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第１章 はじめに 

I. 背景及び目的 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（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 2018 年 4 月に改訂され、「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」と規定された。 

2018 年度の調達価格等算定委員会では、このような持続可能性の確認方法については、総

合資源エネルギー調査会の下に検討の場を設けて、①主産物については、個々の燃料ごとに

RSPO と同等の持続可能性をどのように確認するか、②副産物については、現時点では持続可

能性の確認を行っていない PKS 及びパームトランクを含めて、専門的・技術的に検討するこ

ととなり、その旨が 2019 年 4 月改訂の事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）に示さ

れた。 

また、ライフサイクル GHG 排出量基準の検討についても、その必要性が調達価格等算定委

員会の場で委員から指摘されているところである。 

こうした状況を受け、これらの論点に関する調査を行い FIT 制度下におけるバイオマス発

電の持続可能性の担保に資する検討の一助とすることを、本事業の目的とした。 

 

II. 調査の概要 

本調査では、主に以下の 2 項目について調査を行い、調査結果を次章以降に示した。 

 

図表 1  調査の概要 

調査項目 主な内容 

持続可能性の確

認内容・方法の

検討に向けた調

査 

昨年度までの調査結果を踏まえつつ、FIT 制度の下で用いられうる持続可能性認

証スキームを選定するための評価基準について考察するとともに、調査対象の各

スキームについて同基準に照らして基準を満たしているかの確認を行った。 

また、検討を通じて明らかになった主産物と副産物の取り扱いの整理、確認すべ

きサプライチェーンの対象範囲といった論点についても検討を行った。 

ライフサイクル

GHG排出量基準

の検討に向けた

調査 

ライフサイクル GHG 排出削減の基準値（例えば化石燃料使用時と比較した削減

割合等）、基準値を満たしているかを事業者が確認するための算定方法（算定式、

バウンダリ等）、簡易な算定を可能にするための燃料種や生産・加工・輸送工程等

の条件に応じた代表値・デフォルト値について既存情報を収集・整理した。 

具体的には改正欧州再生可能エネルギー指令（EU RED II）を精査し、検討の経緯

及び結果を把握した。 
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第２章 バイオマス持続可能性ワーキンググループにおける検討に向けた

情報収集・分析 

昨年度（2018 年度）調査では、国際的に用いられている持続可能性認証スキームを複数選

定し、FIT 制度の下で参考にすると「事業計画策定ガイドライン」において言及された RSPO

（Roundtable on Sustainable Palm Oil）をベースに、各認証スキームが定めている基準を比較分

析した。加えて、将来的に FIT 制度の下で RSPO 以外に適用しうる認証スキームを検討すべ

く簡易評価を実施した。 

今年度調査においては、こうした比較分析をさらに精緻に行った。また、2013 年版の RSPO

の P&C 基準、その他の制度ルール（認証の更新・取消に関するルール等）を踏まえ、わが国

FIT 制度の下で適用するにあたり各認証スキームが満たすべき基準の案を提案した。 

 

I. 海外制度及び海外で適用されている持続可能性認証スキームの精査 

前提となる情報の整理 

 FIT 制度の下でのバイオマスの取扱い 

FIT 制度におけるバイオマス発電については、2016 年度から 2017 年度にかけて、一般木

材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料区分（いずれの区分も農産物の収穫に伴って生じ

るバイオマスを含む）に係る認定量が急増した。 

FIT 制度は、バイオマス発電に対して FIT 認定基準の 1 つとして「燃料を安定的に調達す

ることが見込まれること」を求めている。この燃料の安定調達については、中長期的な観点

から持続可能な形で生産された燃料であることも確認している。 

輸入燃料の持続可能性については、第三者認証を用いて確認を行うこととしている。輸入

の農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料（パーム油）については、FIT 制度創設

時には第三者認証を求めていなかったが、今般の認定量の急増を受けて、持続可能性をより

厳格に確認する必要があるということから、2018 年 4 月の新規認定より RSPO 認証などの

第三者認証によって持続可能性の確認を行うこととした。 

こうした中で、2018 年の調達価格等算定員会において、多くの種類の新規燃料を活用する

可能性が事業者から示され、多様な燃料の持続可能性をいかに確認するかの検討が必要にな

るとともに、パーム油に関しても RSPO 認証以外の認証を活用できるか等の検討が必要に

なった。 

この状況を受け、2018 年度の調達価格等算定委員会において検討が行われたところ、FIT

制度で農産物の収穫に伴って生じるバイオマス燃料に求める持続可能性の確認については、

基準に少なくとも含まれなければならない評価項目等をさらに具体化したうえで詳細を検

討する場を総合資源エネルギー調査会の下に設け、専門的・技術的に検討を行うこととの意

見が取りまとめられた。 
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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）」（2019 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（直接また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。主産物（パーム油）、副産物（PKS、パームトラン

ク）のいずれについても、持続可能性（合法性）を確保すること。主産物については、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。 

 

⑨  ⑤のうち 2018 年 3 月 31 日以前に認定を取得した案件については、2019 年 3 月 31 日までに

以下の事項を行うこと。（中略） 

・ ⑤のパーム油について、例えば RSPO などによる持続可能性（合法性）が認証された書類の

交付（ただし 2018 年 12 月 19 日までに運転開始している案件であって、2018 年 2 月 7 日までに

発電設備の発注と燃料安定調達契約等の締結を済ませているものについては、持続可能性（合法

性）の確保に関する事業者の自主的取組を行い、取組の内容及び燃料調達元の農園の情報を自社

のホームページ等で情報開示することを条件として、2021 年 3 月 31 日までその確認を猶予す

る。また、2018 年 12 月 19 日までに運転開始していない案件については、持続可能性（合法性）

の確保に関する事業者の自主的取組を行い、取組の内容及び燃料調達元の農園の情報を自社の

ホームページ等で情報開示するとともに、持続可能性（合法性）の確認ができるまでは運転開始

しないことを条件として、2021 年 3 月 31 日までその確認を猶予する。） 

・ ⑤のパーム油以外のバイオマス液体燃料についても、パーム油に準じた取り扱いとし、持続

可能性（合法性）を認証する書類の交付 

 

【解説】 

⑤について、固定価格買い取り制度においては、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

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（合法性）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。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、主産物の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。 

 

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。RSPO 以外の持続可能性基準についても、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ていること、と同等の認証が必

要であり、総合資源エネルギー調査会において検討がなされるため、RSPO 以外の持続可能性基準

を使用する場合には、あらかじめ経済産業省に個別に相談すること。なお、国内で生産された農産

物の収穫に伴って生じるバイオマスを使用する場合は、あらかじめ農林水産省に個別に相談するこ
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と。 

また、副産物の持続可能性（合法性）の具体的な確認方法については、総合資源エネルギー調査会

において検討がなされる。 

 

上記の調達価格算定委員会における意見を踏まえ、2019 年度は、総合資源エネルギー調査

会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会の下にバイオマス持続可能性

ワーキンググループ（以下、持続可能性 WG）が設置された。持続可能性 WG では、FIT 制

度の下で適用しうる RSPO と同等以上の持続可能性認証スキーム等について検討すること

となった。 

本調査においては、持続可能性 WG での検討に資するよう、必要な情報の収集・分析を実

施した。 

 

 持続可能性認証スキームの構造及び本調査の調査対象 

先に示した「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」にも記載がある通り、国際的

に活用されている持続可能性認証スキームは、環境・社会・労働といった観点から対象製品

が持続可能かを判断する原則・基準（Principle and Criteria）を提示した P&C 認証と、サプラ

イチェーンにおいて認証製品が非認証製品と分別管理されていることを担保するためのサ

プライチェーン認証の 2 つから構成されている。FIT 制度への適用に向け、本調査では、P&C

認証及びサプライチェーン認証のいずれについても、RSPO と同等以上であることを示す材

料を提供する必要がある。 

また、認証スキーム自体が適切に運用されていることを担保するため、ガバナンス（認証

の更新・取消、認証付与に際しての第三者性の担保、情報公開等）も重要となる。 

２．以降では、P&C 認証、サプライチェーン認証、認証スキームのガバナンスのそれぞれ

について、調査対象の認証スキームの情報を整理・分析した。 

 

本調査の調査対象は図表 2 の通り。このうち、副産物を認証できる持続可能性認証スキー

ムは RSB、ISCC、GGL である。認証スキームごとに、認証の種類や運用方法は異なる。ち

がいを理解したうえで、各認証スキームがどのように認証対象製品のサプライチェーンを通

じた持続可能性を担保しているかを確認する必要がある。 
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図表 2  本調査の調査対象及び概要 

認証 

スキーム

名 

RSPO 

（Roundtable on 

Sustainable Palm Oil） 

RSB 

（Roundtable on Sustainable 

Biomaterials） 

ISCC 

（International 

Sustainability and 

Carbon Certification） 

ISPO 

（Indonesian 

Sustainable Palm Oil） 

MSPO 

（Malaysian 

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 

・ 本部はマレーシア 

・ EU RED における

持続可能性基準の

運用に際し適用可

能と認められた認

証スキーム 

・ 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

に設立 

・ 本部はスイス 

・ 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 における持続

可能性基準の運用に

際し適用可能と認め

られた認証スキーム 

・ 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 における

持続可能性基準

の運用に際し適

用可能と認めら

れた認証スキー

ム 

・ インドネシア政

府が主導する認

証スキーム 

・ 2009 年設立 

・ インドネシア国

内で認証取得を

義務付ける意向

だが、実態として

認 証 取 得 率 は

2019 年 5 月時点

で約 29%（面積

ベース） 

・ 新たに大統領令

に基づく仕組み

として改訂を予

定（時期は未定） 

・ 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 

・ 2019 年 4 月時点

の認証取得率は、

小規模農園につ

いて約 63%（面積

ベース） 

・ 2019 年末までに

順次 MSPO の取

得を義務化する

予定とのことだ

が、進捗は不明 

・ 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

能性基準に適用するた

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 

種

類 

・ パーム油、パーム

核油 

・ 全てのバイオマス ・ 全てのバイオマ

ス 

・ 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 

地

域 

・ 全世界 ・ 全世界 ・ 全世界 ・ インドネシア ・ マレーシア ・ 全世界 

認証の 

種類・ 

運用方法 

・ 生産者認証とサプ

ライチェーン認証

の 2 種類 

・ 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、12 原

則 39 基準（環境・社会

面の基準遵守状況の

報告、GHG 算定、CoC

の証明等）のうち自身

が適用すべき基準を

特定、これに対応して

いることを証明 

・ 一般向け、EU RED 対

・ モジュール方式

で分野（品質管

理、生物多様性、

GHG等）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 

・ ドイツ国内向け、

EU RED 対応版、

全世界での適用

・ インドネシアの

法制度遵守と持

続可能性の向上

を目的とした基

準を設定 

・ P&C 認証は、事業

者の規模ごとに、

農園・工場統合運

営会社、農園会

社、工場運営会

社、極小規模農

・ オイルパーム管

理認証と、2018 年

に新設されたサ

プライチェーン

認証の 2 種類 

・ オイルパーム管

理認証は、全体版

（General）、独立

小規模所有者向

け、農園・組織化

された小規模所

・ 5 つの基準から構成

（CoC、農業由来の原料、

取引及び製品、森林管

理、発電事業者） 

・ 事業者は、少なくとも

「CoC」は必ず遵守する

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「取引及

び製品」に示される原則

に従って書類やデータ
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認証 

スキーム

名 

RSPO 

（Roundtable on 

Sustainable Palm Oil） 

RSB 

（Roundtable on Sustainable 

Biomaterials） 

ISCC 

（International 

Sustainability and 

Carbon Certification） 

ISPO 

（Indonesian 

Sustainable Palm Oil） 

MSPO 

（Malaysian 

Sustainable Palm Oil） 

GGL 

（Green Gold Label） 

応版、小規模事業者向

けを整備 

を想定した版を

整備 

家、小規模農家の

それぞれに向け

た原則・基準・指

標を整備 

・ サプライチェー

ン認証は整備さ

れていない 

有者向け、搾油工

場向けの 4 種類

の原則・基準・指

標を整備 

の引き渡しを行う必要

がある 

・ 森林については、FSC も

しくは PEFC を取得して

いる場合は GGL「森林管

理」の遵守は不要 

（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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P&C 認証に関する分析 

 基準（及び一部指標）の内容 

本調査では、認証スキームにおける以下の P&C 認証を調査対象とした。RSPO について

は、2013 年版と 2018 年版が公開されていることから（2018 年 11 月以降は RSPO2018 が適

用される）、両者について分析を行うこととした。 

 

認証スキーム 調査対象文献 原則・基準・指標の数 

RSPO 2013 「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） 

8 原則 43 基準 148 指標 

RSPO 2018 「Principles and Criteria For the Production of Sustainable 

Palm Oil 2018」（2018 年） 

7 原則 41 基準 163 指標 

RSB 「RSB Principles & Criteria」（2016 年） 12 原則 39 基準 155 指標 

ISCC 「 Sustainability Requirement for the Production of 

Biomass」（2016 年） 

6 原則 46 基準 

ISPO 「Principles and Criteria of Indonesian Sustainable Pam 

Oil (ISPO) Applicable to Plantation Company in 

Performing Integrated, Renewable Energy Palm Culture」

（2015 年） 

7 原則 33 基準 128 指標 

MSPO 「Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Part 1: General 

principles」（2013 年） 

7 原則 33 基準 

GGL 「GGLS2 - Agricultural Source Criteria」（2017 年） 

「GGLS5 - Forest Management Criteria」（2017 年） 

農業：11 原則 29 基準 

森林：14 原則 48 基準 

（注）赤字が本調査の対象。ただし、一部の認証スキーム、項目（土地利用転換）については指標も分析対象と

した。 

 

各認証スキームは、大きくは環境、社会・労働、ガバナンス等に関する原則・基準・指標

を有している。本調査対象としては、こうした項目のうち重要と考えられる項目について各

認証スキームの基準を比較した。重要と考えられる項目は、持続可能性 WG 第 1 回会合（2019

年 4 月 18 日）の資料に挙げられた項目をもとに選定した。 

調査結果を図表 3～図表 5 に示す。 

環境の部門について、天然林の保全については、天然林の転換を禁止している認証スキー

ムと、転換は認めておりその際に所定の手続きを求めている認証スキーム（ISPO）がある。

泥炭地の転換については、泥炭地の転換を禁止している認証スキームと、転換は認めており

その際に一定の条件を求めている認証スキーム（ISPO、MSPO）がある。なお RSPO では、

2018 年版への改訂の際に、泥炭地の転換を全面的に禁止した。GHG 等の排出・汚染の削減

については、削減計画を策定し排出を最小限に留めることを規定している認証スキームが多

かったが、ISPO 及び GGL ではこれが確認できなかった。RSB のみ、ライフサイクル GHG

排出量削減に関する数値基準を有していた。生物多様性保全については、いずれの認証ス

キームも保全価値の高い地域の維持・向上を求める基準を有していた。 

社会・労働の部門について、土地の権利については、MSPO は、他者の土地に関する権利

の保護は規定しているが、事業者による土地使用権の確保に関する指標がないという特徴を
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有する。強制労働の排除については ISPO、MSPO は基準を確認できなかった。労働者の団

結権及び団体交渉権の確保については、多くの認証スキームがこれを基準として有している

のに対し、ISPO 及び MSPO は類似の基準はあるものの明確に両権利を担保すると言及した

基準ではなかった。また GGL は森林用の基準には当該基準があったが、農業用の基準には

なかった。 

ガバナンスの部門について、法令遵守については多くの認証スキームが国・地域及び国際

的な法規制の遵守を求めているのに対し、ISPO では同様の基準は確認できなかった。ISPO

はインドネシアの法制度に基づきインドネシア政府が構築した認証スキームであり、基準に

書かれなくとも前提として根拠法が明確で認証スキーム運用時点で合法性は担保されてい

るという整理である可能性があるが、仮にインドネシア国内法違反が発覚した場合、認証の

取消に繋がるものなのか確認できなかった。 
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図表 3  認証スキームの P&C 基準の比較：環境 

 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

天
然
林
の
保
全 

・ 2005 年 11 月以降、天

然林、又は、維持もし

くは拡大が要求されて

いる HCV 地域で、新た

な作付けをしていない

証拠が存在すること。

新規作付けの計画及び

管理に際しては、特定

された HCV 地域の維持

又は拡大 を最大限確保

するものとする。（指

標 7.3.1） 

・ 2005 年 11 月以降の

土地転換は天然林

や保護が求められ

ている土地、HCV

地域を害してはな

らない。2018 年 11

月 15 日以降の土地

転換は HCV 地域及

び HCS 森林を害し

てはならない。

（指標 7.12.1） 

・ 2008 年 1 月 1 日以降

は、対象地において保

全管理の一環として原

料生産や加工が合法的

に認められている場合

を除き、侵入が許可さ

れていない地域で事業

を行ってはならない。

当該エリアは国際・

国・地域で法的に保護

されている地域をはじ

め以下のような土地を

含む：     

 【中略】    

天然林（天然再生林を

含む）、 

天然もしくは人工の生

物多様性の高い草地。

（指標 7.a.5） 

・ 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。（基準

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

地利用転換・使用の

みが許される。（基

準 1.5） 

・ 天然林及び泥炭地

の利用に対する保

護 

1. 対象地が森林

に該当する場合

は、土地利用に係

る文書が備えられ

ている。 

2. 県知事／市長

からの立地許可文

書が備えられてい

る。（原則 3 にお

ける指標） 

・ 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。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。（指標 7.1） 

・ 2008 年 1 月以降に以下に

示す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

びその他の森林、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 【以下

略】（農業用、基準 7.1） 
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 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

泥
炭
地
の
保
全 

・ 作付けを避けるべき区

域を特定するため、過

度な勾配及び泥炭地を

含む耕作限界の脆弱な

土壌を特定する地図が

入手でき、使用され

る。（指標 7.4.1） 

泥炭地を含む耕作限界

の脆弱な土壌で、限定

的作付けが提案された

場合は、悪影響を招く

ことなく土壌を保護す

るための計画が策定さ

れ、実施されるものと

する。（指標 7.4.2） 

・ 2018 年 11 月 15 日

以降は、泥炭の深

さに関わらず、泥

炭地に新規植栽し

てはならない。

（指標 7.7.1） 

・ 管理地内の泥炭土

壌の区域は明示さ

れ文書化されて

RSPO 事務局に報告

されなければなら

ない（2018 年 11 月

15 日以降）。（指

標 7.7.2） 

・ 2008 年 1 月以降は、国

際的または地域として

保全価値が高いと特定

された土地を転換して

はならない。当該エリ

アは以下を含む：   

【中略】  

c)炭素ストック量の高い

土地（湿地、泥炭地） 

【以下略】 

（7.a.6） 

・ 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。（基準

1.3） 

・ 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。（基準

1.4） 

・ プランテーション

会社が泥炭地で栽

培を行う場合は、

環境機能の破壊を

生じることのない

よう、泥炭地の性

状に留意して行わ

なければならな

い。 

1. 泥炭地での栽

培のための標準業

務手順又は作業指

示が備えられてお

り、かつ法令を参

照する。 

2. 栽培は、深さ

3m 未満の泥炭地

で行わなければな

らない。また、泥

炭層の下の鉱物層

が珪砂や酸性硫酸

塩土壌であっては

ならず、腐敗泥炭

地において栽培が

認められる。 

3. 泥炭地からの

炭素排出防止のた

め、地下水位を

60-80cm の間に調

整する。 

 4.作物栽培の実

行について文書化

される。（指標

2.2.1.4 及びそのガ

イダンス） 

・ 泥炭地への植林が提案

される場合、泥炭地が

悪影響を受けることな

く保護されるための緩

和計画が策定・実施さ

れなければならない。

（指標 7.2） 

・ 原料の生産・収集が、そ

れ以前に湛水状態であっ

た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。

（農業用、基準 9.1） 
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 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

G
H

G

等
の
排
出
・
汚
染
削
減 

・ 温室効果ガス（GHG）

を含む汚染と排出の削

減計画が策定・ 実施・

監視される。（5.6） 

・ 新たな農園開発は、

GHG 排出量を最小限に

留めるよう計画され

る。 （7.8） 

・ GHG を含む汚染と

排出の削減計画が

策定・実施・監視

される。新たな農

園開発は、GHG 排

出量を最小限に留

めるよう計画され

る。（7.10） 

・ 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） 

・ バイオ燃料のライフサ

イクル GHG 排出量につ

いては、土地利用変化

を含むバウンダリ全体

について計算しなけれ

ばならない。またライ

フサイクル GHG 排出量

を減らす方法での、副

産物・残渣・廃棄物の

利用にインセンティブ

が与えられる。（3b） 

・ バイオ燃料は、化石燃

料利用を基準としてラ

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

導入の場合は 60%）。

（3c） 

・ 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） 

・ 有害物質や有機汚染物

質等に関する国際条約

（PIC 条約、POPs 条

約）で特定された化学

物質を使用する際、そ

れらの物質はリスト化

され、3 年以内に使用を

順次停止する計画を策

定しなければならな

い。（指標 11d2） 

・ 地下水を灌漑に利用

できない場合、事業

者は水質汚染を防止

し排水を削減する水

利用計画を策定する

必要がある。（指標

2.5.2 解説文） 

・ 化学残渣、肥料、土

壌侵食等の地下水・

地表水への拡散や局

所汚染を最小化する

ための農業方法を実

施する。持続可能な

水の利用と水質汚染

防止を目的とした水

管理計画文書が存在

しなければならな

い。（指標 2.5.3 解

説文） 

・ 廃棄物の削減及びリ

サイクル、汚染につ

いて網羅した、包括

的かつ最新の文書化

された農園廃棄物管

理計画が利用可能で

ある。（指標 2.10.5

解説文） 

※GHG 削減計画に言及

した記載なし 

・ 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。

（4.10） 

・ 危険物質、有害物

質及びその廃棄物

の管理： 危険物

質、有害物質及び

その廃棄物は関連

法に基づき管理さ

れなければならな

い。（4.3） 

・ 汚染や排出の削減： 全

ての汚染活動の評価が

実施され汚染源が特定

され、これらを削減す

るための行動計画が策

定・実施されなければ

ならない。（5.4） 

・ GHG 及びエネルギー収支

の計算を実施しなければ

ならない。（COC、

10.1） 

・ 全てのバイオマス供給事

業者は、排出量を一定の

基準値以下にしなければ

ならない。（COC、

10.2） 

・ 計算に用いられた数字が

正確かつ最新であること

を証明できる根拠を示さ

なければならない。

（COC、10.6） 

※汚染削減計画に言及した記

載なし 
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 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

