より計算 

𝐸𝐹𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

(0.669) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1 栽培工程における CO2 排出係

数 

（Norris 他（2016 年））、（Jekayinfa

他（2013 年）） 
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𝐸𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

(0.318) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1 搾油工程における CO2 排出係

数 

（Norris 他（2016 年））、（Jekayinfa

他（2013 年）） 

𝐸𝐹𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 

(0.03) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1 精製工程における CO2 排出係

数 

（Norris 他（2016 年）） 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(1) 

(0.026) 

𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑘𝑔−1 原料栽培国での輸送工程にお

ける CO2排出係数 

（佐藤他（2006 年））、（小林他

（2006 年）） 

𝐸𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡 

(0.039) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1 海上輸送工程における CO2 排

出係数 

（国土交通省（2016 年)） 

𝐷𝑝𝑜𝑟𝑡 

(アメリカ→日本: 

8,436 

南米→日本: 

20,513) 

𝑘𝑚 港間距離 Portworld 

𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(3) 

(100km と仮定) 

𝑘𝑚 国内陸上運搬距離 100km と仮定 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑(3) 

(0.24) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1 陸上輸送における CO2 排出係

数 

（国土交通省（2016 年)） 

𝐺𝑒𝑓 

(0.95) 

− 燃焼効率 （国立環境研究所（2018 年）） 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

(CH4: 0.000003, 

N2O: 0.0000006) 

𝑘𝑔
− 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)𝑀𝐽−1 

発電燃焼による非 CO2 排出係

数 

（ IPCC（2006 年））Chapter 2, 

Table 2.2, “Solid biofuel”, “Liquid 

biofuel”. 

 

３．もみ殻 

３.１.１  全体の流れ 

もみ殻発電のライフサイクル GHG 排出量を算出するにあたり、栽培から発電までの流

れと GHG 排出源を下の図表 116 に示す。水田で栽培・収穫された稲はカントリーエレベー

ターやライスセンターなどの加工所に運ばれ、脱穀・乾燥・籾摺りの工程を通してもみ殻

と玄米に分かれる。得られたもみ殻は一時的に別の場所で貯蔵されることもあるが、その

まま発電所へ運搬され燃料として利用される。 

 

図表 116 もみ殻発電のライフサイクル 

工程 GHG 排出源 

栽培 機械でのエネルギー消費 

稲作からのメタン排出 

輸送①（水田→加工所） 輸送車両での燃料消費 

脱穀・籾摺り 加工工程でのエネルギー消費 

輸送②（加工所→発電所） 輸送車両での燃料消費 

発電 燃焼に伴う非 CO2排出（CH4, N2O） 

      （出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

３.１.２  アロケーション 

図表 116 に記されている各工程において、脱穀・籾摺り工程で稲がもみ殻と玄米に分離

する。もみ殻を副産物とみなさない場合、玄米ともみ殻でアロケーションを行う必要があ
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る。本試算では熱量比に関するデータが十分でなかったため、重量比による按分値を設定

した。図表 117中の 7:3という表記は稲から取れる玄米ともみ殻の重量割合を示している。

既存文献より稲から得ることのできるもみ殻の割合を 30%とし、もみ殻を副産物とみなさ

ないシナリオでは「稲作、輸送①、乾燥・籾摺り」工程による GHG 排出量の 30%をもみ

殻のライフサイクル GHG とした（農研機構（2012 年））。 

 

図表 117 もみ殻発電における乾燥・籾摺り工程でのアロケーション検討結果 

 
（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

これよりもみ殻発電のライフサイクル GHG 排出量は以下の式にて表される。なお、土

地利用変化による GHG 排出量について本試算では考慮していない。 

𝐶𝑂2−ℎ𝑢𝑠𝑘 = (𝐶𝑂2−𝑟𝑖𝑐𝑒 + 𝐶𝑂2−𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 + 𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1) + 𝐶𝑂2−𝑑𝑟𝑦) × 0.3 

+𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠(2,3) + 𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 

𝐶𝑂2−ℎ𝑢𝑠𝑘：もみ殻発電ライフサイクル GHG 排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑟𝑖𝑐𝑒：水田からの CH4排出に起因する GHG 排出量  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒：稲作機械の使用による GHG 排出量  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3)：輸送工程（①、②、③）からの GHG 排出量 [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑑𝑟𝑦：乾燥・籾摺りからの GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐：もみ殻の燃焼による GHG 排出量    [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2] 

 

３.１.３  もみ殻による 1MJの発電に必要な水田面積の計算 

もみ殻により 1MJ を発電する場合に必要な水田面積は以下の式より得られる。 

𝐴𝑟𝑖𝑐𝑒 = (
1

𝐿𝐻𝑉
×

1

0.3
) × 1,000 × (

1

𝑌𝑎𝑣𝑒
×

1

10
) 

𝐴𝑟𝑖𝑐𝑒：発電に用いたもみ殻を得るのに必要な水田面積 [𝑎] 
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LHV：低位発熱量     [𝑀𝐽/𝑘𝑔] 