生
物
多
様
性
の
保
全 

・ 希少種・絶滅危機種並

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

確保できるように事業

を管理する。（5.2） 

・ 2005 年 11 月以降、天然

林、 又は、 維持もし

く は拡大が要求されて

いる HCV 地域で、 新

たな 作付けをしていな

い。（7.3） 

・ 管理区域内の HCV

地域や HCS 森林は

特定、保護、強化

される。（7.12） 

・ 事業対象地内で、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） 

・ 生息地の分断を最小限

にとどめるため、生態

学的コリドーを保護、

回復もしくは造成しな

ければならない。

（7d） 

・ 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） 

・ 生物多様性価値の高

い土地（森林、天然

資源の保護が規定さ

れている土地、希少

種・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）（再） 

・ 保護地域：植林会

社は、関連法に従

い保護地域の特定

及び保全を行わな

ければならない。

（4.8） 

・ 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） 

・ 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） 

・ 生態系サービス等の保

護が指定された区域に

植林してはならない。

特定の場合を除き、生

物多様性価値の高い土

地に植林してはならな

い。（7.1） 

・ 2008 年 1 月以降に以下に

示す状態であった土地か

らは、原料を生産しては

ならない： 【中略】 

②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（農業用、

7.1） 

・ 絶滅危惧の植物や動物の

種を保護し、可能であれ

ばこれらの個体数を増や

し生息地を強化するため

の対策が講じられる。

（森林用、2.2） 

・ HCV 地域または同等の区

域が特定され、保護さ

れ、可能な場合は強化さ

れる。（森林用、2.1） 

・ 非木材林産物の開発は、

森林の生物多様性の維

持・保全のために、規

制・監視・管理される。

（森林用、2.5） 

・ 生態系への不要な悪影響

を防ぐ。（森林用、3.4） 

（注）HCV（High Conservation Value）地域：高い保護価値を有する地域、HCS（High Carbon Stock）森林：高い炭素ストック量を有する森林 

（注）赤字：RSPO 2013 において重要考えられる規定及び他認証スキームにおける同等の規定、青字：RSPO 以外の認証スキームにおける特徴的な事項（RSPO 2013 とのちがい等）、以降図表 

5 まで同様 

（出所）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）、RSPO「Principles and Criteria For the Production of Sustainable Palm Oil 2018」（2018 年）、RSB「RSB 

Principles & Criteria」（2016 年）、ISCC「Sustainability Requirement for the Production of Biomass」（2016 年）、ISPO「Principles and Criteria of Indonesian Sustainable Pam Oil (ISPO) Applicable to 

Plantation Company in Performing Integrated, Renewable Energy Palm Culture」（2015 年）、MSPO「Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Part 1: General principles」（2013 年）、GGL：「GGLS2 - 

Agricultural Source Criteria」（2017 年）、GGL「GGLS5 - Forest Management Criteria」（2017 年）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング仮訳、以降図表 5 まで同様 
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図表 4  認証スキームの P&C 基準の比較：社会・労働 

 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

事
業
者
に
よ
る
土
地
使
用
権
の
確
保 

・ 土地使用権は明示され、

法的又は慣習的な使用権

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） 

・ 地域住民が法的又は慣習

的な使用権を有している

ことが明示される場合、

FPIC の実施及び交渉によ

る合意があるという前提

のもと、土地取得や権利

放棄に対する補償が地域

住民に対して行われる。

（7.6） 

・ FPIC を実施しない状況下

でのオイルパームのため

の土地使用によって、他

の土地使用者の法的又は

慣習的な使用権を損ねて

はならない。（2.3） 

・ 土地使用権は明示され、

法的又は慣習的な使用権

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な

い。（4.8） 

・ 地域住民が法的又は慣習

的な使用権を有している

ことが明示される場合、

FPIC の実施及び交渉に

よる合意があるという前

提のもと、土地取得や権

利放棄に対する補償が地

域住民に対して行われ

る。（4.7） 

・ FPIC を実施しない状況

下でのオイルパームのた

めの土地使用によって、

他の土地使用者の法的又

は慣習的な使用権を損ね

てはならない。（4.4） 

・ 公式・非公式含

め、既存の土地所

有権や土地使用権

は評価・文書化・

確立されなければ

ならない。事業の

ための土地使用権

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

使用者・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） 

・ 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） 

・ 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） 

・ 土地の権利：植林

会社は土地の権利

を「開発権」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

地の権利を行使な

ければならない。

（1.7） 

・ 採掘許可地との重

複：植林会社は関

連法に基づき採掘

許可地との重複を

解決する合意を確

立しなければなら

ない。（2.3） 

・ オイルパームの栽培において

は、他の使用者の法的土地使

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） 

・ 森林管理者は森

林使用の法的権

利を有する。

（森林用、

1.1） 
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 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

児
童
労
働
の
排
除 

・ 児童の雇用又は搾取を行

わない。（6.7） 

・ 児童の雇用又は搾取を行

わない。（6.4） 

・ 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） 

・ 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（最悪の形態の

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） 

・ 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） 

・ 雇用条件が平等原則を遵守

し、労働者の賃金や条件が法

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） 

・ 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。

（森林用、

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

形態であっても行わな

い。（6.12） 

・ 強制労働又は人身売買に

よる労働者は、いかなる

形態であっても行わな

い。（6.6） 

・ 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） 

・ 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） 

 －  － ・ 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。

（森林用、

11.2） 
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 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

健
康
・
安
全
の
確
保 

・ 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） 

・ 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） 

・ 雇用主は労働条件が管理

され安全で健康を害する

リスクがないことを担保

する。（6.7） 

・ 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。（7.2） 

・ 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） 

・ 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、安全

な労働条件の規定等に

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

は、十分な能力を有す

ることが示された証明

書を有す者がこれを行

う。（3.1.5） 

・ 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） 

・ 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） 

・ 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

各個人が用いる

防護服により、

森林労働者の健

康と安全が保護

されなければな

らない。（森林

用、12.1） 
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 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

労
働
者
の
団
結
権
・
団
体
交
渉
権 

・ 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、雇用主は全従業員の

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） 

・ 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、雇用主は全従業員の

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。

（6.3） 

・ 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） 

・ 労働者は、労働条件の

交渉のために労働組織

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

ン会議を定期的に開催

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） 

・ 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） 

・ 雇用条件が平等原則を遵守

し、労働者の賃金や条件が法

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） 

・ 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。（森林用、

11.1） 
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図表 5  認証スキームの P&C 基準の比較：ガバナンス 

 RSPO2013 RSPO2018 RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

法
令
遵
守 

・ 地域と国に適用される全ての法

律と規制、及び適用される全て

の批准済み国際法と規制を遵守

する。（2.1） 

・ 地域と国に適用される全ての

法律と規制、及び適用される

全ての批准済み国際法と規制

を遵守する。（2.1） 

・ 事業サービスと労働を提供す

る全ての契約者、FFB 供給事

業者は法的要件を遵守する。

（2.2） 

・ 事業者は、事業に関わ

る全ての国の関連法・

規制及び国際法・国際

協定を遵守しなければ

ならない。（1） 

・ 労働者の雇用条件

は法規制及び/も

しくは個別に交渉

する協定に従わな

ければならない。

（4.18） 

・ 全ての適用可能な

地域・国の法律及

び批准している国

際条約を認識し、

遵守する。

（5.2） 

・ 植林対象地： 植林

事業者は植林地を州

や県・市の地域空間

計画に従って使用す

ることを担保しなけ

ればならない。

（1.6） 

・ 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） 

・ 地域、国、及び批准された国

際法及び規則を遵守しなけれ

ばならない。（3.1） 

 － 

情
報
提
供
・
公
開 

・ オイルパーム生産者と搾油工場

は、RSPO 基準に関連する環境

的、社会的及び法的争点につい

て、他の利害関係者に適切な情

報を提供する。この提供は、意

思決定への実効的参加が可能と

なるよう、適切な言語と形式で

行う。 （1.1） 

・ 認証取得事業者は、RSPO 基準

に関連する環境的、社会的及

び法定期争点について、他の

利害関係者に適切な情報を提

供する。この提供は、意思決

定への実効的参加が可能とな

るよう、適切な言語と形式で

行う。（1.1） 

・ 知的財産に関する国内

法や国際協定によって

制限されない限り、事

業における技術の使用

に関する情報は完全に

利用可能でなければな

らない。（11a） 

 － ・ 関連法に基づく除外

対象者以外の関係当

局及び全ての関係者

に対し、データ及び

情報を提供する。

（2.5） 

・ 関係者の要請に応じた十分な

情報が提供されなければなら

ず、また、管理文書は商業的

な機密性があるものや公開す

ることで環境・社会面で負の

結果を生じうるものを除き公

開されなければならない。

（2.1） 

 － 
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なお、MSPO については、認証取得事業者の規模や区分に応じて異なる原則・基準が設けられていることから、その違いについても整理・分析を行った。

結果は図表 6 の通りである。なお、下表に示す MSPO Part 2～Part 4 では Part 1（全体版）と比較してより詳細な指標（Indicator）が示されているので、これ

を整理した。なお、MSPO によると、Part 1（全体版）は一般的な原則・基準を示すものであり、認証機関が審査を行う際には詳細な指標（Indicator）が示さ

れている Part 2～Part 4 を用いているとのことであった。Part 2～Part 4 は、認証取得を目指す事業者の種類に応じて作成されており、Part 2 は独立小規模所有

者1用、Part 3 は農園及び組織化された小規模所有者2用、Part 4 は搾油工場用となっている。 

環境について、Part 2（独立小規模所有者用）、Part 3（農園・組織化された小規模所有者用）では天然林や泥炭地での植林の回避に直接言及していない。た

だし、Part 2（独立小規模所有者用）、Part 3（農園・組織化された小規模所有者用）では、高い生物多様性価値の土地での植林を回避する指標があり、加えて

用語の定義として高い生物多様性価値の土地には天然林が含まれるとされていることから、天然林への植林回避は規定されているとみなすことが可能であ

る。また、Part 3（農園・組織化された小規模所有者用）では泥炭地における植林は一定の範囲内で実施されうると規定されている。生物多様性の保全につ

いては、Part 2（独立小規模所有者用）、Part 3（農園・組織化された小規模所有者用）とも言及がある。Part 4（搾油工場用）は工場に対する要件のためこう

した自然資源に関する言及はない。GHG 等の排出・汚染削減については、Part 3（農園・組織化された小規模所有者用）、Part 4（搾油工場用）では削減計画

策定を求める規定があるのに対し、Part 2（独立小規模所有者用）ではこれが確認できず、汚染源の特定のみが規定されている。 

社会・労働について、事業者による土地使用権の確保については、Part 1～Part 4 の全てにおいて規定が確認された。児童労働の排除に関しては、Part 2（独

立小規模所有者用）、Part 3（農園・組織化された小規模所有者用）では、子供への悪影響を除外したうえで家族農園における子供の労働が許容されている。

健康・安全の確保については、Part 2（独立小規模所有者用）では健康についての言及が確認できなかった。労働者の団結権・団体交渉権の確保についても、

Part 2（独立小規模所有者用）では該当する指標が確認できなかった。 

ガバナンスについて、法令遵守については Part 1～Part 4 の全てにおいて規定が確認されたが、情報提供・公開については Part 2（独立小規模所有者用）の

み規定が確認できなかった。 

 

 

 

 

 

                                                           
1 独立小規模所有者（independent smallholders）とは、40ha 以下のパーム農園を所有もしくはリースにより借用し、自らその農園を管理している農家である。 

2 組織化された小規模所有者（organised smallholders）とは、40ha 以下のパーム農園を所有もしくはリースにより借用している農家のうち、マレーシア連邦土地開発機構（FELDA）等の政府機

関や州政府により管理されている農家である。 
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図表 6  MSPO の複数種の基準・指標における比較 

項目 MSPO Part 1（全体版） 
MSPO Part 2 

（独立小規模所有者用） 

MSPO Part 3 

（農園、組織化された小規模所有者用） 

MSPO Part 4 

（搾油工場用） 

環
境 

天然林

の保全 

・ 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。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） 

・ 独立小規模所有者は、高い生

物多様性価値がある（high 

biodiversity value）と地域、州

および国の法令で特定された

土地に植林してはならない。

（指標 7.1.1） 

定義：high biodiversity value 

Land that has one of the following 
status: 

 a) primary forest 

 b) 【以下略】 

・ オイルパームは、国もしくは州の生物

多様性規則の範囲内である場合を除

き、高い生物多様性価値（high 

biodiversity value）の土地に植林しては

ならない。（指標 7.1.1） 

定義：high biodiversity value 

Land that has one of the following status: 

 a) primary forest 

 b) 【以下略】 

－ 

泥炭地

の保全 

・ 泥炭地への植林が提案される場合、

泥炭地が悪影響を受けることなく保

護され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） 

－ ・ 泥炭地における新規植林・再植林は、

泥炭地開発や産業における優良事例に

関する MPOB ガイドラインに従う場

合に実施されうる。（指標 7.2.1） 

－ 

GHG

等の排

出・汚

染削減 

・ 汚染や排出の削減： 全ての汚染活動

の評価が実施され汚染源が特定さ

れ、これらを削減するための行動計

画が策定・実施されなければならな

い。（5.4） 

・ 全ての廃棄物及び汚染源は特

定されなければならない。（指

標 5.3.1） 

・ GHG 排出、予定された廃棄物、固

体・液体廃棄物を含む全ての汚染活動

の評価が実施されなければならない。

（指標 5.4.1） 

・ 特定された重大な汚染や排出を削減す

る行動計画が策定・実施されなければ

ならない。（指標 5.4.2） 

・ GHG 排出、予定された廃棄物、固

体・液体廃棄物を含む全ての汚染活動

の評価が実施されなければならない。

（指標 5.4.1） 

・ 特定された重大な汚染や排出を削減す

る行動計画が策定・実施されなければ

ならない。（指標 5.4.2） 

生物多

様性の

保全 

・ 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） 

・ 生態系サービス等の保護が指定され

た区域に植林してはならない。特定

の場合を除き、生物多様性価値の高

い土地に植林してはならない。

（7.1） 

・ 独立小規模所有者は、懸念の

ある生物種や生息地につい

て、その保全の必要性ととも

に基礎的な理解を示すべきで

ある。高い生物多様性価値を

有する保護種やその生息地の

情報は、森林局、森林研究機

関、野生生物局等の関連政府

機関から入手しうる。（指標

5.5.1） 

・ 独立小規模所有者は、高い生

物多様性価値があると地域、

州および国の法令で特定され

た土地に植林してはならな

い。（指標 7.1.1） 

・ 希少種、絶滅危惧種や生物多様性の価

値の高いものが存在する場合、管理計

画及び運用のための適切な措置とし

て、法的要件に基づく保護や違法活動

の抑制等が実施されるべき。（指標

5.6.2） 

・ オイルパームは、国もしくは州の生物

多様性規則の範囲内である場合を除

き、高い生物多様性価値の土地に植林

してはならない。（指標 7.1.1） 

－ 
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項目 MSPO Part 1（全体版） 
MSPO Part 2 

（独立小規模所有者用） 

MSPO Part 3 

（農園、組織化された小規模所有者用） 

MSPO Part 4 

（搾油工場用） 

社
会
・
労
働 

事業者

による

土地使

用権の

確保 

・ オイルパームの栽培においては、他

の使用者の法的土地使用権を損なっ

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） 

・ 独立小規模所有者は、自身の

土地所有権を証明しなければ

ならない。（指標 3.3.1） 

・ 必要に応じ、認識されている

土地の慣習的権利の範囲を示

す適切な規模の地図が利用可

能であるべき。（指標 3.3.2） 

・ 管理者は、自身のオイルパーム耕作活

動が他者の土地使用権を損なわないこ

とを担保しなければならない。（指標

3.2.1） 

・ 管理者は、土地の法的所有権もしくは

借用権、土地使用権の履歴、実際の土

地使用状況に関する文書を提供しなけ

ればならない。（指標 3.2.2） 

・ 土地が慣習的権利によって阻害されて

いる場合、企業はこうした権利が認識

されており、かつ脅かされたり軽減さ

れていないことを証明しなければなら

ない。（指標 3.3.1） 

・ 認識されている土地の慣習的権利の範

囲を示す適切な規模の地図が示されな

ければならない。（指標 3.3.2） 

・ 管理者は、自身のオイルパーム搾油活

動が他者の土地使用権を損なわないこ

とを担保しなければならない。（指標

3.2.1） 

・ 管理者は、土地の法的所有権もしくは

借用権、土地使用権の履歴、実際の土

地使用状況に関する文書を提供しなけ

ればならない。（指標 3.2.2） 

・ 土地が慣習的権利によって阻害されて

いる場合、企業はこうした権利が認識

されており、かつ脅かされたり軽減さ

れていないことを証明しなければなら

ない。（指標 3.3.1） 

・ 認識されている土地の慣習的権利の範

囲を示す適切な規模の地図が利用可能

であるべき。（指標 3.3.2） 

児童労

働の排

除 

・ 雇用条件が平等原則を遵守し、労働

者の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） 

・ 子供や若年者は雇用または搾

取されない。雇用の最低年齢

や条件は地域・州・国の法律

を遵守しなければならない。

子供や若年者による労働は家

族農園においては受入れられ

る、その際は大人の監督の

下、当事者の教育が脅かされ

ないようにする。子供や若年

者が危険な労働条件にさらさ

れない。（指標 4.3.5） 

・ 子供や若年者は雇用または搾取されて

はならない。雇用の最低年齢や条件は

地域・州・国の法律を遵守しなければ

ならない。子供や若年者による労働は

家族農園においては受入れられる、そ

の際は大人の監督の下、当事者の教育

が脅かされないようにする。子供や若

年者が危険な労働条件にさらされては

ならない。（指標 4.5.14） 

・ 子供や若年者は雇用または搾取されて

はならない。最低年齢は地域・州・国

の規則を遵守しなければならない。

（指標 4.5.14） 

強制労

働の排

除 

－ － － － 

健康・

安全の

確保 

・ 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） 

・ 独立小規模所有者は、公式の

健康安全計画を持つ必要はな

いが、全ての作業が安全であ

ることを担保しなければなら

・ 職業安全・健康の方針及び計画が文書

化され、効果的に調整され実施されな

ければならない。（指標 4.4.1） 

・ 職業安全・健康計画は以下の内容を含

・ 職業安全健康法（1994 年）及び工

場・機械法（1967 年）に従い、職業

安全・健康の方針及び計画が文書化さ

れ、効果的に調整され実施されなけれ
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項目 MSPO Part 1（全体版） 
MSPO Part 2 

（独立小規模所有者用） 

MSPO Part 3 

（農園、組織化された小規模所有者用） 

MSPO Part 4 

（搾油工場用） 

ない。（指標 4.2.1） む【以下略】。（指標 4.4.2） ばならない。（指標 4.4.1） 

・ 職業安全・健康計画は以下の内容を含

む【以下略】。（指標 4.4.2） 

労働者

の団結

権・団

体交渉

権 

・ 雇用条件が平等原則を遵守し、労働

者の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） 

－ ・ 管理者は、全ての被雇用者の労働組合

を組織もしくはこれに参加する権利を

尊重し、適用する法や規則に従って労

働者の代表者が団体交渉をすることを

許容しなければならない。被雇用者

は、産業に関連する労働組合に参加し

たり団体交渉のためにこれを組織する

自由が与えられなければならない。被

雇用者は、労働条件を調整・交渉する

権利を有する。この権利を行使する被

雇用者は、差別されたり悪影響に苦し

むことがないようにすべき。（指標

4.5.13） 

・ 被雇用者の労働組合を組織もしくはこ

れに参加する権利を尊重し、適用する

法や規則に従って労働者の代表者が団

体交渉をすることを許容しなければな

らない。被雇用者は、産業に関連する

労働組合に参加したり団体交渉のため

にこれを組織する自由が与えられなけ

ればならない。被雇用者は、労働条件

を調整・交渉する権利を有する。この

権利を行使する被雇用者は、差別され

たり悪影響に苦しむことがないように

すべき。（指標 4.5.13） 

ガ

バ

ナ

ン

ス 

法令遵

守 

・ 地域、国、及び批准された国際法及

び規則を遵守しなければならない。

（3.1） 

・ 独立小規模所有者は、適用す

る全ての地域・州・国の法律

と規則、及び批准済みの国際

法と規則の遵守を認識しなけ

ればならない。（指標 3.1.1） 

・ 全ての作業者は、適用する全ての地

域・州・国の法律と規則、及び批准済

みの国際法と規則を遵守する。（指標

3.1.1） 

・ 全ての作業者は、適用する全ての地

域・州・国の法律と規則、及び批准済

みの国際法と規則を遵守する。（指標

3.1.1） 

情報提

供・公

開 

・ 関係者の要請に応じた十分な情報が

提供されなければならず、また、管

理文書は商業的な機密性があるもの

や公開することで環境・社会面で負

の結果を生じうるものを除き公開さ

れなければならない。（2.1） 

－ ・ 管理者は、関係者から要求された情報

を適切な言語及び様式で伝達しなけれ

ばならない。ただし、商業上の機密性

により制限される場合や情報の開示が

環境や社会に悪影響を及ぼす場合を除

く。（指標 2.1.1） 

・ 管理文書は、商業上の機密性により制

限される場合や情報の開示が環境や社

会に悪影響を及ぼす場合を除き、公開

されなければならない。（指標 2.1.2） 

・ 管理者は、持続可能な取組に関する環

境、社会、法的課題といった十分な情

報を、適切な言語及び様式で他の関係

者に伝達しなければならない。（指標

2.1.1） 

・ 管理文書は、商業上の機密性により制

限される場合や情報の開示が環境や社

会に悪影響を及ぼす場合を除き、公開

されなければならない。（指標 2.1.2） 

 

 



- 22 - 

 認証の適用範囲：副産物の取り扱い 

各認証スキームにおける認証基準の内容に加えて、どの燃料に当該基準を適用することを

求めているかという適用範囲についても情報を整理する必要がある。 

調査対象のうち、RSPO、ISPO 及び MSPO はそもそもパーム油・パーム核油のみを認証の

対象としていることから、副産物は認証の対象外である。一方、GGL は副産物を含めあらゆ

るバイオマスに等しく適用される。RSB 及び ISCC は、両認証スキーム運営団体へのメール

ヒアリング及び現地ヒアリングによれば、欧州再生可能エネルギー指令（EU RED）及び改

正再生可能エネルギー指令（RED II）の下での適用を想定し構築された認証スキームである

という背景から、EU における整理に基づいているとのことであった。副産物の中でもルー

ルが異なっており、農林水産業に伴う副産物・残渣と加工残渣では P&C 基準の適用範囲が

異なる（図表 7）。 

 

図表 7  EU RED 及び 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 

持続可能性基

準（P&C） 
GHG 排出量基準 

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

クルの排出量が対

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 

栽培工程を含

めた持続可能

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） 

発生点以降の

持続可能性の

確保が必要 

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 
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サプライチェーン認証に関する分析 

 サプライチェーン認証の種類 

サプライチェーン認証においては、認証製品の流通・管理形態に応じて主に 4 つの区分が

ある。各認証スキームはそれらすべてもしくは一部の区分を認証できる仕組みを有している。

FIT 制度においては下記 4 区分のうち「IP」「SG」の区分でのサプライチェーン認証を取得

することが求められている。 

 

【RSPO で整理されているサプライチェーン認証の 4 区分】 

・ 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

るまで完全に他の製品と分別管理される。認証製品を生産した農園を特定することが

可能。 

・ Segregation（SG）：分離方式。認証製品と非認証品が分別管理される。異なる生産地由

来の認証製品は混合しうる。 

・ Mass Balance（MB）：管理混合方式。認証製品と非認証製品が混合しうるが、取引量が

監視されサプライチェーンにおける認証製品の数量は保証される。 

・ Book & Claim（B&C）：台帳方式。認証製品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で取引される。実際に流通する製品は非認証製品の可能性

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。 

 

調査対象の認証スキームについて、どのサプライチェーン認証区分を有しているかを図表 

8 に示した。RSB、ISCC、MSPO 及び GGL は、RSPO 同様に「SG」以上の厳密な管理区分を

有していた。ISPO については、制度文書の中に「IP」「SG」「MB」といった単語は見られる

ものの、それ以上の規定や認証方法等の説明はなく、サプライチェーン認証が機能している

ことは確認できなった。また、現地ヒアリングに基づけば、ISPO は農園及び搾油工場に対

する認証であり搾油工場以降は認証の対象外であり、搾油工場以降のサプライチェーンは把

握する仕組みとはなっていなかった。 

 

図表 8  各認証スキームが有するサプライチェーン認証の区分 

 

（注）Controlled：管理製品。特定の要件を満たした非認証製品が混合していてもその割合が一定基準以下であれ

ば認証製品に準じるとみなす。 

（注）各認証スキームの制度文書より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

担保すべき事項 要求事項（案）
適用の
必要性

利用可能な分別管理の種類

RSPO
2013

RSPO
2018

RSB ISCC ISPO MSPO GGL

サプライチェーンの
担保

◼ 発電事業者が使用する燃料が
認証製品であることをサプライ
チェーンを通じて担保できる。 全体

IP
SG
MB
B&C

IP
SG
MB
B&C

IP
SG
MB

IP
SG
MB

農園・搾油工場
に対する認証で
あり、搾油工場
以降は認証の
対象外。

SG
MB

SG

Controlled
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 サプライチェーン認証の対象範囲 

各認証スキームにおけるサプライチェーン認証の対象範囲がどこからどこまでか（原料生

産地から発電所までのどこを対象としているか）、その対象は主産物・副産物で異なるか否

かについて、情報を収集・整理した。 

GGL については、図表 2 中に示した通り、原料生産地（農園、森林）から発電事業者に

至るまで全ての認証取得者が CoC（Chain of Custody：管理の連鎖）に関する基準を遵守する

ことが求められており、当該基準において分別管理等について規定していることから、適用

範囲はサプライチェーン上の全ての事業者である。 

RSPO、ISPO、MSPO については図表 9 の通り。ISPO は上述の通りサプライチェーン認証

の実態が確認できなかった。RSPO、MSPO とも農園及び搾油工場の持続可能性を P&C 認証

で確認したうえで、そこから先、小売事業者までにサプライチェーン認証及びこれに準じた

ライセンスを取得させることでサプライチェーン全体での認証を担保していた。なお、発電

事業者には認証取得は求めていない。 

 

図表 9  RSPO、ISPO、MSPO におけるサプライチェーン認証等の対象 

 

（出所）RSPO ウェブサイトおよび ISPO, MSPO へのヒアリング調査結果に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサル

ティング作成 

 

 

RSB、ISCC については、図表 10 及び図表 11 の通りである。２.２でも述べた通り、主産

物か副産物か、また副産物の中でも原料が農林水産業由来か加工残渣かにより認証の対象は

異なる。 

 

認証
スキーム

サプライチェーンの例

農園 搾油工場
精製工場
メーカー

輸送
事業者

商社
小売
事業者

発電
事業者

RSPO ◼ 生産者認
証【P&C】

◼ 生産者認証
【P&C】

◼ （サプライ
チェーン認証
を取得する場
合もある）

◼ サプライ
チェーン認
証

◼ ライセン
ス取得注1）

◼ サプライ
チェーン
認証

◼ ライセン
ス取得

ー

ISPO ◼ P&C認証 ◼ P&C認証 ー

MSPO ◼ P&C認証 ◼ P&C認証
◼ サプライ
チェーン認証

◼ サプライ
チェーン認
証

◼ サプライ
チェーン
認証

◼ サプライ
チェーン
認証

◼ サプライ
チェーン
認証

ー

注1）RSPOでは、物理的に認証製品を扱わない事業者（traders）や製品ラベルの付け替え・再梱包等を行わない事業者（distributers, retailers）はサプライチェーン認証の取得は不要。
ただし、認証製品を扱う事業者としてのライセンス取得が求められる。

注2） ISPO、MSPOはそれぞれインドネシア、マレーシア国内の事業者のみを対象としていることに留意
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図表 10  RSB におけるサプライチェーン認証等の対象 

 

（出所）RSB各種文書より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

図表 11  ISCC におけるサプライチェーン認証等の対象 

 

（出所）ISCC「ISCC 201 System Basics version 3.0」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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認証スキームのガバナンスに関する分析 

本項では、認証スキーム自体のガバナンスを確認する目的で、当該認証スキームが適切に

運用されることを担保する運用ルールを分析した。ここでいうガバナンスは、P&C 認証内で

求めるガバナンス（法令遵守、情報公開）とは異なるものである。 

 

 EU が持続可能性認証スキームに求めるガバナンス 

EU RED（2009 年）及び EU RED II（2018 年）3では、持続可能性基準を定めたうえで、そ

の遵守の証明は各事業者が特定の持続可能性認証スキームの認証を取得するという方法を

採用している。適用可能な持続可能性認証スキーム（Voluntary Scheme：自主的スキーム）は、

欧州委員会（EC）が承認するが、EU RED II についてはそうした手続きのために必要な法律、

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 EU 加盟国

に求めており、現在も整備中と考えられる。そこで、自主的スキームを承認する仕組みにつ

いて、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た。 

上述の通り、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、及び認証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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 欧州におけるバイオマスエネルギー推進施策の経緯について。欧州では、輸送用燃料からバイオマスエネルギー

利用推進に関する議論が始まった。 

2003 年の輸送用バイオ燃料指令（Directive 2003/30/EC, Directive on the promotion of the use of biofuels or other 

renewable fuels for transport）では、輸送用燃料における液体バイオ燃料混合比率を 2005 年までに 2%以上、2010

年までに 5.75%以上とする自主目標が示された。 

その後、2009 年の欧州再生可能エネルギー指令（EU RED）においては、2020 年に EU 全体でエネルギー最終消

費量に占める再生可能エネルギーの割合を少なくとも 20%以上とするために各国が追う義務目標（ドイツ 18%、

フランス 23%等）が定められるとともに、輸送用燃料については 2020 年までに液体バイオ燃料の混合比率を

10%以上とすることが義務目標として示された。この推進施策を講じる中で、森林減少要因、土地利用転換等に

伴う GHG 排出要因となる液体バイオ燃料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ること

となった。 

2018 年の改正欧州再生可能エネルギー指令（EU RED II）では、2030 年目標として EU 全体でエネルギー最終消

費量に占める再生可能エネルギーの割合を少なくとも 27%以上とすることが掲げられた。RED と異なり RED II

では各国の義務目標の数値は定められておらず各国がこれを定めることとしているが、2021 年以降の目標は

2020 年を下回ってはならないとされている。また、RED と RED II のちがいとして、持続可能性基準の適用範囲

が液体バイオ燃料のみから固体、気体のバイオマス燃料まで拡大され全てのバイオマス燃料が対象となったこ

とがある。 
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評価項目は、以下の 2 点から構成される。下記 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4。

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する。 

⚫ 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（認証スキームが対象

とする持続可能性の内容） 

⚫ 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（認証

スキーム運用の厳格さ） 

 

1 点目、認証スキームが対象とする持続可能性の内容については、図表 12 に示す持続可

能性基準の遵守を確認できるかどうかが評価される。 

図表 12  RED における液体バイオ燃料5の持続可能性基準 

GHG 排出量

に関する要件 

化石燃料6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 

・ 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） 

 

2 点目、認証スキーム運用の厳格さについての評価は、下記に示す自主的スキームの評価

と承認のための要件を満たしているかという観点で実施される。EU が自主的スキームに求

めるガバナンスとして、文書管理システムの確立や監査の独立性の担保が項目に上がってい

る。 

                                                           
4 なお、RED II では、持続可能性に関する事項については、持続可能性員会（Committee on the Sustainability of 

Biofuels, Bioliquids and Biomass fuels）が EC をサポートして制度設計することとされている。 

5 EU RED では液体バイオ燃料のみが持続可能性基準の適用対象である。液体バイオ燃料は、輸送用液体バイオ燃

料（biofuels）と発電・熱利用のための液体バイオ燃料（bioliquids）とされている。輸送用バイオ燃料について

は、2003 年の輸送用バイオ燃料指令（Directive 2003/30/EC）において、輸送用バイオ燃料とみなす燃料の種類が

列挙されている（バイオエタノール、バイオディーゼル等）。それ以上の詳細な定義は確認できなかった。 

6 削減目標に対する基準（比較対象）となる化石燃料の排出量は、EU RED の Annex において示されている。輸送

用液体バイオ燃料に対する基準（比較対象）は 83.8gCO2/MJ、同様に発電用液体バイオ燃料に対しては 91gCO2/MJ、

熱利用のための液体バイオ燃料に対しては 77gCO2/MJ、熱電併給用液体バイオ燃料に対しては 85 gCO2/MJ とさ

れている。ただし、化石燃料（fossil fuel）が何を含むか等の情報は確認できなかった。 
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EC「Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels 

and bioliquids sustainability scheme (2010/C 160/01)」より抜粋、仮訳 

 

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 

・ 一般的なルールとして、自主的スキームは、事業者を当該認証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、当該認証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：監査実施者は認証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。 

・ 認証スキームの承認を EC に申請する際には、認証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、認証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、認証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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自主的スキームの承認プロセスは、以下の通りである。 

 

EC「Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels 

and bioliquids sustainability scheme (2010/C 160/01)」より抜粋、仮訳 

 

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認証ス

キームを評価する。 

➢ 認証スキームからの承認申請を受領し、評価プロセスを開始 

➢ 認証スキームオーナー（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認証スキームと同様の原料や対象地域の認証スキームも、

区別なく評価を実施する 

 認証スキームの評価は、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 

 当該認証スキームが 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、認証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、認証スキームの承認は最大 5 年間とする 

 承認する認証スキームが 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 

 承認する認証スキームが 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 

➢ 認証スキームが要件を満たさないと判断された場合には、EC から当該認証スキーム

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に用いられる評価表の構造は、図表 13 の通り。RED の規定に基づ

き、これを満たすための要件、要件を満たしているか判断するためのより具体的なガイダン

スが定められ、項目ごとに Yes/No の判断が行われる。認証スキーム運用の厳格さ（ガバナ

ンス）に関する要件は、図表 14 の通りである。 
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図表 13  EU RED の自主的スキーム選定に用いられる評価表（抜粋）とその仕組み概要 

 

（出所）Committee on Sustainability of Biofuels and Other Bioliquids が作成している自主的スキーム評価表の 

テンプレートを転載・加工 

 

図表 14  自主的スキームとして EU RED の下で認められるためのガバナンスに関する要件 

項目 評価内容 

文書管理 

・ 認証取得者が文書管理システムを有していることを認証スキームで担保できる。 

・ 事業者が監査の仕組みを有しており証拠書類を最低 5 年間保管し関連情報を常に

提供できる状態にあることを認証の要件とすべきである。 

自主的スキー

ムへの参加前

の審査 

・ 原則として、認証スキームは事業者が認証スキームに参画する前に当該事業者の

審査を行う。 

審査機関の 

能力 

・ 審査機関は、①審査対象の活動から独立しており（第三者による審査の実施）、②

利益相反がなく、③審査の能力を有することが求められる。 

・ 特定の基準に対する審査においてはとくにスキルが求められる。例えば土地利用

基準の審査においては、農業や生態系及びこれに類似する経験が求められる。

GHG 基準については農業、自然科学、エンジニアリング（化学、加工）、エネル

ギー管理及びこれに類似する経験が求められる。CoC システムの審査においては、

マスバランスシステム、サプライチェーンロジスティクス、トレーサビリティ、

データの扱い及びこれに類似する経験が求められる。審査機関の能力を証明する

文書が提出されるべきである。 

審査活動の 

管理 

・ 認証スキームは審査機関に対し適切な審査の計画・実施・報告をさせなければな

らない。 

・ 認証スキームが審査の実施に関し審査機関向けの詳細なガイドラインやチェック

リストを含む手続きを有している。当該ガイドラインの中では、審査報告書の内

容（審査実施期間、審査が実施された場所、審査参加者及び審査した書類のリス

ト等）や、認証付与にあたって必要な情報（バイオマスの種類や認証の範囲等）

が示されなければならない。 

・ 認証スキームが認定する審査機関は ISO 19011 を保有していることが望ましい。 

・ 認証スキームは、認証が付与されない場合や取り下げられるケースについても解

説を提示すべき（どのような状況で認証が取り消されたり停止するのか、要件を

充足しない場合に取り下げや停止に向けてどのような手続きを取るのか等）。 

事業者による ・ 認証スキームは、認証取得者が保有している他の認証をすべて把握しており審査

スキームの対象範囲

に関する評価項目

・・・

スキーム運用の厳格さ

に関する評価項目

REDに示された各基準（Criteria）に対し、要件
（Requirement）、要件を満たしているかを判断するためのよ
り具体的なガイダンス（Guidance）が定められており、
委員会はこれに基づいて評価（Assessment：Yes or Noの
判断）を行う
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項目 評価内容 

他の自主的ス

キームへの 

参加に関する

透明性 

機関に対し当該情報（マスバランスデータ、審査報告書を含む）を提供できる必

要がある。 

・ 過去に要件に満たなかった事業者に認証を付与する際には、この点に留意して審

査を実行させる。加えて、この点については当該事業者が取得する他の認証につ

いても同様に配慮する。 

審査機関の 

認定 

・ 認証スキームに代わって審査を行う審査機関が満たすべき要件や、当該期間を選

定・罷免する手続きが定められていなければならない。 

・ 審査機関の認定は以下を含む多様な手法を取りうる：①欧州委員会規定 765/2008

第 4 条が示す機関によるもの、②認定に関し EC と二者協定を締結している機関

によるもの、③IAF に認められた国家認定機関によるもの、④ISEAL メンバーに

よるもの、⑤ISO17011:2004 への遵守を約束させることによるもの。 

苦情手続き 
・ 認証スキームは、第三者から受領した情報に対しどのように対応するかを明示し

ておくべきである。 

内部モニタリ

ング 

・ 認証スキームは、審査機関による第三者検証の他に、自身でも認証取得者の基準

遵守を検証する内部モニタリングシステムを構築すべきである。これは、外部か

らの指摘への対応や審査状況のクロスチェックに際し有効である。 

内部モニタリングは定期的に実施されるべきである。 

透明性 

・ 認証スキームは、システムの運用に関する情報を透明性の観点から公開すべきで

ある。公開すべき情報には以下を含む：①認証取得者の情報（とりわけ認証の取

り下げや停止の情報は遅滞なく公開すべき）、②最新の制度文書（審査機関向けガ

イドラインを含む）、③認定された審査機関に関する情報（審査が認められている

範囲等を含む）、④連絡先の詳細（電話番号、メールアドレスおよび住所）、⑤自

スキームが認めている他の自主的スキーム。 

年次報告 

・ 認証スキームは欧州委員会に対し、認証スキームの運営状況を含む年次報告書を

毎年提出しなければならない。 

・ 認証スキームは報告義務を満たすための情報収集の手順を有していなければなら

ない。 

（注）要件において「すべきである（原典は should）」といった表現が用いられているが、こうした要件を用いて

どのように判断が下されているかについてはさらなる確認が必要である。 

（出所）Committee on Sustainability of Biofuels and Other Bioliquids が作成している自主的スキーム評価表より 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 調査対象の持続可能性認証スキームにおけるガバナンス 

上記 EU RED が求めるような文書管理や第三者性担保を行い適切に認証スキームを運用

し続けるためには、各持続可能性認証スキームは、以下の点について適切な仕組みを有して

いる必要があると考えらえる。 

⚫ 認証の更新・取消 

⚫ 第三者性の担保 

⚫ 情報公開 

 

本調査では、各認証スキームがこれらについてどのようなルールを有しているか、情報収

集・比較分析を行った。 
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認証の更新・取消 

調査対象の各認証スキームはいずれも、図表 15 の通り、認証の更新・取消について明確な規定を有していた。 

 

図表 15  認証スキームにおける認証の更新・取消に関する規定の比較 

 RSPO RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

認

証

の

更

新

に

関

す

る

規

定 

・ 認証は 5 年間有効、期限前

に再評価を受けることが必

要。 

・ 毎年の年次監査を受ける必

要がある。 

・ 更新頻度は、初

回監査の際に実

施するリスク評

価結果に応じて

決定。 

・ 上記の頻度で定

期監査を受け、

合格すれば認証

は継続。 

・ 認証は 1 年間有効、毎年監査を

受けて更新が必要。 

・ 認証は 5 年間有

効、期限前 1 年

以内に延長申請

が必要。 

・ 毎年の年次監査

を受ける必要が

ある。 

・ 認証は 5 年間有効、期限前 6 カ

月以内に更新審査を受け合格す

れば継続。 

・ 初回審査もしくは前回監査から

9 カ月後以降 12 カ月以内に年次

監査を受ける必要がある。 

・ 認証は 5 年間有効。 

・ 毎年の年次監査を受ける必要があ

る。 

認

証

の

取

消

に

関

す

る

規

定 

・ 審査/年次監査において、

原則・基準との不適合は

「Major（重大）」と

「Minor（軽微）」に分け

て評価される。 

・ 初回審査では、「Major」

な不適合がある場合には認

証は付与されない。 

・ 年次監査では、「Major」

な不適合がある場合は 90

日以内に解決しないと認定

一時停止となる。その後さ

らに、審査機関と事業者の

間で取り決めた期間内（最

大 6 カ月）に解決しない場

合は認証取消となる。 

・ 監査において、

原則・基準との

不適合は

「Major」と

「Minor」に分け

て評価される。 

・ 「Minor」な不適

合は 12 ヵ月以内

に解決が必要。 

・ 「Major」な不適

合は 90 日内に解

決しないと認証

が付与されな

い、もしくは認

証取消となる。 

・ 監査において、原則・基準との

不適合は「Critical」「Major」と

「Minor」に分けて評価される。 

・ 「Critical」な不適合は直ちに認

証取消、意図的など悪質な場合

は最大 60 カ月間再審査を受けら

れなくなる。「Major」な不適合

はその内容に応じて 6 カ月～12

カ月の認証一時停止となり、そ

の間に解決が求められる。

「Minor」な不適合は警告を受け

る。 

・ 審査において、

原則・基準との

不適合がある場

合には 6 カ月以

内に解決されな

いと認証が付与

されない。 

・ 年次監査で原

則・基準との不

適合が明らかに

なった場合、3

カ月間の認証停

止となる。3 カ

月以内に不適合

が解決しない場

合は認証取消と

なる。 

・ 初回審査/年次監査において、原

則・基準との不適合は

「Major」と「Minor」に分けて

評価される。 

・ 「Major」な不適合は初回審査/

年次監査から 60 日以内に解決

しないと認証が付与されない、

もしくは一時停止。5 つ以上の

「Major」な不適合がある場合

は即座に認証停止。「Minor」

な不適合は 9 カ月以内に解決し

ないと「Major」に位置づけが

変更される。 

・ 認証停止になった事業者は再申

請が必要。 

・ 監査において、原則・基準との不

適合は「Major」と「Minor」に分

けて評価される。 

・ 「Major」な不適合は監査から 3

カ月以内に解決しないと認証一時

停止。4 つ以上の「Major」な不適

合がある場合は即座に認証停止。

「Minor」な不適合は 1年以内に

解決しないと「Major」に位置づ

けが変更される。一時停止から半

年以内に不適合が解決しない場合

は認証取消となる。 

（出所）RSPO「RSPO Certifications Systems for Principles & Criteria」（2017 年）、RSB「RSB Procedure for Certification Bodies and Auditors Version 3.5」（2018 年）、RSB「RSB Standard for Operators 

Taking Part in RSB Certification Systems (Participating Operators) Version 3.1」（2016 年）、RSB「RSB Standard for Risk Management Version 3.1」（2016 年）、ISCC「ISCC 102 GOVERNANCE Version 