𝑌𝑎𝑣𝑒：稲の平均収量     [𝑘𝑔 10𝑎−1] 

 

上式において 0.3 は稲から取れるもみ殻の割合、1,000 と 10 はともに単位の換算値であ

る。 

 

３.１.４  ライフサイクル GHG排出量の計算の流れ 

ここでは 1MJ の発電を行う場合のライフサイクル GHG 排出量を求める手法を示す。 

（1）水田からの GHG排出：𝐶𝑂2−𝑟𝑖𝑐𝑒 

水田からの CO2排出量は以下の式で表される。 

𝐶𝑂2−𝑟𝑖𝑐𝑒 = 𝐸 × 28 

𝐸：水田からの CH4の排出量   [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4 𝑦𝑟−1] 

 

ここで 28 はメタンの地球温暖化係数を表し、EU で用いられている値と同じものを使用

している。 

水田からの CH4排出量は 2018 年日本国温室効果ガスインベントリ報告書にある以下の

算定式を用いた。 

𝐸 = ∑ {(𝐴𝑟𝑖𝑐𝑒 × 𝑓𝐷𝑗 × 𝑓𝑊𝑘 × 𝑓𝑂𝑙) × 𝐸𝐹𝑗,𝑘.𝑙} ×
16

12𝑗,𝑘,𝑙
 

j：排水性（排水不良、日排除、4 時間排除） 

k：水管理（間断灌漑、常時湛水） 

l：施用有機物（稲わら、堆肥、無施用） 

𝑓𝐷：排水性割合    [−] 

𝑓𝑊：水管理割合     [−] 

𝑓𝑂：有機物管理割合    [−] 

EF：地方別・排水性別・水管理別・有機物管理割合別メタン排出係数 

      [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4 − 𝐶 (ℎ𝑎 𝑦𝑟)−1] 

（2）稲作機械の使用による GHG排出：𝐶𝑂2−𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 

稲作機械の使用による GHG 排出量は複数の文献値を参考に算出した。文献によっては、

図表 117 に示されているような稲作の細かい工程（肥料散布、耕起、殺虫剤、除草剤、収

穫、脱穀）に分けて各工程での GHG 排出量を求めているもの（佐賀他（2014 年））、（安

藤他（2011 年））や、稲作機械の使用による GHG 排出量を一括して載せているものがあ

る（久佛他（2008 年））。そこで細分化されている排出量を全て合計し、稲作機械全体から
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の排出量を文献ごとに算出し、本試算ではそれら複数の値の平均値を排出係数として用い

た。稲作機械の使用による GHG 排出量の計算方法を下に示す。 

𝐶𝑂2−𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 = 𝐸𝐹𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 ×
1

10
× 𝐴𝑟𝑖𝑐𝑒 

𝐸𝐹𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒：稲作での機械による排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 10𝑎−1] 

（3）輸送工程からの GHG排出：𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3) 

もみ殻発電におけるライフサイクルには「①水田→乾燥施設（カントリーエレベーター

など）」、「②乾燥施設→貯蔵施設」、「③貯蔵施設→発電所」の 3 つの輸送工程が存在する

（貯蔵施設での一時保管が行われない場合は工程②がなくなり、輸送工程③が「乾燥施設

→発電所」となる）。このうち輸送工程①で輸送されているのは稲であるため、輸送工程

①における GHG 排出量のみ 0.3 を乗じてアロケーションを行う。工程②③に関しては全

GHG 排出量がもみ殻のライフサイクル GHG 排出量に含まれる。各輸送工程からの GHG

排出量の算出には以下の共通の式を用いた。なお、本文での試算では貯蔵施設は利用され

ないとしており、輸送工程①の輸送距離は文献値を用い、乾燥施設から発電所までの距離

は 100km とした。 

𝐶𝑂2−𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3) = 𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3) × 𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑 ×
1

𝐿𝐻𝑉 × 1,000
 

𝐷𝑙𝑎𝑛𝑑(1,2,3)：輸送距離 [𝑘𝑚] 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑：排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1] 

 

（4）乾燥・籾摺りからの GHG排出：𝐶𝑂2−𝑑𝑟𝑦 

乾燥施設における乾燥・籾摺り工程での GHG 排出量は排出係数に処理量を乗じること

で算出した。排出係数は複数の文献の平均値を用いた（佐賀他（2014 年））、（安藤他（2011

年））、（久佛他（2008 年））。 

𝐶𝑂2−𝑑𝑟𝑦 = 𝐸𝐹𝑑𝑟𝑦 ×
𝐴𝑟𝑖𝑐𝑒

10
 

𝐸𝐹𝑑𝑟𝑦：乾燥・籾摺りからの排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 10𝑎⁄ ] 