3.0 」（2016 年）、ISCC「ISCC 201 SYSTEM BASICS Version 3.0」（2016 年）、ISPO「Regulation of the minister of agriculture of the republic of Indonesia」（2015 年）、MSPO「Malaysian Sustainable 

Palm Oil (MSPO) certification scheme」（2013 年）、GGL「Green Gold Label Certification Regulation」（2019 年）、GGL ウェブサイト（http://www.greengoldcertified.org/）、SBP「SBP Framework 

Standard 3:Certification Systems. Requirements for Certification Bodies」（2015 年）、SBP ウェブサイト（https://sbp-cert.org/）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング仮訳 

http://www.greengoldcertified.org/
https://sbp-cert.org/
https://sbp-cert.org/
https://sbp-cert.org/
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第三者性の担保 

各認証スキームとも、認証スキーム運営組織（RSPO、ISPO 等）と異なる認証機関を選

定し、当該機関が認証取得を目指す事業者が基準を満たすかどうかの審査を実施している。

これは最低限の「第三者性」の確保手段と考えられ、調査対象のすべての認証スキームで

共通しているが、さらに「第三者性」を高める対応を実施しているかについて、以下の視

点から各認証スキームを確認し、比較を行った。（視点を設定する際には、有識者からの進

言も踏まえ、欧州委員会からの委託研究として 3Keel LLP7及び LMC International Ltd.8が実

施した研究の報告「Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing 

sustainability standards」（2018 年 2 月）を参考にした。） 

 

【第三者性を確認する際の視点】 

⚫ 認証機関の認定プロセス：認証スキームを運営している組織自身が認証機関を認定す

るのか、認証機関の認定をさらに別の機関に任せるか 

⚫ 認証付与の最終意思決定者：審査を実施した認証機関自身が認証付与の可否を決定す

るのか、認証機関による審査結果を踏まえて別の機関が決定するか、その場合の決定

機関はどこか（認証スキーム運営組織自身など） 

 

結果を図表 16 に示す。 

認証機関の認定は、いずれの認証スキームも認証スキーム運営組織と独立した機関がこ

れを行っており、第三者性に差異は確認されなかった。 

認証付与の最終意思決定については、認証スキーム運営組織自身がこれを行う ISPO に

対し、RSPO、ISCC、MSPO、GGL は認証機関が監査結果に基づきそのまま認証を発行す

る（認証スキーム運営組織の判断が入らない）という違いが見られた。 

 

 

                                                           
7 英国を拠点とする、持続可能性に関する専門家集団。 

8 英国を拠点とする、農業分野を主な専門とするコンサルティングファーム。 
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図表 16  認証スキームの第三者性の比較 

 RSPO RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

認
証
機
関
の
認
定
プ
ロ
セ
ス 

・ 認証機関（Certification 

Body）は認定機関

（Accreditation Body）によ

り認定される。 

・ 認定機関は ASI（Assurance 

Services International）9。 

・ 認証機関は認定機関により

認定される。 

・ 認定機関は ASI。 

・ 認証機関は、所管の国

家公的機関によって承

認されるか、ISO/IEC 

17065（製品認証機関の

認定）に基づき認定さ

れた機関である。 

・ ISO IEC 17065 に基づく

認定は、IAF（国際認

定フォーラム）メン

バーか、認定のための

欧州協力機構

（European co-operation 

for Accreditation）と二

者協定を結んだ認定機

関により行われる。 

・ 認証機関は、品質管理システム及

び環境管理システムのための国家

認定委員会（KAN）に認定さ

れ、ISPO 委員会（ISPO 

Commission）の承認を受けた独立

機関である。 

（注）KAN は IAF メンバー 

・ 認証機関は Standards 

Malaysia により認定され

る。Standards Malaysia の認

定システムは MS ISO/IEC 

17021 等の信頼できる国際

基準に準拠しており、提供

される認定サービスが公平

で差別的でなく信頼できる

ものであることを保証して

いる。 

（注）Standards Malaysia は IAF

メンバー 

・ 認証機関は、

ISO17065 に基づき認

定機関により認定さ

れる。認定機関は、
European 

Accreditation（EA）

の他者間協定のメン

バー、もしくは IAF

メンバーである。 

認
証
付
与
の
最
終
意
思
決
定 

・ 認証機関が監査（audit）を

行い、監査報告書を作成し

独立した審査官（peer 

reviewer）に共有。独立し

た審査官は認証機関に所属

しているものであってはな

らない。審査官が審査を実

施した後、その結果を踏ま

えて認証機関が認証付与を

承認する最終判断を下す。 

・ 認証機関は証書を RSPO 事

務局に送付し認証プロセス

を完了する。RSPO による

認証の承認をもって認証の

発行が完了する。 

・ 認証機関が評価（evaluate）

を行い、評価報告書を、評

価プロセスに関わっていな

かった他の監査官に送る。

評価報告書を受けた監査官

は審査（review）を行い、

審査報告書と評価報告書を

併せて認証決定機関

（Certification Decision 

Entity）に提出。認証決定

機関が認証を発行。  

・ 認証機関が監査

（audit）を行い、その

結論に基づき認証を発

行。 

・ ISPO 委員会の事務局が認証機関

による監査（audit）の結果報告書

の検証を実施。その後、監査報告

書は ISPO 評価チーム（ISPO 

Assessment Team）に送られ、同

チームが報告書を評価（assess）。

ISPO 評価チームが ISPO 委員会

に対し、認証付与の進言を行い、

ISPO 委員会が認証付与を承認。

その結果をもって、認証機関が

ISPO 認証を発行。証書には認証

機関の長が署名し、ISPO 委員会

の長がこれを承認。 

・ 認証機関が監査（audit）報

告書を MPOB に提出し、

MPOB がこれを審査

（review）。審査を踏まえて

認証機関が最終報告書を作

成し、認証機関の認証パネ

ル（certification panel）に提

出し、認証付与の判断を仰

ぐ。認証機関が MPOB に認

証付与を許可した旨を通知

する。認証機関が認証を発

行。 

・ 認証機関が監査

（audit）を実施後、

監査プロセスに関

わっていなかった認

証機関メンバーが技

術審査（review）を

行う。その後、監査

を行ったメンバーが

認証付与の決定を下

す。 

（出所）RSPO「RSPO Certifications Systems for Principles & Criteria」（2017 年）、RSPO ウェブサイト（https://rspo.org/certification/bodies）、RSB「RSB requirements for accreditation bodies」（2018

年）、RSB「RSB Procedure for Certification Bodies and Auditors」（2018 年）、RSB ウェブサイト（https://rsb.org/certification/auditors-and-assurance/）、ISCC「ISCC 201 System Basics」（2016 年）、

ISCC「ISCC 251-02 General Terms of Certification」（2014 年）、ISPO「Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, 11/Permentan/OT.140/3/2015 Annex I: Sustainable Palm Oil 

Certification System」（2015 年）、MPOB「MSPO Certification Scheme」（2013 年）、GGL「Green Gold Label Certification Regulation」（2019 年）、SBP「SBP Framework Standard 3: Certification 

Systems. Requirements for Certification Bodies」（2015 年）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング仮訳 

                                                           
9 国際認定サービス（ASI）は、各認証スキームの下で審査を担う審査機関（Certification Body）の妥当性を評価しこれを認定する役割を果たす独立機関である。7つの認証スキームにおいて審

査機関認定の役割を担っている実績を有する。 
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図表 17  認証付与に係るフロー比較 

 
（出所）各制度文書より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

情報公開 

情報公開については、持続可能性 WG において以下の通り整理された。 

情報公開についての全体像は、図表 18 の通りである。P&C 認証を取得している事業者

は、当該基準に従って関係者に適切な情報提供を実施する。持続可能性認証スキームとし

ては、認証取得事業者を管理し、当該事業者の情報を公開する。加えて、認証の更新や取

消等に関する運用規定の情報を公開し、認証が維持されていることを明示する。バイオマ

スを消費する発電事業者においては、認証を取得した燃料を適切に使用していることを自

ら情報公開することが求められる。 

事業者 認証機関
認証機関外の
審査官

RSPO
事務局

申請書類の
作成・提出

監査の実施

RSPO

審査の実施

監査報告書の提出

認証付与の
最終判断
証書の発行

認証付与の
承認

審査結果の報告

証書の送付

事業者 認証機関
認証非関与
の監査官

認証決定
機関

申請書類の
作成・提出

評価の実施

RSB

審査の実施

評価報告書の提出

認証の決定
証書の発行

評価報告書、
審査報告書の提出

事業者 認証機関

申請書類の
作成・提出

監査の実施

ISCC

証書の発行

事業者 認証機関
ISPO

評価チーム
ISPO
委員会

申請書類の
作成・提出

監査の実施

ISPO

監査結果の
検証

監査報告書の提出

報告書の
評価

認証付与の
承認

監査報告書の提出

認証付与の進言

証書の発行

証書の承認

事業者 認証機関
認証機関
認証パネル

MPOB

申請書類の
作成・提出

監査の実施

MSPO

審査の実施

監査報告書の提出

監査最終
報告書作成

認証付与の
判断

監査最終報告書の提出

認証付与
許可の通知

証書の発行

事業者 認証機関
認証機関の
別メンバー

申請書類の
作成・提出

監査の実施

GGL

審査の実施

監査結果の共有

認証付与の
最終判断

監査報告書の公表

審査結果の報告

GGL

認証付与
の通知

ISCCRSB事務局
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図表 18  情報公開に関する全体像（イメージ） 

 

 

P&C 認証における情報提供・公開については２.１に示した通りである。 

各認証スキームが公開している認証取得状況に関する情報は、以下の通り。審査報告書

を公表している認証スキームでは、認証取得者の情報及び取得状況について詳細な把握が

可能である。 

図表 19  各認証スキームが公開している認証取得状況に関する情報 

情報公開の項目 RSPO RSB ISCC ISPO MSPO GGL 

事業体名 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

業種 － 〇 － － 〇 〇 

国 〇 〇 〇 － － 〇 

認証の種類 － 〇 〇 － 〇 〇 

バイオマスの種類 － 〇 
△ 

（一部） 
－ 〇 － 

審査機関 〇 

△ 

（有効な認

証のみ） 

〇 － 〇 － 

認証のステータス

（現在有効かどう

か等） 

〇 〇 － － 〇 〇 

ライセンス開始

日・終了日 
〇 〇 〇 

△ 

（一部） 
〇 〇 

認証取得量（面積、

生産量等） 
〇 － － 〇 〇 － 

サプライチェーン

区分 
〇 － － － 〇 － 

審査報告書データ 

△ 

（農園認証

のみ） 

－ － － 〇 － 

その他 － － 
所在地情報

（地図） 

所在地情

報 

所在地情報

（地図） 

所在地情

報 

（出所）各認証スキームのウェブサイトより三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

持続可能性認証スキーム

サプライチェーンの例

原料栽培地
（農園・森林）

一次加工工場
（搾油工場など）

二次加工工場
（精製工場など）

輸送・保管事
業者

商社、
小売事業者

発電
事業者

◼ P&C認証 ◼ P&C認証

◼ サプライチェーン
認証

◼ サプライチェーン
認証

◼ サプライ
チェーン認証

◼ サプライチェー
ン認証

ー

P&C認証の基
準に従い、関
係者への情報
提供を実施

持続可能性が確保されたバイオマス燃料が発電事業者に届いていることを担保するた
め、以下の情報を公開
⚫ 認証取得事業者に関する情報（事業者名、取得している認証の種類、有効期間等）
⚫ 認証の更新・取消に関する運用規定の情報

認証を取得した燃料を
適切に使用していること
を、自ら情報公開
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これら状況を勘案し、持続可能性 WG において情報公開について整理が行われたところ、

発電事業者は、持続可能性を確保していることの透明性の担保の観点から、1）使用している

バイオマス燃料の持続可能性（合法性）を担保している第三者認証スキームの名称、2）発電

所で使用した認証燃料の量及びその認証燃料固有識別番号について、発電事業者のホーム

ページ等で情報公開することを、ガバナンスの観点から必要とする旨が整理された。 

 

その他関連情報の収集・分析 

EU RED II に関する最新動向 

第３章に示す間接的土地利用に関する制度設計の他は、2018 年 12 月の EU RED II 公開

以降の制度運用のための将来ルールの策定に関する更新情報は得られなかった。 

 

RSPO2018への改訂に関する分析 

RSPO は、2007 年の初版、2013 年の改訂版に続き、2018 年 11 月に P&C 認証のための

基準・指標等の改訂版を策定・公開した。構成の変更はあるが、RSPO2013 に示された基

準を引き継ぐかたちで RSPO2018 が策定されており、両者は連続性を有する（図表 21）。 

なお、RSPO2018 では、複数の基準が RSPO2013 と比較して厳格化されている。具体的

には、森林減少の禁止や泥炭への新規植林禁止や人権・労働者の権利の保護等の項目が挙

げられる。主な変更点は下表の通りである。表に示したうち「農薬」「第三者から購入する

FFB の合法性」は、新たな項目として RSPO2018 から追加された。 
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図表 20  RSPO 2018 年版の P&C 認証改訂に伴う主な変更点 

項目 主な変更点 

森林減少の 

禁止 

⚫ 2018 年 11 月 15 日以降、炭素蓄積の大きい（HCS）森林からの転換、保

全価値の高い土地（HCVs）からの転換は禁止 

（なお、こうした土地に該当するかについては、HCS アプローチ運営委

員会によるツール「The High Carbon Stock Approach (HCSA) toolkit（2017

年） 」や HCV 資源ネットワークが策定したマニュアル「HCV-HCSA 

Assessment Manual（2017 年）」を用いて特定） 

泥炭への 

新規植林禁止 

⚫ 2018 年 11 月 15 日以降、泥炭の深さに関わらず、泥炭地における新規植

林は禁止 

⚫ 管理地内の泥炭地は目録に示され（実態としては地図の作成が必要）、文

書化され RSPO 事務局に報告される 

農薬 ⚫ 毒性の高い農薬は政府が特定する限られた条件でのみ使用可能 

⚫ 若年者は農薬を使用する労働を避ける 

火災の防止 ⚫ 火入れによる土壌整備はいかなる場合にも禁止 

⚫ ただし、病虫害の抑制のための規則に従った火入れは例外的に許容 

第三者から 

購入する 

FFB の合法性 

⚫ 第三者からパーム果実房（FFB）を購入する場合、原料生産地の地理的位

置、土地利用や農園経営の権利、有効な植林・取引許可書の保有につい

て、工場が取引先を確認し担保する必要がある 

人権、労働者

の権利 

⚫ 労働者は自身の賃金や労働条件、契約、権利について把握すべき 

⚫ 雇用者は労働時間や賃金について法的要件を満たしている根拠を保有し

なければならない 

⚫ 住宅やアメニティは国の規制や ILO 基準を満たさなければならない 

⚫ 労働者の強い権利として、団結権・団体交渉権を保証する 

⚫ 女性差別の撤廃 

⚫ 生活のための適切な賃金の保証 

苦情処理、人

権保護 

⚫ 雇用者は、労働者からの苦情を受け付け処理するシステムを構築する 

⚫ 苦情処理手続きの透明性、匿名性、守秘義務及び報復が生じないことを

担保する 

（出所）RSPO「RSPO P&C 2018, A Renewed Commitment」（2018 年） 
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図表 21  RSPO2013/2018 年版における原則・基準の連続性 

 

（出所）RSPO「Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil」（2018 年）より転載 
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図表 22  RSPO 2018 年版の原則及び基準（Principles and Criteria）仮訳 

原則 基準 

1. 倫理的かつ透明性のある行動 

 1.1 認証取得者は、意思決定への効果的な参加を可能にするため、RSPO 基準に関連する環境、

社会、法的課題に関する十分な情報を、適切な関係者に適切な言語で提供する 

 1.2 認証取得者は、全ての事業運営及び取引における倫理的行動を約束する 

2. 合法的な運営と権利の尊重 

 2.1 適用される地域、国内及び批准された国際法及び規制の全てに準拠する 

 2.2 事業サービスと労働力を提供する請負業者、パーム果実房（FFB）供給事業者の全ては法的

要件を遵守する 

 2.3 認証取得者の外部機関からの FFB 調達は、全て合法である 

3. 生産性、効率性、プラスの影響及び回復力の最適化 

 3.1 長期的に経済・財政の持続性を確保することを目的とした、認証取得者による管理計画が策

定・実行されている 

 3.2 認証取得者は自身の経済・社会・環境面での取組状況を定期的にモニタリングし、主要な取

組の継続的な改善を可能とするための行動計画を策定・実行する 

 3.3 事業の手順は適切に文書化され、一貫して実施され、モニタリングされる 

 3.4 包括的な社会経済影響評価（SEIA）が新規植林や事業開始の前に実施され、社会・環境に

関する管理・モニタリング計画が実施され、実施中の事業が定期的に更新される 

 3.5 人的資源の管理システムを有している 

 3.6 職業における健康・安全計画が文書化され、効果的に調整され、実施される 

 3.7 全てのスタッフ、労働者、小規模所有者、外部関係者、請負業者は適切に訓練されている 

4. 地域住民及び人権の尊重、利益の配分 

 4.1 認証取得者は、人権擁護者の権利を含むあらゆる人権を尊重する 

 4.2 不満や苦情に対処するための相互に合意し文書化されたシステムを有しており、これが全

ての関係者に対し適用され受け入れられている 

 4.3 認証取得者は、現地住民と合意した現地の持続可能な発展に貢献している 

 4.4 パーム油のための土地利用は、他の利用者の法的、慣習的もしくは利用者の権利を FPIC（自

由かつ事前の情報提供に基づく合意）なしに侵すことがない 

 4.5 現地住民の法的、慣習的もしくは利用者の権利が証明される土地における新規植林は、FPIC

なしに行われることはない。このことは、現地住民及び他の利害関係者が自身の代表機関を通

じて見解を表明することができる文書化されたシステムを通じて担保される 

 4.6 法的、慣習的所有権もしくは利用権の補償に関するいかなる交渉も、現地住民及び他の利害

関係者が自身の代表機関を通じて見解を表明することができる文書化されたシステムを通じて

行われる 

 4.7 現地住民が法的、慣習的もしくは利用者の権利を有していることが証明できる場合、FPIC

及び交渉を経た合意に基づき、認証取得者の土地取得及び現地住民の権利の放棄が行われる 

 4.8 土地利用の権利は証明されており、法的、慣習的もしくは利用者の権利を有していることを

証明できる現地住民によって合法的に争われることはない 

5. 小規模所有者の参画支援 

 5.1 認証取得者は、小規模所有者とその他の現地事業者に対し公平かつ透明性を担保して対応

する 

 5.2 認証取得者は、小規模所有者の生計向上を支援し、彼らを持続可能なパーム油バリュー

チェーンに組み込む 

6. 労働者の権利及び労働条件の尊重 

 6.1 いかなる差別も禁じられる 

 6.2 あらゆる労働者（請負業者を含む）の賃金や労働条件は、常に法的もしくは産業界の最低基

準を満たし、生活に必要な適切な賃金が十分に支払われる 

 6.3 認証取得者は、全ての労働者の団結権（労働組合を結成し参加する権利）、団体交渉権を尊

重する。結社の自由と団体交渉権が法律で制限されている場合、雇用主は制限を受けている全

ての労働者のための独立した自由な結社と団体交渉を並行して担保する手段を構築する 

 6.4 児童は雇用したり搾取したりしてはならない 

 6.5 職場ではいかなるハラスメントや虐待はなく、生殖に関する権利が保護されている 

 6.6 いかなる強制労働や人身売買での労働も行われない 

 6.7 認証取得者は、労働環境が自身の管理下にあり健康リスクがなく安全であることを担保す

る 
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原則 基準 

7. 生態系及び環境の保護・保全及び向上 

 7.1 適切な統合型害虫管理（IPM）技術を用い、害虫、病気、雑草及び侵入外来種が効果的に管

理される 

 7.2 農薬は、作業者及びその家族、周辺住民や環境に健康被害を起こさない方法で用いられる 

 7.3 廃棄物は、環境及び社会的に責任のある方法で削減、リサイクル、再利用、処分される 

 7.4 活動に際し、最適かつ持続的な生産量を担保する水準で、土壌肥沃度を維持もしくは可能で

あれば改善する 

 7.5 活動に際し、土壌の侵食や劣化は最小化及び管理される 

 7.6 土壌調査及び地形情報は新規植林の際の土地計画に用いられ、調査結果は計画及び事業運

営に組み込まれる 

 7.7 2018 年 11 月 15 日以降は泥炭土壌の深さに関わらず泥炭地への新規植林は行わない、また

全ての泥炭地は責任をもって管理される 

 7.8 活動に際し、地上及び地下水の品質と利用可能性が維持される 

 7.9 化石燃料利用の効率と再生可能エネルギーの利用が最適化される 

 7.10 汚染や GHG を含む排出を削減するための計画が策定・実行・モニタリングされ、GHG 排

出量を最小化する新たな計画が策定される 

 7.11 土地の整備のための火入れは行ってはならず、管理地における火災は防止される 

 7.12 土地の整備に際し、保護や強化が求められている保全価値の高い土地（HCVs）や炭素ス

トック量の大きい（HCS）森林においていかなる森林減少や損害も引き起こしてはならない。

管理地内の HCVs 及び HCS の森林は特定され保護もしくは強化される 

 

ISEAL（国際社会環境認定表示連合）に関する情報収集 

1）ISEALの概要 

International Social and Environmental Accreditation and Labelling（ISEAL：国際社会環境認

定表示連合）は、信頼できる持続可能性基準のための国際的な会員協会である。 

会員団体は、ISEAL が定める「Credibility Principles（信頼原則）」「Codes of Good Practice

（優良規範）」（後述）を満たしており、信頼に足る持続可能性認証スキームであることが

ISEAL により担保されている。 

ISEAL 会員になるためには、まず Codes of Good Practice に示される基準のうち基礎的な

基準を満たすことを持って準会員（Associate member）となる。準会員となって 1 年以上経

過した後、Codes of Good Practice の全ての基準を満たすことで正会員（Full member）に昇

格する。会員団体は、基準の設定・モニタリング・評価システム等について年次報告を公

開する必要がある。 

2019 年 5 月現在の正会員は、下表に示す 19 団体である。 
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図表 23  ISEAL 正会員 

団体名 認証の対象 

Alliance for Water Stewardship（AWS） 水 

Aquaculture Stewardship Council（ASC） 養殖水産物 

Assurance Services International（ASI） 持続可能性認証スキーム（各種認証スキームの運用を監

督する検証機関。各認証スキームの審査機関の認定等を実

施） 

Better Cotton Initiative（BCI） 綿花 

Bonsucro サトウキビ、サトウキビ加工製品 

Fairtrade International（FLO） 公平な取引 

Forest Stewardship Council（FSC） 森林、木材製品 

GEO Foundation ゴルフ及び関連する産業 

Global Coffee Platform（GCP） コーヒー農園、コーヒー製品 

GoodWeave カーペット、ラグ 

Linking Environment And Farming（LEAF） 農業、農業製品 

Marine Stewardship Council（MSC） 漁業、水産物 

Rainforest Alliance（RA） 農業、農業製品 

Responsible Jewellery Council（RJC） 宝飾品 

Roundtable on Sustainable Biomaterials（RSB） 全てのバイオマス、バイオ製品 

Roundtable on Sustainable Palm Oil（RSPO） パーム油 

Sustainable Agriculture Network 農業、農業製品（SAN が作った基準を RA が運用） 

Union for Ethical BioTrade（UEBT） 天然性の材料 

UTZ 農業（2018 年に RA と統合） 

（注）色付きは、FIT 制度の下で対象となりうる燃料を認証対象に含むもの 

（出所）ISEAL ウェブサイト（2019 年 5 月 21 日閲覧） 

 

2）ISEALによる認定基準 

ISEAL は 3 種類の「Code of Good Practice（優良規範）」を公表しており、これに示され

た内容を満たしている団体を会員として認定している。各規範では、項目（Clause）ごと

に求められる成果や要件、要件を満たすためのガイダンス等が示されている。 

図表 24  ISEAL が示す基準文書「Code of Good Practice（優良規範）」 

文書タイトル（発行年等） 概要 URL 

Setting Social and 

Environmental Standards 

（Version6.0、2014 年 12 月） 

持続可能性基準の設定プロセス対する要件。持

続可能性担保という目的を達成する透明性を

担保した基準設定を行うための要件が示され

ている。 

https://www.isealalliance.o

rg/sites/default/files/resour

ce/2017-

11/ISEAL_Standard_Settin

g_Code_v6_Dec_2014.pdf 

Assessing the Impacts of 

Social and Environmental 

Standards Systems 

（Version2.0、2014 年 12 月） 

持続可能性認証スキームのモニタリングや評

価システムの構築・実施に対する要件。 

https://www.isealalliance.o

rg/sites/default/files/resour

ce/2017-

11/ISEAL_Impacts_Code_

v2_Dec_2014.pdf 

Assuring Compliance with 

Social and Environmental 

Standards 

（Version2.0、2018 年 1 月） 

認証スキームの運営に当たって運営組織が有

すべき保証システムに関する要件（リスク管理

等）。 

https://www.isealalliance.o

rg/sites/default/files/resour

ce/2018-

02/ISEAL_Assurance_Cod

e_Version_2.0.pdf 
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図表 25  基準の設定と認証スキームのモニタリング・評価に関する要件 

区分 大項目 項目（Clause） 求められる成果 

基準設定 

 一般的な規範 

 基準設定手順 基準を設定する組織は透明性のある手順に従い、また同手順は

常に改善される。 

基準間の一貫性 基準を設定する組織は基準間の重複を避け一貫性を確保しつ

つ、他方で改変・改良を妨げないよう努める。 

基準設定と改訂 

 取り決め事項 基準を設定する組織は基準遵守の目的と基準の必要性を明確

に文書化する。 

関係者の特定 基準を設定する組織は関係者が誰かを認識している。 

要約の公開 関係者が参画するか否かを決定するための情報、参画方法に関

する情報を有している。 

意見の公開聴取 関係者が基準に対しインプットを行う十分な時間と機会を有

しており、そのインプットがどう考慮されたかを把握できる。 

実現可能性の評価 企業が基準を実施でき、評価者がその遵守を評価できる。 

意思決定 関係者が、自身の意見が意思決定に反映されていることを認識

できる。 

基準の利用可能性 関心のある関係者が基準にアクセスできる。 

基準のレビューと改

訂 

基準は常に整合性をゆうしており、持続可能性に関する優良取

組に関する関係者の最新の認識を反映している。 

移行期間 認証を受ける企業と審査機関は改訂された新要件に対応する

ための十分な時間とこれを知るための機会を有する。 

記録 関係者は、基準が有する要件の基礎を把握するため過去の協議

内容を参照できる。 

不満の解決 関係者は、基準設定プロセスに関する懸念や疑問が生じた際に

これに対応する透明性のあるメカニズムにアクセスできる。 

基準の構造と内容 

 持続可能性に関する

成果 

基準は、認証スキームが定めた持続可能性に関する成果の達成

を支援するための要件のみを示す。 

パフォーマンスの水

準 

要件は、持続可能性に関する重要かつ正の影響という結果を生

じさせるパフォーマンス水準で設定される。 

一貫した解釈 基準は一貫して解釈され、地理的範囲全体に適用される。 

現地への適用可能性 基準は、これが適用される現地関係者からのインプット等に基

づき設定されており、現地の状況と整合している。 

認証スキームのモニタリングや評価システムの構築・実施 

 モニタリング及び評価システムに関する要件 

 モニタリング及び評

価システム（M&E シ

ステム） 

制度運営者が機能的かつ効果的な M&E システムを有してい

る。 

M&E システムの対象

と範囲 

目的とする社会・環境・経済に関する効果を達成する能力を基

準が有しているかを M&E システムが評価できることを、制度

運営者が担保している。 

拡大のための計画 制度運営者は、能力に応じて現実的なモニタリング・評価のア

プローチをとっている。 

リソース 制度運営者が M&E システムに対し常に十分なリソースを投じ

ている。 

役割と責任 M&E システムの実施のための十分な能力と明確な責任を有す

るスタッフがいる。 

データ管理 情報技術システムが、モニタリングデータを安全に保管し分

析・仕様のために容易にアクセスできるといった点で、M&E シ

ステムをサポートしている。 

データの機密性と利

用 

機密情報が尊重され保護されている。制度運営者はデータ機密

に関する法的要件に対応している。 

認証組織への M&E の M&E システムは組織全体に統合されており、上級管理職のサ
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区分 大項目 項目（Clause） 求められる成果 

統合 ポートを受けている。 

協力と調整 認証基準は、M&E システムの効率性及び品質を担保し、組織

横断的な学習を通じて持続可能性に対する影響についての理

解を向上させる。 

M&E システム設計における関係者の巻き込み 

 関係者の特定 制度運営者は、M&E システムの設計・実施に際し関係者とよ

く調整する。 

関係者協議 関係者が、M&E システムの設計と定期的な修正に際しイン

プットの機会を有している。 

意図的な変更の決定 

 意図した影響や成果 制度運営者が、達成に向け取り組むべき持続可能性の影響や成

果を予め決定している。 

因果の道筋 制度運営者が、基準運用の戦略が意図する影響や目的に貢献す

ると見込まれることを認識している。 

意図しない効果 制度運営者が、取組に際して意図しない結果が生じる可能性を

認識している。 

影響因子 制度運営者が、意図する影響や目的の達成に影響しうる外部要

因を特定し定期的にレビューする。 

モニタリング及び評価 

 パフォーマンスのモ

ニタリング、成果と影

響の評価 

M&E システムは意図する成果に向けた進捗を定期的に追跡

し、また認証スキームがどのように機能しているか、成果達成

/未達成の理由は何かについて詳細を考察する。 

指標 制度運営者は、パフォーマンスのモニタリング、及び成果と影

響の評価のための指標を有している。指標に基づき、進捗を測

り意図しない効果をモニタリングしたデータを常に提供する。 

パフォーマンスのモ

ニタリング 

制度運営者が、認証スキームがどのような成果、短・中期的な

結果を達成しているかを判断する十分な情報を有している。 

パフォーマンスのモ

ニタリングのための

品質保証 

モニタリングデータは正確かつ一貫性を持って収集される。 

成果と影響の評価 定期的な詳細評価を実施し、意図する成果を認証スキームが発

揮できているか否か、後者の場合は認証スキームに対しどの程

度の変更が求められるかについて制度運営者が理解するため

の情報を提供する。 

成果と影響の評価の

ための品質保証 

成果と影響の評価手続きは、正確で、信頼性があり、結果や分

析内容と整合している。 

モニタリング・評価報

告書 

報告書は、制度運営者及びその他の関係者のために、どのよう

な結論に達したか、分析に基づく認証スキームの品質に関する

判断結果はどうかを理解するための十分な情報を含む。 

指標の調整 モニタリングデータは他の認証スキームと比較でき、標準化さ

れた報告を可能にする。 

評価結果に関するコ

ミュニケーション 

評価結果の調査に参加したもの及びその他の関係者は、認証ス

キームが達成した結果に関する理解向上を通じて強化される。 

認証を受ける基準に

とっての M&E の便益 

M&E システムは、認証を取得する企業に対し、直接的かつ具

体的な利益を与え、追加的な負担は最小限に抑える。 

エシカルに関する指

針 

評価者は評価対象を尊重し、これを害しない。 

学習と改善 

 内部化された学習と

改善 

M&E システムからの情報は、認証スキームの効果の改善を目

的とし、組織内で使用される。 

M&E システムの効果

的な改善 

制度運営者は M&E システムを定期的に更新・改善する。 

M&E 結果に対する対

応及び結果の利用 

制度運営者は認証スキームが M&E システムの結果をどう反映

したかを文書化し示す。 

透明性と情報公開 

 M&E システムに関す 関係者は、M&E システムを理解しこれに貢献するために必要
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区分 大項目 項目（Clause） 求められる成果 

る公開情報 な情報を有している。 

評価の透明性 関係者は成果や影響の評価に関する結論を入手でき、こうした

分析の品質を判断できる。 

内容に関する主張 認証スキームにより達成された結果に対しる主張は正確であ

り、かつ誇張されていない。 

透明性、情報アクセ

ス、参画の向上 

関係者は、認証スキームの影響や効果に関するより完全な情報

を有する。関係者は M&E システムを精査しフィードバックを

与えることができる。 

（注）対応必須の項目と、意欲的な団体が対応する項目を含む 

（出所）ISEAL「Setting Social and Environmental Standards」（2014 年）及び「Assessing the Impacts of Social and  

Environmental Standards Systems」（2014 年）を仮訳  
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II. 現地調査の実施 

本調査の対象である持続可能性認証スキームのうちいくつかについて、当該認証スキーム

の運用実態の把握、わが国 FIT 制度の下での持続可能性に関する論点への対応可否の検証等

を目的とし、認証スキーム運営機関を訪問する現地ヒアリング調査を実施した。 

現地調査を行った認証スキームは、ISCC、ISPO 及び MSPO である。以下に調査結果を示

す。 

 

ISCC へのヒアリング調査 

日時 2019 年 6 月 28 日（金）11:00～13:00 

場所 Meeting Room of ISCC Office, Hohenzollernring 72, 50672, Köln, Germany 

 

ISCC 担当者との面談の結果概要は以下の通り。 

・ ISCC は原則として EU RED に対応するよう認証スキームが構築されており、例えば

副産物の扱い等については欧州の規定に準拠している（図表 7）。 

・ EU RED に対応した ISCC EU、ドイツの国内制度に対応した ISCC DE に加え、全ての

国への適用を想定した ISCC PLUS の枠組みを構築しており、日本に対し適用するので

あればこれを用いることが可能である。なお、各国の制度に合わせた柔軟な制度設計

の仕組みを有しており、例えば日本については過去に液体バイオ燃料に関する日本向

けガイダンス10を作成した経緯がある。FIT 制度に関しても、今後協議を重ねる中でこ

うした対応を検討する余地はある。 

・ ISCC の直近の動向として、持続可能性の中でもとくに土地利用に着目している。認証

を取得している対象地が本当に持続可能性を維持しているかを検証するモニタリング

ツールとして、GRAS（Global Risk Assessment Services）社と連携し、土地転換リスク

の評価や土地転換の発生を検出できるオンラインツール「GRAS」の開発を行っている。

将来的には認証プロセスにおける活用を見込んでいる。 

 

 

  

                                                           
10 ISCC「ISCC PLUS 201-1 Guidance for Deliveries of Biofuels to Japan, Version 1.0」（https://www.iscc-system.org/wp-

content/uploads/2017/02/ISCC-Guidance_201-1_BiofuelsJapan_v1.0.pdf） 
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インドネシア ISPO 関係者との協議 

日時 2019 年 7 月 4 日（木）9:00～15:30 

場所 
Meeting Room of Director General of Estate Crop, C building, 3rd Floor, Jl. Harsono RM no.3 Ragunan, 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

 

ISPO は第 2 回持続可能性 WG（2019 年 5 月 27 日）の際に来日し ISPO の概要について発

表を行っており、わが国における論点を先方が把握したうえでの面談となった。面談に先立

ち、文献調査結果に基づきわが国 FIT 制度の下での要求事項（案）及び対応する ISPO 基準

の分析結果を提示し、不足していると考えられた点を中心に先方からも事前に回答を得たう

えで、詳細な議論を行った。 

 

 

マレーシア MSPO 関係者との協議 

日時 2019 年 8 月 1 日（木）9:30～12:30 

場所 
Meeting Room of Director General of Estate Crop, C building, 3rd Floor, Jl. Harsono RM no.3 Ragunan, 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

 

MSPO は ISPO と同様、第 2 回持続可能性 WG（2019 年 5 月 27 日）の際に来日し MSPO

の概要について発表を行っており、わが国における論点を先方が把握したうえでの面談と

なった。面談に先立ち、文献調査結果に基づきわが国 FIT 制度の下での要求事項（案）及び

対応する MSPO 基準の分析結果を提示し、不足していると考えられた点を中心に先方から

も事前に回答を得たうえで、詳細な議論を行った。 
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III. 日本の FIT制度で適用可能な持続可能性の確認のあり方を決定する

評価基準の整理 

日本の FIT 制度における持続可能性確認のあり方を示す評価基準 

持続可能性 WG では、わが国 FIT 制度において求める持続可能性としての評価基準が示

された。 

また、この評価基準案に対し調査対象の各認証スキームが基準を満たしているかを評価し

た個別認証への適用結果が示された。評価の結果、RSPO 及び RSB が全ての基準を満たす認

証スキームとして整理された。その他の認証スキームについて、当該認証スキームだけでは

全ての評価基準を満たすことができないものの、複数を組み合わせることで全てを網羅でき

る可能性が考えうる。ただし、下表に示す本調査の結果では、現状では ISCC、ISPO、MSPO、

GGL のいずれか複数を組み合わせても全ての評価基準を満たすことができないという結果

になった。 

 

図表 26  わが国 FIT 制度における持続可能性確認のあり方を示す評価基準 

及び各認証スキームの対応状況（日本語版及び英語版） 
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持続可能性 WG は 2019 年 4～10 月にかけて開催され、11 月に中間整理が公表された。中

間整理における持続可能性に関する概要は下記の通りである。 

 

バイオマス持続可能性ワーキンググループ「中間整理」（2019 年 11 月）抜粋 

 

【持続可能性の確認内容】 

環境 

○ 土地利用変化への配慮のうち、天然林の保全に関しては、農園の開発に当たり、原生林、

又は高い生物多様性保護価値を有する地域に新規植栽されていないことを確認すること。 

○ 土地利用変化への配慮のうち、泥炭地の保全に関しては、泥炭地を含む耕作限界の脆弱な

土壌で限定的作付けが提案された場合は、悪影響を招くことなく土壌を保護するための計

画が策定され、実施されるものであることを確認すること。 

○ 栽培工程及び加工工程に係る GHG 等の排出や汚染の削減に関しては、削減計画が策定さ

れ、その量を最小限度に留めるよう実施されていることを確認すること。なお、本ワーキ

ンググループとしては、加工プロセスにおいてメタンガス回収装置が設置されていること

を期待する。 

○ 生物多様性への配慮に関しては、希少種・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事業を管理する

こと。 

 

 

社会・労働 

○ 社会への影響に関しては、 

➢ 事業者が事業実施に必要な土地使用権を確保していることを証明すること。 

○ 労働の評価に関しては、 

Items to be ensured Criteria Scope

○：Comply with requirements
―：No description

RSPO
2013

RSPO
2018

RSB ISCC ISPO MSPO GGL

Enviro
nment

Restricting land conversion

◼ No new planting for oil palm plantation have replaced 
primary forest, or any area of high conservation value of 
biodiversity, since November 2005.

Plantation 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇

◼ Where limited planting on fragile and marginal soils, 
including peat, is proposed, plans shall be developed and 
implemented to protect soils without incurring adverse 
impacts.

Plantation 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Reduction of pollution and
emissions including GHG 

◼ Plans to reduce pollution and emissions including 
greenhouse gases are developed and implemented to 
minimize those pollution and emissions. 

Plantation 〇 〇 〇 ― ― 〇 ―

Processing 〇 〇 〇 ― ― 〇 ―

Conservation of biodiversity

◼ The status of rare, threatened or endangered species 
and other high conservation value habitats, if any, shall 
be identified and operations managed to best ensure 
that they are maintained and/or enhanced. 

Plantation
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Social
and
labor 
issues

Appropriate land right: 
Ensuring right of land use by 
operators

◼ It is demonstrated that operators have right to use of 
land for their operation.

Plantation 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Processing 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ―

No child labor, no forced 
labor

◼ No child labor or forced labor is demonstrated.
Plantation 〇 〇 〇 〇 ― ― 〇
Processing 〇 〇 〇 ― ― ― ―

Ensuring workers’ health and 
safety

◼ Workers’ health and safety are ensured.
Plantation 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇
Processing 〇 〇 〇 ― 〇 ― ―

Ensuring workers’ rights of 
association and collective 
bargaining

◼ Workers’ rights of association and collective bargaining 
are respected and/or ensured.

Plantation 〇 〇 〇 〇 ― ― 〇

Processing 〇 〇 〇 ― ― ― ―

Gover
nance

Compliance with laws 
(outside Japan)

◼ National laws and regulations in the country of origin are 
complied with.

Plantation 〇 〇 〇 〇 ― 〇 ―
Processing 〇 〇 〇 ― ― 〇 ―

Provision and disclosure of 
information

◼ It is ensured that certified companies provide 
information appropriately to stakeholders.

Plantation 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ―
Processing 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ―

Certificate 
Renewal/Cancellation

◼ Rules for renewal / cancellation of certification are in 
place.

Complete 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ensuring supply chain
◼ It can be demonstrated through whole supply chain that 

biomass fuels used by power generation companies are 
certified.

Complete ○ ○ 〇 〇 － 〇 〇

Third Party Verification
◼ Ensure the third party nature in the certification body 

accreditation process and the final decision to grant the 
certification.