（5）発電燃焼による非 CO2排出：𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 

発電施設にてもみ殻を燃焼させたときに生じる非 CO2 排出量の試算は以下の式で行っ

た。なお、N2O の地球温暖化係数は EU で用いられている値と同じものを使用している。 

𝐶𝑂2−𝑒𝑙𝑒𝑐 = [(𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐 × 28) + (𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐 × 298)] × 1,000 
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𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐)：もみ殻の燃焼による CH4 (N2O)排出量  [𝑡𝑜𝑛 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)] 

 

𝐶𝐻4−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑁2𝑂𝑒𝑙𝑒𝑐) = 1 × 𝐺𝑒𝑓 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

𝐺𝑒𝑓：燃焼効率      [−] 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂)：発電燃焼による非 CO2排出係数  [𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 𝑀𝐽−1 ] 

 

式中の 1 は今回の試算シナリオとして設定した発電量 1MJ を示している。 

 

３.２  使用パラメータ 

図表 118 ライフサイクル GHG 排出量の試算に用いたパラメータとその出所 

パラメータ 

（下には試算に使

用した値を示して

いる） 

単位 内容 出典 

LHV 

(17.8) 

MJ/kg 低位発熱量 ECN「Phyllis2」 

𝑌𝑎𝑣𝑒 

(532) 

𝑘𝑔 10𝑎⁄  平均収量 （農林水産省（2018 年）） 

𝑓𝐷（注） − 排水性割合 （国立環境研究所（2018

年）） 

𝑓𝑤（注） − 水管理割合 （国立環境研究所（2018

年）） 

𝑓𝑜（注） − 有機物管理割合 （国立環境研究所（2018

年）） 

EF（注） 𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4 − 𝐶 (ℎ𝑎 𝑦𝑟)−1 地方別・排水性別・水管理別・

有機物管理割合別メタン排出

係数 

（国立環境研究所（2018

年）） 

𝐸𝐹𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 

(53.8642) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 10𝑎⁄  稲作での機械による CO2 排出

係数 

（佐賀他（2014 年））、（久

佛（2008 年））、（安藤（2011

年）） 

𝐷(1,2,3) 

(①水田→乾燥所 

29.68 

②乾燥所→貯蔵施

設 

117.88 

③乾燥場（貯蔵施

設）→発電所 

100km と仮定) 

𝑘𝑚 輸送工程①②③での輸送距離 ①水田→乾燥場 

（佐賀他（2014 年））、（清

水他、（2010 年）） 

②乾燥場→貯蔵施設 

（佐賀他（2014 年）） 

③乾燥場（貯蔵施設）→

発電所 

100km と仮定 

𝐸𝐹𝑑𝑟𝑦 

(63.436) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 10𝑎⁄  乾燥・籾摺りによる𝐶𝑂2排出係

数 

（佐賀他（2014 年））、（久

佛（2008 年））、（安藤（2011

年）） 

𝐸𝐹𝑙𝑎𝑛𝑑 

(0.24) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2 𝑡𝑘𝑚−1 陸上輸送における CO2 排出係

数 

（国土交通省（2016 年）） 

𝐺𝑒𝑓 

(0.95) 

− 燃焼効率 （国立環境研究所（2018

年）） 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐−𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 

(CH4: 0.00003, 

N2O: 0.000004) 

𝑘𝑔 − 𝐶𝐻4(𝑁2𝑂) 𝑀𝐽−1 発電燃焼による非 CO2 排出係

数 

（ IPCC （ 2006 年 ）） 

Chapter 2, Table 2.2, “Solid 

biofuel”, “Liquid biofuel”. 

（出所）複数文献に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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（注）𝑓𝐷, 𝑓𝑤 , 𝑓𝑜, 𝐸𝐹については地域ごとに異なる値が複数存在しここでは全てを記載できないため、「日本国温

室効果ガスインベントリ報告書」（2018）の P-5-29, 表 5-37、P5-31, 表 5-38, 表 5-39, 表 5-40, 表 5-41 を参考にさ

れたい。 

４．ライフサイクル GHG排出量算定ツール（案） 

ライフサイクル GHG 排出量の独自試算を行ったパーム油、PKS、もみ殻について、発電

事業者が独自でライフサイクル GHG 排出量の試算を実施できる「ライフサイクル GHG 排

出量算定ツール（案）」を作成した（図表 119）。 

このツールではいくつかの基本的な情報を入力もしくは選択することで、各発電事業者に

合わせたライフサイクル GHG 排出量を計算することができる。原料生産国の輸出港など、

事業者が把握していない情報についても平均値を設定しており、簡易にライフサイクル

GHG 排出量の算定を行うことができる。本調査ではライフサイクル GHG 排出量を試算する

ためのツールの一案として作成しているが、今後わが国がライフサイクル GHG 排出量基準

を設ける場合には、図表 119 のように、どの事業者が試算を行っても結果が同一となり、試

算手法がわかる透明性の高いツールを作成することが必要である。 

図表 119 ライフサイクル GHG 排出量算定ツール（案） 
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