Complete 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇
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➢ 児童労働及び強制労働がないことを証明すること。 

➢ 労働者の健康と安全を確保すること。 

➢ 労働者の団結権・団体交渉権が尊重又は確保されること。 

 

ガバナンス 

○ 法令の遵守 

➢ 生物多様性及び検疫等の燃料に関する国内法令を遵守すること。 

➢ 原料若しくは燃料を調達する現地国の法規制を遵守すること。 

○ 情報提供・公開 

➢ 認証取得事業者は、関係者が関係情報を入手できるよう適切に情報提供を行うこと

を担保すること。 

➢ 発電事業者は、持続可能性を確保していることの透明性の担保の観点から、以下の

事項について、ウェブサイト等で情報公開すること。 

⚫ 使用しているバイオマス燃料の持続可能性を担保している第三者認証スキーム

の名称 

⚫ 発電所で使用した認証燃料の量及びその認証燃料固有の識別番号 

○ 第三者認証制度の運用 

➢ 第三者認証の運営機関は、P&C 認証を取得している調達先の農園等の情報を公開す

ること。 

➢ 第三者認証の運営機関は、認証の更新・取消しに関する規定を整備し、適切な運用

を担保すること。 

➢ 第三者認証の運営機関は、以下の観点の確認により、認証スキームの第三者性を担

保すること。 

⚫ 認証機関の認定を、認証の運営機関自身ではなく、別の機関が認定しているこ

と。 

⚫ 最終意思決定機関が、認証の運営機関ではないこと。 

 

【持続可能性の確認対象】 

○ 一定の類型に応じて、持続可能性として求める項目や水準を設定することが適当である。

具体的には、当該燃料より付加価値の高い製品が産出されないものを主産物、それ以外を

副産物と定義する。 

○ 燃料調達のサプライチェーンの確認においては、以下のとおり、主産物と副産物とで、一

定の差異を設ける。 

➢ 主産物は、パーム油と同様、燃料を生産している農園から発電所に至るまでの全て

のサプライチェーン上において、非認証燃料と混合することなく認証燃料が分別管

理されていること（アイデンティティ・プリザーブド（IP）及びセグリゲーション

（SG）認証）を確認する。 

➢ 副産物については、現地サプライヤーにおいては燃料の発生時点から把握が可能で

あることに鑑み、副産物の燃料としての発生地点（図表 27）以降から発電所に至る

までのサプライチェーン上において、非認証燃料と混合することなく認証燃料が分

別管理されていること（アイデンティティ・プリザーブド（IP）及びセグリゲー

ション（SG）認証）を確認する。 

➢ 主産物・副産物に関わらず、当該サプライチェーン上のすべての燃料が第三者認証

を得られる状態になれば、燃料ごとの分別管理は不要となる。 

 

○ P&C 認証については、環境、社会・労働、ガバナンスの全てについての内容を求める。

（加工工程で発生する GHG 及び環境負荷の懸念があることから、加工工場が発生地点とな

る場合であっても、P&C 認証においては環境に関する項目を確認する。ただし、原料栽培

地と加工工場で必要とされる内容に違いがあり、例えば土地利用変化等は栽培地のみで求

められ、加工工場での確認項目とはしない。） 
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○ SC 認証の取得に当たっては、製品の適正な流通管理ができる能力を確認することが主であ

ることを踏まえて、RSPO 認証と同様に、事業者が適正に認証製品を管理できること（自

社の管理・取引システムを説明する文書や認証製品の取引記録等）の確認を求める。 

○ サプライチェーン上の分別管理については、異なる第三者認証制度で P＆C 認証を取得し

た燃料であっても、それらが求める持続可能性の条件を満たす認証制度であれば、非認証

燃料と混合することなく管理されていることを条件に、分別管理されているものとみな

す。 

○ サプライチェーン上の全ての事業者の法令遵守を求めるとの方向性を厳格に徹底するた

め、P&C 認証を取得せず、法令遵守を確認しない SC 認証のみを取得することとなる各主

体の法令遵守については、各主体が法令違反等を行ったことを発電事業者が知った場合

に、直ちに経済産業省にその状況を報告することによって、第三者認証による確認を代替

する。また、発電事業者は、当該主体に対して改善を指導する等により法令遵守を促す。

仮に改善することが見込まれず法令違反が継続する場合には、全ての主体が法令遵守する

ようサプライチェーンを再構築する。（ただし、サプライチェーン上の全事業者の法令遵守

を確認する第三者認証であれば、こうした報告は不要とする。） 

 

 

【持続可能性の確認主体】 

○ 透明性の確保や確認の効率性の観点から、海外で生産された農産物の収穫に伴って生じる

バイオマスの確認については、基本的には第三者認証により確認する。 

○ ただし、海外で生産された農産物の収穫に伴って生じるバイオマスの国内法令（生物多様

性、検疫等）については、農林水産省等の関係省庁によりその法令遵守を確認する。 

○ 国内で生産された農産物の収穫に伴って生じるバイオマスの確認については、主産物・副

産物のいずれについても、現行の事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）において

「国内で生産された農産物の収穫に伴って生じるバイオマスを使用する場合は、あらかじ

め農林水産省に個別に相談すること」としていることから、引き続き、農林水産省におい

て確認を行うことする。 

○ 現行認められている RSPO 認証に加えて、RSB（Roundtable on Sustainable Biomaterials）認

証を追加して認めるべきである。 

○ 今後、以下の 2 点を対応することが必要である。 

➢ 今般不採用であった第三者認証について、改正等が行われ、その追加を求められた

場合は、本ワーキンググループにおいて再検討する。 

➢ 新たな第三者認証が整備され、その追加を求められた場合は、新たに本ワーキング

グループにおいて検討する。 

➢ 複数の第三者認証を組み合わせて要件を充足しようとするものの取扱いについて

は、上記の新たな認証制度の評価と併せて検討する。 
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図表 27  副産物の発生地点とサプライチェーン 

一般木材等バイオマス 

・副産物 
発生地点 

発生地点以降のサプライチェーンの

プレイヤー（例） 

PKS 殻の分離加工が実施される工場 

（搾油工場） 

収集事業者、輸送事業者、商社、発電

事業者 

EFB ペレット 房をペレット化する工場 

（ペレット工場） 

輸送事業者、商社、発電事業者 

ココナッツ殻 殻の分離加工が実施される工場 

（ココナッツ加工工場） 

収集事業者、ペレット加工工場、輸送

事業者、商社、発電事業者 

くるみ殻 殻の分離加工が実施される工場 

（ナッツ加工工場） 

収集事業者、輸送事業者、商社、発電

事業者 

ピスタチオ・アーモン

ド殻 

殻の分離加工が実施される工場 

（ナッツ加工工場） 

収集事業者、輸送事業者、商社、発電

事業者 

パームトランクペレッ

ト 

古木をペレット化する工場 

（ペレット工場） 

輸送事業者、商社、発電事業者 

ひまわり種殻 殻の分離加工が実施される工場 

（搾油工場） 

収集事業者、輸送事業者、商社、発電

事業者 

ベンコワン種子 農園 輸送事業者、商社、発電事業者 
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IV. 新規燃料を燃料として用いる場合の、国内関係法への適合性への確

認 

FIT 制度では、発電事業者に対し、事業に関係法令（条例を含む）の遵守を求めている。こ

うした中、2018 年度の調達価格等算定委員会では、遺伝子組換えや輸入植物検疫について、

どのように国内法の遵守を担保するかという点が指摘された。 

これを受け、持続可能性 WG では、農林水産省より以下の内容について説明がなされた。 

生物多様性への適合性 

 カルタヘナ法の概要 

カルタヘナ法の概要を図表 28 に示す。カルタヘナ法の目的は、遺伝子組換え生物等を使

用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることであ

る。 

カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等を用いて行うあらゆる行為のことを「使用等」と

し、使用形態に応じて「第一種使用等」と「第二種使用等」とに分け、それぞれの使用に応

じて、とるべき措置が定められている。 

⚫ 第一種使用等：遺伝子組換えトウモロコシの輸入、流通、栽培など、遺伝子組換え生

物等の環境放出を伴う行為は第一種使用等に該当する。第一種使用等をする際には、

使用に先立ち、遺伝子組換え生物の種類ごとに、予定している使用によって生物多様

性に影響が生じないか否かについて審査を受ける必要がある。審査の結果、問題が無

いと評価された場合のみ承認を受けることができ、使用が可能となる。 

⚫ 第二種使用等：遺伝子組換え生物等を、環境への放出が生じない空間（これを達成す

るための設備や使用方法全体を「拡散防止措置」という）で使用することである。第

二種使用等についても、使用に先立ち、拡散防止措置が適切なものとなっているか確

認を受ける必要がある。 

このため、バイオマス燃料として遺伝子組み換え生物等を用い場合には、事前に審査を受

ける必要がある。なお、持続可能性 WG での農林水産省による上記説明内容の詳細につい

て、一般財団法人バイオインダストリー協会ではカルタヘナ法ガイドブックを公表しており、

各作物の位置付けは、この中で示されている簡易チャートに従って確認することができる

（図表 29）。 
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図表 28 カルタヘナ法の概要 

 
（出所）環境省自然環境局生物多様性センター「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律（カルタヘナ法）の概要」 
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図表 29 遺伝子組換え生物等の法律上の位置付けを調べる簡易チャート 

 

（出所）一般財団法人バイオインダストリー協会「カルタヘナ法ガイドブック」（2019 年 1 月） 
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植物防疫への適合性 

植物防疫の目的は、「輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆

除し、及びそのまん延を防止し、もって農業生産の安全及び助長を図る。（植物防疫法第 1 条

より抜粋）」とされている。植物防疫は、大きく図表 30 のように分類される。このうち、バ

イオマス燃料の輸入に関連するのは輸入検疫である。主な措置として、海外から輸入される

植物に、病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐため、輸入植物の検査が実施される。 

輸入された植物の検査の流れは、図表 31 の通りである。輸入検査の結果、輸入禁止品に

該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格となり輸入することができる。

輸入禁止品に該当した場合は、輸入することができない。また、植物検疫の対象となる病害

虫が付着していた場合は不合格となり、消毒、廃棄又は返送の措置が命じられる。消毒が命

じられた場合、消毒措置後に輸入することが可能である。 

バイオマス燃料の輸入条件は、図表 32 の通りである。液体燃料についてはすでに加工さ

れていることから、検査は不要であるが、固体燃料は植物の状態のままのため、基本的に検

査が必要となる。また、この他に、植物防疫法では、万一日本に侵入した場合、農作物や緑

に大きな被害を及ぼす危険性が高く、かつ輸入時の検査では発見が困難な病害虫の寄主植物

を対象について輸入の禁止措置が実施される。バイオマス燃料に関連する植物の例として、

もみ殻については、朝鮮半島及び台湾を除く諸外国からの輸入が禁止されている11。 

図表 30 植物防疫の種類 

 

（出所）農林水産省「関連する国内法令等について（第 1 回持続可能性ワーキンググループ資料 6）」（2019 年 4

月） 

                                                           
11 輸入の禁止に該当するものは植物防疫法で規定されており、植物防疫所のウェブサイト上の「輸入条件に関す

るデータベース」で国・地域、植物を指定して輸入条件を検索することができる。 
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図表 31 輸入検査の流れ 

 

（出所）農林水産省ウェブサイト「輸入検査について」<https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ikensa/index.

html>（2020 年 1 月アクセス） 

 

図表 32 バイオマス燃料の輸入条件 

 

（出所）農林水産省「関連する国内法令等について（第 1 回持続可能性ワーキンググループ資料 6）」（2019 年 4

月） 
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V. 調達価格等算定委員会等における検討結果 

III. に示した持続可能性 WG の中間整理は、2019 年度の調達価格算定委員会に報告された。 

食料競合及びライフサイクル GHG 排出量については、持続可能性 WG の中間整理を踏ま

えて調達価格等算定委員会において以下のような意見があった。 

 

図表 33  食料競合、ライフサイクル GHG 排出量に関する調達価格等算定委員会での意見 

論点 持続可能性 WG 中間整理 2019 年度調達価格等算定員会における意見 

食料競合 食料競合については、量的拡大に

応じてその懸念が増大するもので

あることから、国全体としての量

的な確認（マクロ的確認）ができる

方策等の検討が必要である。 

⚫ 食料競合については、可食部が分離されている

かといった点なども含めて、食料競合の懸念が

認められるかを判断するための基準を明確に

する必要がある。また、量的拡大に応じて食料

競合の懸念は増大するものであることから、国

全体としての量的な確認（マクロ的確認）がで

きる方策等の検討が必要である。（委員） 

⚫ 世界の人口増加や食料需要の変化、国内の食料

自給の状況を踏まえると、食料となり得る物資

を燃料として活用することは抑制的であるべ

き。（農林水産省） 

ライフ 

サイクル
GHG 

排出量 

ライフサイクル GHG 排出量につ

いて、実際は、栽培を行う土地の状

況、輸送ルート、加工方法等により

様々であり、また、排出量の算定方

法には様々な手法があり、確立さ

れたものがないことから、政府と

して一律に個別確認を行うこと

は、現時点では現実的ではない。 

⚫ FIT 制度の下で国民負担による買取りを行う

以上は、燃料の輸送・加工の工程を含めたライ

フサイクル GHG 排出量などについて、FIT 認

定時に確認を行うことが必要である。 

（出所）調達価格等算定委員会「令和 2 年度の調達価格等に関する意見」（令和 2 年 2 月 4日） 

 

 

食料競合やライフサイクル GHG 排出量は、新規燃料の取扱いに関する議論の際に論点と

なった。上記の意見を踏まえ、新規燃料の取扱いについては調達価格等算定員会において以

下の方針が示された。 

⚫ 食料競合については、調達価格等算定委委員会とは別の場において専門的・技術的な検

討を行った上で、その判断のための基準を策定し、当該基準に照らして、食料競合への懸

念が認められる燃料については、そのおそれがないことが確認されるまでの間は、FIT 制

度の対象としない。 

⚫ 食料競合への懸念が認められない燃料については、ライフサイクル GHG 排出量の論点を

本委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を継続した上で、ライフサイクルGHG 

排出量を含めた持続可能性基準を満たしたものは、FIT 制度の対象とする。 

 

また、新規燃料に加え、既に買取りの対象となっている燃料についても、調達価格等算定

委員会とは別の場において、ライフサイクル GHG 排出量の論点について専門的・技術的な

検討を行う方針が示された。  
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第３章 バイオマス燃料のライフサイクル GHG排出量について 

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 30 年度調査12

において、パーム油等のバイオマス燃料を対象に、EU RED II にて設定されている代表値

（typical value）13や Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）ガイドラインに記載さ

れている排出係数等を用いたライフサイクル GHG 排出量の簡易的な試算を実施した。その

結果、土地利用変化についてはその有無がライフサイクル GHG 排出量に大きな影響を与え

ることが明らかになった。一方で、バウンダリ14の設定方法や主産物・副産物におけるアロ

ケーション15方法等の「どの排出源16を算定対象とするか」といった点、算定に用いる各種パ

ラメータ等の「どの数値を用いて算定を行うか」といった点について、さらなる情報収集が

必要であることが明らかとなった。 

そこで本調査では、算定対象及び算定に用いる数値について、文献調査を基本として情報

の整理を行った。 

 

II. 算定対象について 

今年度に開催された総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エ

ネルギー小委員会 バイオマス持続可能性ワーキンググループ（以下、持続可能性 WG）でと

りまとめられた中間整理では、ライフサイクル GHG 排出量の算定方法に対して「栽培を行う

土地の状況、輸送ルート及び加工方法等により、ライフサイクル GHG は様々であり、またラ

イフサイクル GHG 排出量の算定方法には様々な手法があり、確立されたものがない」と言及

されている。また、今年度の調達価格等算定委員会を経た意見でも、「本委員会とは別の場に

おいて、ライフサイクル GHG 排出量の論点について専門的・技術的な検討を行う」と述べら

れている。現時点では、バウンダリの設定方法をはじめ、ライフサイクル GHG 排出量の算定

に関する統一された方法は世界的にも存在しておらず、引き続き検討が続けられていくこと

が示唆されている。 

図表 34 は、平成 30 年度調査におけるパーム油発電のライフサイクル GHG 排出量の算定

の際に設定したバウンダリを整理したものであるところ、バイオマス持続可能性 WG におけ

る検討では、「肥料用途と燃料用途が競合する場合、代替肥料として化学肥料が使われること

                                                           
12 平成 30 年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（バイオマス燃料の安定調達・持続可能性等に係る

調査） 

13 EU が実施したバイオマス燃料のライフサイクルにおける各工程からの GHG 排出量を単純に合算した値のこ

と。EU RED II ではこの代表値を保守的に補正した値であるデフォルト値も提示されており、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。 

14 「GHG 排出量の算定の対象として、どの排出源まで考慮するか」という考え方 

15 ある原料から燃料への加工時に生じる目的とする製品（主産物）以外の共産物、また場合によっては廃棄物や

農業残渣にも GHG 排出量を割り当てる考え方 

16 ここでは、「栽培・加工・輸送・燃料」といったライフサイクル GHG 排出量の計算における大区分を「工程」

と呼び、各工程に含まれる個々の排出源を「排出源」と呼ぶこととする。 
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で、栽培工程の GHG 排出量が増加するリスクがある」という委員の意見もあった。 

 

図表 34 パーム油発電におけるバウンダリ（平成 30 年度調査での例） 

工程 算定対象 

土地利用変化 土地利用変化からの排出 

栽培 窒素肥料からの排出 

除草剤からの排出 

輸送①（農園→搾油工場） 輸送車両の燃料消費からの排出 

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を考慮） 

輸送②（搾油工場→精製工場） 輸送車両の燃料消費からの排出 

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からの排出 

輸送④（海上輸送） 輸送船舶の燃料消費からの排出 

輸送⑤（港→発電所） 輸送車両の燃料消費からの排出 

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 

 

このように、ライフサイクル GHG 排出量の算定方法に関する情報を整理する上で、「何を

算定対象とするか」という内容は大きな論点となる。そこで本調査では、既にライフサイク

ル GHG 排出量の算定を行っている European Commission（EC）「Directive（EU） 2018/2001

（以下、EU RED II）17」における算定対象に関する考え方を調査・整理した。 

 

調査対象文書の概要 

本調査の対象となる EU RED II について、その位置付けや算定の基本的な考え方等を図表 

35 に整理した。 

図表 35 EU RED II の概要 

 EU RED II 

位置付け 

バイオマスエネルギーの導入事業者による取組が Directive（EU）

2018/2001 における温室効果ガス排出削減基準値を達成しているか

どうかを評価するために活用されている文書 

対象エネ

ルギー 
バイオマスエネルギー全般 

算定対象

ガス 
二酸化炭素[CO2]、メタン[CH4]、一酸化二窒素[N2O] 

算定の基

本的な考

え方 

複数の工程ごとの GHG 排出量を求め、それらを合計することでラ

イフサイクル GHG 排出量を計算 

（出所）EU RED II に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

                                                           
17 （参考）https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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バウンダリに関する調査項目の抽出 

図表 35 に示した通り、EU RED II におけるライフサイクル GHG 排出量算定の基本的な

考え方は、各工程の GHG 排出量を計算するというものであった（図表 36）。そこで、各工

程において算定対象とされている排出源を整理した。 

 

図表 36 ライフサイクル GHG 排出量算定の基本的な考え方 

 

   （出所）EU RED II に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

まず、EU RED II では 5 つの工程に区分されており、それぞれ「Land use change（土地利

用変化）」、「Extraction or cultivation（栽培工程）」、「Processing（加工工程）」、「Transport and 

distribution（輸送工程）」、「Fuel in use（燃焼工程）」と呼ばれている（日本語は仮訳）。本報告

書においてもこの 5 区分を基準として、それぞれに含まれる排出源について３.１ に整理し

た。 

 

また、EU RED II 制定当時にはその立証や影響の定量化を行うための科学的根拠が十分で

ないために算定対象外とされた「間接的土地利用変化18」について、2019 年 3 月に公表され

た EU RED II の補足文書にて言及があった。こうした状況を踏まえ、間接的土地利用変化に

関するこれまでの EU における議論や最新の情報についても３.２ に整理した。 

なお、「Emission Savings（排出削減活動）19」については、EU RED II において「事業者か

らの自己申告制」、「代表値・デフォルト値等が設定されていない」と、その扱いが他工程と

異なっていることから、今後論点になりうる事項として３.３ に整理した。 

最後に、平成 30 年度調査でライフサイクル GHG 排出量への影響が大きいと明らかとなっ

たアロケーション方法についても、EU RED II におけるその考え方を３.４ に示した。 

 

 

 

 

                                                           
18 ある土地でバイオマス燃料が栽培されることで、本来その土地において栽培される予定の作物が別の土地で栽

培され、その結果生じる土地利用変化。 

19 土壌中の炭素ストック量の増加に繋がる農業管理手法の改善活動や炭素回収・隔離及び置換といった温室効果

ガス排出量の削減に繋がる活動。 
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調査結果 

 算定対象となる排出源 

土地利用変化・栽培・加工・輸送・燃焼工程にて、EU RED II で提示されている代表値の

算定の中で算定対象とされている排出源について、図表 37 の通り整理した。栽培工程にお

いて、EU RED II では、肥料だけでなく化学物質や殺虫剤の製造に係る GHG 排出量も算定

対象としている。 

 

図表 37 EU RED II の代表値の算定において算定対象とされている排出源の整理 

工程 排出源 

土地利用変化 直接的土地利用変化 

栽培工程 

種子生産 

肥料製造・調達 

化学物質製造 

殺虫剤製造 

肥料施肥（緑肥も含む）（N2O） 

作物残渣のすき込み （N2O） 

N2O の間接排出（大気沈降・窒素溶脱） 

窒素肥料施肥による酸と炭酸塩の反応 

酸の中和を目的とした農用石灰散布 

野焼き（CH4 及び N2O）1) 

伐採・収穫時のエネルギー消費 

加工工程 

バイオマス燃料の乾燥 

加工前のバイオマス燃料や発酵残渣の貯

蔵 

搾油・エタノール精製・嫌気性消化等、バ

イオマス燃料の燃料化 

燃料生産時に生じる廃棄物・排水の輸送・

中間処理 2) 

輸送工程 
輸送①（農地→加工工場） 

輸送②（加工工場→発電所） 

燃焼工程 バイオマス燃料の燃焼（非 CO2） 

1) 当排出源を示す明確な文言は確認できないものの、作物残渣のすき込みにおいて考慮されている可能性がある。

その詳細については、現在入手可能な文書からの判断が難しいため、別途調査が必要である。 

2) 当排出源を示す明確な文言は確認できないものの、加工工程における排出係数の中で当該排出源が考慮されて

いる可能性がある。その詳細については、現在入手可能な文書からの判断が難しいため、別途調査等が必要で

ある。 

（出所）複数文書に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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 間接的土地利用変化 

EUにおけるこれまでの議論の経緯 

間接的土地利用変化に関する議論が進展したのは、2015 年に EU が作成した Directive

（EU）2015/151320であり、そこでは初めて間接的土地用変化に関する数値規定として、EU 

RED での再生可能エネルギー推進の目標21の対象となる燃料のうち、間接的土地利用変化

を生じさせるリスクの高い作物の計上上限が 7%と定められた。なお、上限値 7%の具体的

な根拠は現在公表されている文書からは確認できなかった。このように数値が規定された

ものの、わが国の持続可能性 WG においても確認されたように、個別事例における間接的

土地利用変化からの GHG 排出量を正確に把握することは困難である。よって、間接的土

地利用変化による GHG 排出量に関する情報としては、大きく 3 つに大別された原料グ

ループについて、排出量の平均値（Mean）が与えられた程度であった（図表 38）。 

 

図表 38 Directive 2015/1513 に記載された間接的土地利用変化からの GHG 排出量 

 

  （出所）EC「Directive 2015/1213」（2015 年）より転載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 （参考）https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1513&from=ro 

21 2020 年時点で輸送分野の最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合が 10% 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1513&from=ro
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その後制定された EU RED II においては、間接的土地利用変化からの GHG 排出量の算

定方法に関しては新たな記載はないものの、「間接的土地利用変化を生じさせるリスクが

高いバイオマス燃料の使用を 2030 年までにゼロとする」という目標が策定され、2019 年

2 月までに間接的土地利用変化を生じさせるリスクの判断基準を策定することが決定され

た。この EU RED II での決定を受けて、2018 年 11 月と 2019 年 3 月に専門家とステークホ

ルダーが交えたワークショップが開催され、間接的土地利用変化を生じさせるリスクが高

いバイオマス燃料と低いバイオマス燃料の区分方法について検討が行われた。その結果を

取りまとめたのが、2019 年 3 月に公開された EU RED II に対する補足文書である EC 委任

規則「Commission Delegated Regulation; supplementing Directive（EU）2018/2001 as regards the 

determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of 

the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect 

land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels （C（2019）2055）22」である。た

だし、同補足文書での記載内容が最終決定というわけではなく、2021 年 6 月 30 日までに、

本文書での決定事項が妥当なものかどうかの検討を欧州委員会（EC：European Commission）

が行い、必要に応じて改定される予定である（図表 39）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 （参考）https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-2055-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-2055-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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図表 39 間接的土地利用変化に関するこれまでの議論の主な経緯と今後の予定 

これまでの経緯 

文書 発行日 記載内容 

Directive 2009/28/EC

（EU RED I）23 

2009 年 4 月 23 日 ・間接的土地利用変化が GHG 排出量に与える

影響とそれを最小限にする取組についてとり

まとめたレポートを、2010 年 12 月 31 日まで

に欧州委員会が欧州理事会、欧州議会に提出

する（間接的土地利用変化の定量的な評価や

間接的土地利用変化を生じさせるリスクの高

いバイオマス燃料等については言及されてい

ない）。 

Directive（EU） 

2015/1513 

2015 年 9 月 9 日 ・油糧作物やサトウキビ等の穀物は、間接的

土地利用変化を生じさせるリスクの高いバイ

オマス燃料として考えられ、EU RED での目標

（2020 年時点で輸送分野の最終エネルギー消

費に占める再生可能エネルギーの割合が

10%）におけるそれらの計上上限を 7%とす

る。 

・2017 年 12 月 31 日までに、最新の科学的知

見をもとに欧州委員会が間接的土地利用変化

に関するレポートを欧州理事会、欧州議会に

提出する。 

・”Cereals and other starch-rich crops”, ”Suga

r”, ”Oil crops”に対する、間接的土地利用変化

による GHG 排出量の平均値は、それぞれ 12, 

13, 55 [g-CO2eq/MJ]とする。 

Directive（EU） 

2018/2001（EU RED 

II） 

2018 年 12 月 11 日 ・エネルギー全体において、2021 年時点で間

接的土地利用変化を生じさせるリスクの高い

バイオマス燃料が最終エネルギー消費に占め

る割合は 2019 年のそれを超えてはならず、

2030 年 12 月 31 日に向けてその割合を段階的

にゼロとする。 

EU RED II 補足文書 

（C（2019）2055） 

2019 年 3 月 13 日 ・同文書にて、間接的土地利用変化を生じさ

せるリスクが高いバイオマス燃料に分類され

るものは RED II での目標に計上できない（区

分方法については下記を参照）。 

・審査を通して、間接的土地利用変化を生じ

させるリスクが低いバイオマス燃料に分類さ

れたものには、その認証が行われる。 

今後の予定 

文書名 発行期日 記載内容（予定） 

未定 2021 年 6 月 30 日 ・欧州委員会が上記文書で策定された区分方

法の妥当性の検討を行い、必要に応じて改訂

を行う。 

 （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 

 

 

                                                           
23 （参考）https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF
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2019年時点における間接的土地利用変化に関する EUでの決定内容 

間接的土地利用変化に関する目標 

EU における間接的土地利用変化に関する目標を、制度文書の該当箇所を仮訳し以下に

示す。 

⚫ EU RED での目標（2020 年時点で輸送分野の最終エネルギー消費に占める再生可

能エネルギーの割合が 10%）の対象となる燃料のうち、間接的土地利用変化を生

じさせるリスクの高い作物の計上上限を 7%とする。（Directive 2015/1513、2015年） 

⚫ エネルギー全体について、2021 年時点で最終エネルギー消費に間接的土地利用変

化を生じさせるリスクの高いバイオマス燃料が占める割合は、2019 年のそれを超

えてはならず、2030 年 12 月 31 日に向けてその割合を段階的にゼロとする。（EU 

RED II、2018 年） 

⚫ EU 加盟国は現時点（2019 年 3 月）では、間接的土地利用変化を生じさせるリスク

の高い作物を輸入しそれらをエネルギーとして利用することは可能だが、EU RED 

II での目標（2030 年時点で最終エネルギー消費に占める再生エネルギーの割合を

32%以上）の対象となる燃料としては計上することができない。（EU RED II 補足

文書 C（2019）2055、2019 年） 

間接的土地利用変化を生じさせるリスクが高いと判断される条件 

EU RED II の下では、以下の条件双方に当てはまるバイオマス燃料が、間接的土地利用

変化を生じさせるリスクが高いと判断される。 

⚫ EU RED II にて高い炭素蓄積を有する土地24の転用を禁ずる基準年である 2008 年

以降における、そのバイオマス燃料の栽培を目的とした農地の年平均増加面積が

100,000 ha を超えており、かつその年平均増加面積率が 1%以上であるバイオマス

燃料25 

⚫ 2008 年以降に開拓された農地面積の 10%以上が、高い炭素蓄積を有する土地の転

用によるものであるバイオマス燃料 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 高い炭素蓄積を有する土地には、①樹高 5m、樹幹面積率 30%以上の森林またはそれと同等の土地、②泥炭地

を含む湿地等、が含まれる。 

25 ここでの基準として 100,000 ha また、1%という数値が定められた根拠については確認できなかった。 
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なお上記 2 点目、高い炭素蓄積を有する土地の転用割合については、EU が独自に定め

た算定式（式 1）で求めることとなっている。 

 

式 1 2008 年以降における高い炭素蓄積を有する土地への転用割合 

𝑥ℎ𝑐𝑠 =
𝑥𝑓 + 2.6𝑥𝑝

𝑃𝐹
 

𝑥ℎ𝑐𝑠：高い炭素蓄積を有する土地への転用割合 

𝑥𝑓：樹高 5m、樹冠面積率 30%以上の森林への転用割合 

𝑥𝑝：泥炭地を含む湿地等への転用割合 

𝑃𝐹：生産係数26（パーム油 2.5、テンサイ 3.2、サトウキビ 2.2、メイズ（トウモ

ロコシ） 1.7、その他の作物 1.0） 

 

間接的土地利用変化を生じさせるリスクが低いと判断される条件 

上記の条件に基づき間接的土地利用変化を生じさせるリスクが高いと判断されたバイ

オマス燃料についても、以下の条件の全てを満たすことで、間接的土地利用変化を生じさ

せるリスクが低いという認証を得ることができ、間接的土地利用変化に関する上記目標の

対象外とされる。なお、その認証を行う機関や実際の運用状況については確認できなかっ

た。 

⚫ EU RED II で求められている持続可能性基準（土地の基準や GHG 排出基準）を満

たしていること 

⚫ 以下の栽培条件 1, 2 双方を満たす持続的な栽培27を行うことで、本来その土地から

得ることのできる量を超える追加的な収量が得られていること 

1. 以下の項目のうち最低 1 つを満たす栽培形態であること 

 収益が得られる、もしくは、追加的な収量を獲得する栽培を実施していく中

で制度上の制約や地域の慣習に背く等の阻害要因が生じていないこと 

 耕作放棄地や劣化した土地での栽培であること 

 小規模農家28による栽培であること 

2. 持続的である栽培形態が、間接的土地利用変化を生じさせるリスクが低いと認定

される日付から 10 年以内に開始されていること 

⚫ 上記条件を満たしていることを証明するデータが収集されており、文書化されて

いること 

 

                                                           
26 各バイオマス燃料の輸出量上位 10 か国における収穫量と、その 10 か国の輸出量が各バイオマス燃料の世界全

体の輸出量に占める割合を基にして定められた値 

27農地の新規開拓によるものではなく、単位面積あたりの収穫量の増加等で達成されている栽培形態 

28 2ha 以下の土地で栽培を行う、企業等に属していない個人農家 
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EUでの考え方を基にした間接的土地利用変化リスクの計算 

EU RED II 補足文書 C（2019）2055 における決定内容に即した場合の、間接的土地利用

変化を生じさせるリスクが高いバイオマス燃料を、上記３.２.２  （2）に示した方法で計

算を行うことで特定した。2008 年以降における各バイオマス燃料の拡大面積は、欧州委員

会が行った GIS を活用した調査から把握することができ、EU RED II 補足文書 C（2019）

2055 の Annex29にその結果が記載されている（図表 40）。 

図表 40 の「2008 年以降の年平均拡大面積」の列を確認すると、Wheat、Sugar beet はそ

の拡大面積が基準値である 100,000 ha より小さいため、この段階で間接的土地利用変化を

生じさせるリスクが高い作物から除外される。続いて、「2008 年以降の年平均拡大面積率」

については、その値が 0.5%である Sunflower が基準の 1%以下であるため対象外と判断さ

れる。 

 

図表 40 各バイオマス燃料の面積拡大に関するデータ 

 

2008 年以降の年

平均拡大面積 

（kha） 

2008 年以降の年

平均拡大面積率 

（%） 

樹高 5m、樹冠

面積率 30%以

上の森林への

転 用 割 合 

（%） 

[𝑥𝑓] 

泥炭地を含む

湿地等への転

用割合（%） 

[𝑥𝑝] 

生産係数の 

区分 

[𝑃𝐹] 

間接的土地

利用変化 

高リスクの

判断基準 

100 以上 1.0 以上 式 1 による計算値が 10 以上 

Cereals 

Wheat -263.4 -0.1 1.0 - その他の作物 

Maize 4,027.5 2.3 4.0 - メイズ（トウモ

ロコシ） 

Sugar crops 

Sugar cane 299.8 1.2 5.0 - サトウキビ 

Sugar beet 39.1 0.9 0.1 - テンサイ 

Oil crops 

Rapeseed 301.9 1.0 1.0 - その他の作物 

Palm oil 702.5 4.0 45.0 23.0 パーム油 

Soybean 3,183.5 3.0 8.0 - その他の作物 

Sunflower 127.3 0.5 1.0 - その他の作物 

（注）黄色で塗られた数値は、間接的土地利用変化を生じさせるリスクが高いと判断される条件に該当しないこ

とを示す。 

（出所）EU 補足文書 C(2019)2055 Annex に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 

 

 

                                                           
29 （参考）https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99ec1d90-457c-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&f

ormat=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99ec1d90-457c-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99ec1d90-457c-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
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上述した 2008 年以降の年平均拡大面積と年平均面積拡大率に関する基準では、間接的

土地利用変化を生じさせるリスクが低いと判断されなかった、残りの Maize, Sugar cane, 

Rapeseed, Palm Oil, Soybean について、式 1 を用いて（𝑥ℎ𝑐𝑠）の値を算出した（図表 41）。

その結果、パーム油のみが𝑥ℎ𝑐𝑠 = 41.92%と高リスクの判断基準である 10%を超える数値

となり、間接的土地利用変化を生じさせるリスクの高いバイオマス燃料として分類される

ことが分かった。 

図表 41 各バイオマス燃料の𝑥ℎ𝑐𝑠値 

 
Maize 

Sugar 

cane 
Rapeseed Palm oil Soybean 

𝑥ℎ𝑐𝑠 2.35% 2.27% 1.00% 41.92% 8.00% 

（注）オレンジ色で塗られた数値は最終的に間接的土地利用変化を生じさせるリスクが高いと判断されたことを

示す。    

（出所）EU 補足文書 Annex に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 排出削減活動 

排出削減活動に関する EU RED II における記載内容を整理した（図表 42）。排出削減活

動の認証は第三者が行うこととなっているものの、その運用実態は確認できなかった。 

 

図表 42 排出削減活動に関する記載内容 

 EU RED II 

対象となる

活動 

・ Emission savings from soil carbon accumulation via improved 

agricultural management 

・ Emission savings from CO2 capture and geological storage 

・ Emission savings from CO2 capture and replacement 

算定方法 

対象となる活動を実施したことによって「土壌中の炭素量が増加し

た」という証明ができる場合に排出削減活動として加味される 

【証明方法の例】 

・ 対象となる活動の前後で実際に現場にて土壌サンプルを取得

し、土壌炭素量の分析を行う  

・ 土壌モデルや実験を用いて、活動前後の土壌炭素量の分析を行

う 

確認者 第三者による認証が必要 

   （出所）EU RED II 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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 アロケーション 

平成 30 年度調査では、3 つの異なるアロケーション方法を用いて大豆油のライフサイク

ル GHG 排出量の簡易試算を行った。アロケーション対象には、大豆の加工工程で発生する

大豆油・大豆ミール・その他を考慮している。3 つの異なるアロケーション方法を用いた場

合の、各物質への GHG 排出量割当は図表 43 の通りである。 

 

図表 43 異なるアロケーション方法による各物質への GHG 排出割当 

 大豆油 大豆ミール その他 

熱量按分法 0.356 0.630 0.014 

重量按分法 0.183 0.816 0.001 

経済価値按分法 0.571 0.429 0.000 

       （出所）平成 30 年度調査より転載 

 

熱量按分法と重量按分法では大豆ミールへかかる GHG 排出量の割合が最も大きい。一方、

大豆油は大豆ミールよりもその経済価値が高いことから、経済按分法では大豆油への GHG

排出量のアロケーション割合が最大となっている。その結果として、用いるアロケーション

方法によって大豆油のライフサイクル GHG 排出量も異なり、その違いが図表 44 からも確

認することができる。 

 

図表 44 異なるアロケーション方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）平成 30 年度調査より転載 
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ここで用いているアロケーション方法とは、発生する物質の熱量で GHG 排出量を按分す

る「熱量按分法（図表 44：左）」、重量で按分する「重量按分法（図表 44：中央）」、各物質

が持つ経済価値で按分する「経済価値按分法（図表 44：右）」である。このようにアロケー

ション方法はライフサイクル GHG 排出量に大きな影響を与えることから、EU RED II にお

けるアロケーション方法について確認を行ったところ、「熱量按分法」を用いていることが

わかった。 

  

算定対象に関する調査結果まとめ 

既にライフサイクル GHG 排出量の算定を行っている EU RED II における設定内容を整理

したところ、ライフサイクル GHG 排出量の算定方法を検討していく上での論点について、

以下の結果が得られた。 

⚫ 論点１：ライフサイクル GHG排出量の基本的事項 

算定対象とする排出源を決定するにあたり、そもそもの基本的なライフサイクル

GHG 排出量の考え方についても改めて検討する必要がある。EU RED II では、二酸化

炭素[CO2]、メタン[CH4]、一酸化二窒素[N2O]の 3 つのガスが対象となっていたものの、

他の温室効果ガスであるハイドロフルオロカーボン[HCF]類、パーフルオロカーボン

[PFC]類、六フッ化硫黄[SF6]、三フッ化窒素[NF3]を算定対象に含めるか検討を行う必要

がある。 

 

⚫ 論点２：バウンダリ 

バウンダリに関する論点については、以下の 4 点について比較分析結果を踏まえ考

察した。 

① 算定対象となる排出源 

本報告書では EU RED II における算定対象となる排出源を整理したが、算定対

象とする排出源を決定する際には、それらの算定可否も考慮しなければならない。

例えば「〇〇国産の肥料製造に伴う GHG 排出」を算定対象とすべきと判断され

たとしても、当該肥料製造に関する定量データが得られなければ算定することが

できないのである。つまり、算定の実効性も踏まえた検討が必要となる。 

 

② 間接土地利用変化の取扱い 

ライフサイクル GHG排出量の算定方法を検討するにあたり間接的土地利用変

化の扱いは 1 つの論点となり得る。 

EU では、間接的土地利用変化リスクの大小を判断する基準を独自に構築して

いるものの、ライフサイクル GHG 排出量の算定対象には含めていない。この理

由として、個々の農園で栽培されるバイオマス燃料と間接的土地利用変化の因果
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関係を立証することや、その影響の定量化は非常に困難であり、そのライフサイ

クル GHG 排出量を計算することが現実的ではないことが考えられる。 

EU による間接的土地利用変化リスクの大小を判断する仕組みは、2019 年 3 月

に定められたものである。本調査では、この仕組みについて実際に誰が判断を行

うのか、これまでの実績はどうかといった運用実態は確認できなかった。そのた

め、今後さらなる情報を収集・整理した上で間接的土地利用変化の扱いについて

検討していくことが求められる。 

 

③ 排出削減活動の取扱い 

EU RED II では事業者からの自己申告があった場合にその認証が行われる。そ

の認証に際し、排出削減活動による GHG 排出削減量についても加工工程からの

GHG 排出量等と同様に第三者による審査が必要とされていた。一般的に、環境・

社会・労働といった分野の持続可能性に関する審査と GHG 排出量に関する審査

には求められるノウハウが異なっており、どの持続可能性認証スキームでも排出

削減活動の審査が行えるというわけではない。国内においても持続可能性の審査

能力を有する認証機関が GHG排出量に関する審査も担えるとは限らないことは

留意しなければならない。 

実際の運用面について、排出削減活動の算定実施に関する実態について確認で

きなかった。そのため、ライフサイクル GHG 排出量の算定方法を検討していく

上で排出削減活動も加味していくかどうかについては、その運用実態についてさ

らなる調査が必要であると思われる。 

 

④ アロケーション方法 

平成 30 年度調査から、用いるアロケーションの方法が最終的なライフサイク

ル GHG 排出量に大きな影響を与えることが分かっており、今年度調査では EU 

RED II において「熱量按分法」が用いられていることが確認された。算定対象と

する排出源に関する論点と同様に、最も優れた方法というのは存在しないため、

各アロケーション方法の特徴等を考慮したアロケーション方法の選定が求めら

れる。 
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III. 各種数値の設定に向けた論点の整理 

検討すべき数値の整理 

EU RED II において設定されている主な数値には、以下の各バイオマス燃料の代表値、ま

たその代表値を保守的に補正した値であるデフォルト値、削減目標といった 3 つの数値があ

る。ここで代表値は各工程からの GHG 排出量を合算した値を意味しており、各工程からの

GHG 排出量はその工程に含まれる各排出源からの GHG 排出量の合計値となる。その各排出

源からの GHG 排出量は式 2 にて表され、その算定式は排出係数と活動量で構成される。 

式 2 各排出源からの GHG 排出量算定式 

𝐺𝐻𝐺排出量 [𝑔 − 𝐶𝑂2𝑒𝑞] = 排出係数 [𝑔 − 𝐶𝑂2𝑒𝑞 単位活動量⁄ ] × 活動量 

ここで排出係数とは、個々の活動ごとに与えられる定数であり、単位活動量あたりの GHG

排出量を示している。活動量とは農薬散布量や輸送距離等、ある活動の規模を表す数値であ

る。一般的に排出係数は科学的知見等を基にして決定される数値であるのに対し、活動量は

個々の活動の実測値が用いられる。つまり代表値を得るためには、この排出係数と活動量を

把握しなければならないことになる。EU RED II における 3 つの数値の関係性を図表 45 に

示し、本節では EU RED II におけるこれら 3 つの数値の設定内容やその検討経緯について述

べる。 

図表 45 EU RED II にて設定されている各種数値の関係性 

 

（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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算定式（排出係数・活動量） 

前述したように排出量を得るための算定式は排出係数と活動量で構成されており、ラ

イフサイクル GHG 排出量の算定方法を検討する際には、個々の活動における排出係数の

特定、活動量の把握方法とその実現可能性を検討しなければならない。 

 

代表値とデフォルト値 

個々の排出源に対する算定式が示されても、必要な活動量データをすべて集めて算定を

行い、これを合計して特定の燃料のライフサイクル GHG 排出量を算出するには一定の労

力を有する。この事業者の労力を軽減するために提供される値が、排出量のデフォルト値

である。 

EU RED II では、原則として、使用するバイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量

を事業者が独自で算定することとなっているものの、その算定の実施が難しい事業者への

対応として、ライフサイクル GHG 排出量の代表値（typical value）とデフォルト値（default 

value）がバイオマス燃料の種類ごとに提供されている（図表 46）。代表値が排出係数と活

動量について既存の調査結果等に基づき一定の想定を置いて算出される値であるのに対

し、デフォルト値はその代表値を一定数倍した値となっている。デフォルト値を設ける理

由としては、代表値の算定時に生じる各工程でのバラつきを考慮するためであり、保守的

な値となっている。 

 

削減目標（基準と削減割合） 

削減目標とは、バイオマス燃料がライフサイクル GHG 排出量について満たすべき目標

値である。例えば、「化石燃料による発電におけるライフサイクル GHG 排出量と比較し、

パーム油のそれは x %減少していなければならない」といった化石燃料と比較とした目標

値が設定されることが多い。ライフサイクル GHG 排出量の算定を発電事業者等に求める

のであれば、その目標値の設定は必要不可欠である。検討に際しては「何を基準（比較対

象）とするのか」、「削減割合をいくらにするのか」、さらに「基準の更新は行うのか」等が

論点となる。 

 

図表 46 EU RED II における代表値（左）とデフォルト値（右）の例 

バイオマス燃料 
代表値（typical value） 

[g-CO2/MJ] 

デフォルト値（default value）
[g-CO2/MJ] 

パーム油（加工工程におけるメ

タン回収無） 
56.3 65.4 

パーム油（加工工程におけるメ

タン回収有） 
38.4 57.2 

稲わらペレット（輸送距離 500 

– 10,000 km） 
9.8 11.8 

（出所）EU RED II 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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EU RED II における各種数値の設定に向けた取組 

 EU における排出係数・活動量の検討経緯 

持続可能性 WG の中間報告にて「ライフサイクル GHG 排出量の算定方法には様々な手法

があり、確立されたものがない」と取りまとめられているように、算定に必要な数値に関し

ても様々な可能性が考えられる。例えば平成 30 年度調査ではパーム油のライフサイクル

GHG 排出量について簡易的な試算を行ったが、この時に活動量として用いたマレーシアで

生産されるパーム椰子の ha あたり収穫量について、既存研究結果を参考にしたものの、そ

の値は論文によって様々であった（図表 47）。 

 

図表 47 平成 30 年度調査で用いたパーム椰子の ha あたり収穫量（マレーシア） [ton/ha/yr] 

出所 Fauziah et al.,30 Teng et al.31, Choo et al.,32 蒲原 et al.,33 

値 21.51 21.46 20.70 25.00 ~ 31.00 

   （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 

 

このように定まった 1 つの数値を決定することが困難である中で、EU RED II ではバイオ

マス燃料ごとに 1 つの代表値を設定しており、それらの検討経緯はわが国におけるライフサ

イクル GHG 排出量の算定方法の検討において参考になると考えられる。そこで、ここでは

情報が把握できた EU における(2) 排出係数・活動量の検討経緯について整理した。 

 

EU RED II に記載されている排出係数や活動量の検討では、EU が打ち出す政策に対して

科学的知見を提供する機関である Joint Research Center（JRC）が中心となっている。JRC は

排出係数や活動量を決定するにあたり、これまで専門家やステークホルダーを交えた会合や

ワークショップを計 3 回開催しており、そこでの議論を基に算出過程を記した報告書を作成

している。同報告書は固体バイオマス燃料・気体バイオマス燃料を対象としたものと、液体

バイオマス燃料を対象としたものの 2 つに分かれており、公開されている最新の報告書は、

前者が 2017 年に作成された Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG 

emissions Version 234、後者が 2019 年に作成された Definition of input data to assess GHG default 

emissions from biofuels in EU legislation Version 1 d35である。 

                                                           
30 Fauziah, Arshad, YewAi Tan, and Yusoff Sumiani. 「A cradle-to-gate study of GHG emissions from the transportation of 

palm oil, palm olein and palm stearin using the life cycle assessment approach（Journal of Oil Palm Research 29.1: 120-

129）」（2017 年） 

31 Teng Tjoon Tow, et al. 「Proceedings International Conference on Environmental Rsearcj and Technology（ICERT）」

（2010） 

32 Choo, Yuen May, et al. 「Determination of GHG contributions by subsystems in the oil palm supply chain using the LCA 

approach（The International Journal of Life Cycle Assessment 16.7: 669-681）」（2011 年） 

33 蒲原弘継, et al. 「インドネシア産パーム油由来の BDF 生産・輸入に伴う環境負荷（環境科学会誌 22.4: 247-

256）」（2009 年） 

34 （参考）https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/solid-and-gaseous-bioenergy-

pathways-input-values-and-ghg-emissions-calculated-according-0 

35 （参考）https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d6dd4ba-720a-11e9-9f05-01aa75ed71a1 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/solid-and-gaseous-bioenergy-pathways-input-values-and-ghg-emissions-calculated-according-0
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/solid-and-gaseous-bioenergy-pathways-input-values-and-ghg-emissions-calculated-according-0
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d6dd4ba-720a-11e9-9f05-01aa75ed71a1
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EU RED II が提供する代表値の設定に関する JRC による取組としては、2011 年 11 月に最

初の専門家会合がイタリアのイスプラで開催された。本会合は JRC の一機関である Institute 

of Energy and Transport（IET）が主催し、2 日間かけてライフサイクル GHG 排出量の算定に

用いる排出係数等の議論が行われた。そこでの議論内容を取りまとめた報告書ドラフト版を

JRC が作成し、2 年後の 2013 年に、業界団体関係者や関係国等、多くのステークホルダーを

対象とした説明会を実施した。その場において参加者は、パブリックコメントのような形式

で報告版ドラフト版に関する JRC からの説明に対し意見を述べ、これを踏まえて JRC と参

加者側間の協議・調整が図られた。この議論内容を経た最初の報告書として、Solid and gaseous 

bioenergy pathways: input values and GHG emissions Version 1a36（固体・気体バイオマス燃料が

対象）と Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation 

Version 1a37（液体バイオマス燃料が対象）が 2015 年に作成された。 

その後も JRCによる取組は継続され、2016年 9月に JRCとCommission’s Directorate-General 

for Energy（DG Energy）によるワークショップが 2 日間開催された。ここでは 2015 年に作

成された報告書の一部値を更新した新しい報告書のドラフト版を共有し、2013 年の説明会

と同様に参加者である専門家・ステークホルダーの両者から意見を収集することが目的とさ

れた。同ワークショップの議論内容を反映させた報告書として、2017 年に Solid and gaseous 

bioenergy pathways: input values and GHG emissions Version 2（固体・気体バイオマス燃料が対

象）と Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation 

Version 1c38（液体バイオマス燃料が対象）が作成された39。それ以降は、会合やワークショッ

プ等は開催されておらず、固体バイオマス燃料・気体バイオマス燃料を対象にした報告書も

更新はされていない一方で、液体バイオマス燃料については、2017 年以降に集められた知見

を反映させた Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU 

legislation Version 1d が最新版として 2019 年に公開されている。 

以上の検討プロセスを図示すると、図表 48 の通りである。 

 

                                                           
36 （参考）https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/solid-and-gaseous-bioenergy-

pathways-input-values-and-ghg-emissions-calculated-according 

37 （参考）https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c833f3a-ffa8-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en 

38（参考）https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/definition-input-data-assess-

ghg-default-emissions-biofuels-eu-legislation-version-1c-july 

39 液体バイオマス燃料を対象とした報告書について、バージョン 1a の次に公開されているものが 1c であり、

Version 1b の確認はできなかった。 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/solid-and-gaseous-bioenergy-pathways-input-values-and-ghg-emissions-calculated-according
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/solid-and-gaseous-bioenergy-pathways-input-values-and-ghg-emissions-calculated-according
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c833f3a-ffa8-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/definition-input-data-assess-ghg-default-emissions-biofuels-eu-legislation-version-1c-july
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/definition-input-data-assess-ghg-default-emissions-biofuels-eu-legislation-version-1c-july


- 77 - 

図表 48 JRC による取組の経緯 

 

（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 

 

公開されている報告書では、計 3 回の会合・ワークショップでの詳細な議論内容は記載さ

れていないものの、論点となった主な内容や議論を踏まえた更新内容については確認するこ

とができる。2011 年に行われた最初の会合では、使用するデータベースや輸送船舶（復路）

からの GHG 排出の取り扱い、栽培工程における土壌からの N2O 排出の算定方法、低位発熱

量（LHV）値の設定方法等が主な論点となった。その後の 2015 年の説明会や 2016 年のワー

クショップでの論点は公表されていないものの、その後の報告書では化石燃料のライフサイ

クル GHG 排出量の値や肥料施肥量、栽培工程における土壌からの N2O 排出量の算定方法等

が更新されていたことから、これらが論点になったと推察される。なお、上記の会合等に関

与した主なステークホルダーには図表 49 のような組織が挙げられる。 
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図表 49 JRC の会合に参加した主なステークホルダー 

組織名 概要 ウェブサイト 

ABENGOA 持続可能なインフラ、エネルギー、水資

源の構築を目的とした革新的な技術を提

供する国際企業。 

http://www.abengoa.co

m/ 

Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Énergie（ADEME） 

環境やエネルギー分野に関して企業や地

域へ専門的なコンサルを行う組織。 

https://www.ademe.fr/ 

Association Générale des 

Producteurs de Maïs（AGPM） 

フランス・ヨーロッパにおけるメイズ（ト

ウモロコシ）やその生産者を保護する取

組を行う組織。 

http://www.maizeurop.

com/structure/agpm/ 

Brazilian Sugar Cane Industry 

Association（UNICA） 

ブラジルにおけるサトウキビ産業（特に

サトウキビから抽出できるエタノール）

への支援を行う組織。 

http://english.unica.co

m.br/ 

Confédération Générale des 

planteurs de Betteraves（CGB） 

ビーツ（現地ではベトラーブ）農家によ

る農業組合。 

http://www.cgb-france.
fr/ 

CRISTAL UNION 農作物から糖やアルコールの製造者によ

る組織。 

https://www.cristal-uni

on.fr/ 

Deutsches 

Biomasseforschungszentrum 

gemeinnützige GmbH（DBFZ） 

地域におけるバイオエネルギーの利用可

能性について分析し、科学的知見を提供

する組織。 

https://www.dbfz.de/ 

Ethanol Europe 気候変動への対応と農村社会の発展のた

めに、バイオエコノミーを推進している

組織。 

http://www.eerl.com/ 

European Confederation of Maize 

Production（CEPM） 

メイズ（トウモロコシ）の貿易に関する

モニタリングや政策提言を行う組織。 

http://www.maizeurop.

com/en/structure/cepm/ 

European Oilseed Alliance（EOA） ヨーロッパの油糧種子に関する現場の声

を EU の政策に反映させる取組を行う組

織。 

http://euoilseed.org/ 

European renewable ethanol

（ePURE） 

ヨーロッパでのバイオエタノールの普及

を広めるための活動を行う組織。 

https://epure.org/ 

E4tech 持続可能なエネルギーの技術・政策・解

決策等のコンサルティングを行う組織。 

https://www.e4tech.co

m/ 

International Sustainability & 

Carbon Certification（ISCC） 

欧州再生可能エネルギー指令（RED）に

基づくバイオマス燃料を対象とした認証

スキーム。 

https://www.iscc-syste

m.org/ 

Malaysian Palm Oil Board

（MPOB） 

マレーシアのパーム油を対象とした認証

スキームであり、許可証の発行を行って

いる政府組織。 

http://e-sub.mpob.com.
my/mpobp0001.html 

NESTE 石油精製及びケミカルマテリアルの大手

企業。 

https://www.neste.us/ 

Netherlands Enterprise Agency

（RVO） 
オランダの Ministry of Economic Affairs 

and Climate Policy の下にある、起業家や

NGO 等への支援を行う政府組織。 

https://english.rvo.nl/ 

Thünen Institute 農林水産分門の研究を実施し、得られた

知見を基に政策提言を行う研究機関。 

https://www.thuenen.de

/en/ 

UK Renewable Transport Fuel 

Obligation Unit（RTFO） 

イギリスにおける輸送部門で使用するバ

イオ燃料に関する規則を管轄するユニッ

ト。 

https://www.gov.uk/gui

dance/renewable-transp

ort-fuels-obligation#rtf

o-guidance 

UPM 木材を活用したバイオ産業社会を促進す

るための活動を行っている国際団体。 

https://www.upm.com/ 

（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 

http://www.abengoa.com/
http://www.abengoa.com/
https://www.ademe.fr/
http://www.maizeurop.com/structure/agpm/
http://www.maizeurop.com/structure/agpm/
http://english.unica.com.br/
http://english.unica.com.br/
http://www.cgb-france.fr/
http://www.cgb-france.fr/
https://www.cristal-union.fr/
https://www.cristal-union.fr/
https://www.dbfz.de/
http://www.eerl.com/
http://www.maizeurop.com/en/structure/cepm/
http://www.maizeurop.com/en/structure/cepm/
http://euoilseed.org/
https://epure.org/
https://www.e4tech.com/
https://www.e4tech.com/
https://www.iscc-system.org/
https://www.iscc-system.org/
http://e-sub.mpob.com.my/mpobp0001.html
http://e-sub.mpob.com.my/mpobp0001.html
https://www.neste.us/
https://english.rvo.nl/
https://www.thuenen.de/en/
https://www.thuenen.de/en/
https://www.gov.uk/guidance/renewable-transport-fuels-obligation#rtfo-guidance
https://www.gov.uk/guidance/renewable-transport-fuels-obligation#rtfo-guidance
https://www.gov.uk/guidance/renewable-transport-fuels-obligation#rtfo-guidance
https://www.gov.uk/guidance/renewable-transport-fuels-obligation#rtfo-guidance
https://www.upm.com/
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 EU RED II での設定内容 

ここでは、１．で整理した検討すべき数値について、EU で設定されている具体的な数値

やその考え方について整理した。なお、数値そのものについては第５章参考資料に記載した。 

算定式（排出係数、活動量） 

1）排出係数 

EU RED II で用いられている排出係数では、既存研究で把握された値や IPCC 等の国際

機関が発行する文書・報告書に掲載されている値、モデルによる計算値が参考とされてい

る。図表 50 には EU RED II の報告書で主に参考とされている文献やモデルとその概要、

またそれら出所から把握できる主な排出係数の種類を記載している。 

 

図表 50 EU RED II が排出係数の把握に用いている主な出所とその概要 

出所 概要 把握できる排出係数 

WELL-TO-TANK

（WTT）  Report 

Version 4a40 

JRC が中心となって作成した陸路輸送に使

用される燃料の生産から消費までのプロ

セスに関する報告書。想定された様々な調

達経路に対し、調達可能なエネルギー量と

排出される GHG 量を比較し、最も効率の

良いエネルギー源やその調達経路につい

て分析している。 

・ 重油のライフサイクル

GHG 排出量 

・ 電力供給に係る GHG 排

出量 

等 

Fertilizers 

Europe41 

EU圏内の 17 の肥料製造業者と 8 の肥料協

会により構成される組織。肥料に関する研

究やデータの蓄積を実施している。 

・ 肥料製造に係る排出係数 

・ 窒素肥料施肥による酸と

炭酸塩の反応に係る排出

係数 

等 

Global Emissions 

Model for 

Integrated Systems 

v.4.9342 

International Institute for Sustainability 

Analysis and Strategy（IINAS、ドイツに位置

するシンクタンク）が 1989 年に開発した

ライフサイクル分析モデル兼データベー

ス。誰でも無料ダウンロードすることが可

能で、現在 30 以上の国がエネルギー政策

等に活用している。 

・ 肥料製造に係る排出係数 

・ 加工工程等で使用するボ

イラや発電施設の運転に

係る排出係数 

・ 海上輸送（内水）や鉄道

輸送に係る排出係数 

等 

Global Nitrous 
Oxide Calculator

（GNOC）43 

1,008 の農地からの N2O 排出量を観測した

分析結果より作成された The Stehfest and 

Bouwman（2006） statistical model（S&B 

model）44に、IPCC ガイドラインでの算定

方法や排出係数のデフォルト値を組み合

わせ JRC が作成したオンライン計算ツー

・ 窒素肥料施肥からの N2O

排出に係る排出係数 

等 

                                                           
40 （参考）https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85326/wtt_report_v4a_april2014_pubsy.pdf 

41 Fertilizers Europe ウェブサイト<https://www.fertilizerseurope.com/> 

42 IINAS ウェブサイト<http://iinas.org/gemis.html> 

43 GNOC ウェブサイト<https://gnoc.jrc.ec.europa.eu/> 

44 Stehfest、Elke、Lex Bouwman.「N2O and NO emission from agricultural fields and soils under natural vegetation: 

summarizing available measurement data and modeling of global annual emissions.（Nutrient Cycling in Agroecosystems 

74.3 207-228）」（2006 年） 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85326/wtt_report_v4a_april2014_pubsy.pdf
https://www.fertilizerseurope.com/
http://iinas.org/gemis.html
https://gnoc.jrc.ec.europa.eu/
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出所 概要 把握できる排出係数 

ル。10km 解像度で作物種・土地レベルごと

に栽培工程における土壌からの N2O 排出

の計算が行える。 

Second IMO GHG 

Study 200945 

国際海事機関（IMO: International Maritime 

Organization）が作成した報告書。10 か国（日

本も含む）が協働で研究した船舶からの

GHG 排出量が把握できる。 

・ 海上輸送（外水）に係る

排出係数 

等 

Intergovernmental 

Panel on Climate 

Change（IPCC） ガ

イ ド ラ イ ン

（2006）46 

気候変動枠組条約（UNFCCC）の下、各国

へ提出が義務付けられている温室効果ガ

スインベントリ 47の計算に用いられる

IPCC が作成したガイドライン。世界の研究

結果が集約されており、様々な排出係数が

把握できる。 

・ GNOC モデル内における

一部の計算（緑肥等）に

係る排出係数 

・ 農用石灰散布に係る排出

係数 

等 

  （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 

 

以下では、ライフサイクル GHG 排出量の算定に向けて排出係数の検討が必要と思われ

る排出源に対し、図表 50 で示した複数の出所から EU RED II ではどのように排出係数が

決定されているのか、概略を取りまとめた。 

 

【栽培工程】【加工工程】【輸送工程】バイオマス生産に用いられる化石燃料のライ

フサイクル GHG排出量 

化石燃料のライフサイクル GHG 排出量は、作物の乾燥や加工工程における GHG 排出

量の計算に用いられるだけでなく、肥料の製造に係る排出係数等を作成する上でも必要

であり、重要な値の 1 つである。EU RED II では、ディーゼル・ガソリン・重油・天然ガ

スの排出係数を設定しており、その値は図表 51 の通りである。重油については、先に紹

介した WELL-TO-TANK（WTT）Report Version 4a で示された値を使用している。ディー

ゼル・ガソリン・天然ガスの値は、EU RED の補足文書48に記載された「2010 年時におけ

る化石燃料のライフサイクル GHG 排出量平均値」を引用している。なお、2010 年にこれ

らの値がどのように求められたのかについて現時点では確認できていない。 

 

 

 

                                                           
45（参考）http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/SecondIMOGHGSt

udy2009.pdf 

46 IPCC ウェブサイト<https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html> 

47 1 年間の温室効果ガスの排出量および吸収量を示した目録であり、締約国は共通の報告様式等のガイドライン

に沿って温室効果ガスインベントリを作成して公表する義務を負っている。 

48 EC「Council Directive on laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of 

the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels」（2014 年 10 月） 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/SecondIMOGHGStudy2009.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/SecondIMOGHGStudy2009.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
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図表 51 EU RED II における主な化石燃料の排出係数 [g-CO2eq/MJ] 

ディーゼル ガソリン 重油 天然ガス 

95.1 93.3 94.2 65.9 

（出所）EC「Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation 1d」（2019 年）に

基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

【栽培工程】【加工工程】【輸送工程】電力供給に係る GHG排出量 

EU RED II では 2009 年時の電源構成を基に、High Voltage, Medium Voltage, Low Voltage

の 3 つの送電形態における電力供給に係る GHG 排出量が設定されている。その値は、各

電源におけるエネルギー生産に係る GHG 排出量から計算されており、WELL-TO-TANK

（WTT）Report Version 4a にその詳細が記載されている。 

 

【栽培工程】肥料（窒素肥料以外）・殺虫剤・化学物質の製造、種子生産 

EU RED II では、28 の肥料・殺虫剤・化学物質等の製造に係る排出係数を設定してい

る。それら値の出所は主に「既存研究／Fertilizers Europe／GEMIS v. 4.93」の 3 つに分か

れており、具体的には P2O5や K2O といったリン酸・カリについては Fertilizers Europe か

ら、それ以外の殺虫剤や化学物質に係る排出係数の多くは GEMIS v.4.93 から引用されて

いる。また種子生産に伴う排出も算定対象に含んでおり、その排出係数は既存研究を参

考にした値を設定している。なお、排出係数が与えられている作物種は、大麦・メイズ

（トウモロコシ）・菜種・ライ麦・ライ小麦・大豆・テンサイ・ひまわり種・小麦の 9 種

である。 

 

【栽培工程】窒素肥料の製造 

リン酸・カリを含む肥料と同様に、窒素肥料の製造に係る排出係数は Fertilizers Europe

で蓄積されているデータを基にしているが、窒素肥料についてはその輸入分も考慮され

ている（図表 52）。EU で使用される窒素肥料が製造される場所として、EU 圏内／ロシ

ア・ウクライナ・ベラルーシ／北アフリカ・中東の 3 地域を想定し、各地域での窒素肥

料の製造に伴う排出量を分析している。亜硝酸型の種類等の違いによって、各地域での

排出量も異なるため、最終的に 3 地域の値を加重平均することで 1 つの排出係数を設定

している。 

上記 3 地域以外で製造される窒素肥料（中国等）について、その製造に係る排出量は

より大きいと推測されているものの、それらは考慮せず 3 地域での実態を基にした排出

係数を全てに適用している。なおこの排出係数の計算には、ロシアからの鉄道輸送やエ

ジプトからの海上輸送における排出量も考慮されている。 
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図表 52 EU RED II で想定されている窒素肥料の輸入経路 

 

（出所）EC「Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation 1d」（2019 年）に

基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

【栽培工程】栽培工程における N2O排出（肥料施肥、作物残渣のすき込み、間接排出） 

EU RED II では、栽培工程における複数の排出源からの N2O 排出の算定に、JRC が独

自で構築したモデルである GNOC を用いている。対象の排出源は、「肥料施肥（緑肥も含

む）からの N2O 排出」、「作物残渣のすき込み」、「N2O の間接排出（大気沈降・窒素溶脱）」

であり、それらの排出係数の算出の考え方は図表 53 の通りである。基本的には IPCC ガ

イドラインに示されている算定式や排出係数（Tier 149に該当）を用いて計算しているが、

ひまわりの作物残渣量や緑肥に関する排出係数等、一部の把握できないデータについて

は、既存研究等からの値を適用している（Tier 2 に該当）。 

 

                                                           
49 IPCC ガイドラインにおける Tier 1 とは同ガイドラインに記載されている排出係数を用いる算定方法であり、

これに対し、国独自の排出係数等、別の数値を用いて算定する方法を Tier 2 という。 
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図表 53 GNOC における N2O 排出量の計算の考え方 

 
（出所）EC「Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation 1d」（2019 年）よ

り転載 

 

GNOC による計算を行うためには、IPCC ガイドラインや既存研究から把握できる排出

係数だけでなく、緑肥を含む各種肥料の施肥量といった活動量に関するデータや、耕作

面積値、土壌図、生態マップ、間接排出の発生地点等の面的な情報も必要となる。GNOC

を用いた計算結果を示す例として、菜種栽培における N2O 排出量マップを図表 54 に示

す。 

図表 54 GNOC による菜種栽培における土壌からの N2O 排出マップ 

 
（出所）EC「Definition of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU legislation 1d」（2019 年）よ

り転載 
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また GNOC で EU が独自に設定している値は、文献値を引用しているだけではなく、

EU の環境に即した以下のような追加的な設定がされている場合もあり、EU 地域の特徴

を反映した排出量の計算が可能となっている。 

・ 作物は緑肥由来の窒素を全て利用することはできないため、緑肥投入量の 50%が

N2O 排出に寄与しているとする。 

・ Fertilizers Europe における小麦栽培への ha あたりの窒素施肥量は、飼料用小麦・食

用小麦・デュラム小麦のデータから得られる。一方で、一般的に小麦由来のバイオ

エタノールは肥料を多く必要としない飼料用小麦から製造されるため、GNOC で

は Fertilizers Europe における小麦栽培への窒素施肥量から 7%差し引くとする。 

 

【栽培工程】窒素肥料施肥による酸と炭酸塩の反応と農用石灰散布 

施肥された窒素肥料はバクテリアの働きによって土壌中で酸を形成し、その酸が炭酸

塩と反応することで CO2 が大気中へ排出されることが知られている。そのため EU RED 

II においても当該排出量を算定対象としており、算定にあたっては Fertilizers Europe にお

ける値を排出係数として用いている。 

また農用石灰散布からの GHG 排出量も算定対象となっており、最新の研究結果から土

壌 pH に応じた排出係数を設定している。ただし、農用石灰は窒素肥料により形成される

酸を中和する目的で散布されることが多く、酸と炭酸塩による反応による CO2 排出と農

用石灰散布からの GHG 排出を別個に計算することは二重計上となる。そのため、農用石

灰散布による GHG 排出量から窒素肥料より形成された酸が炭酸塩と反応することによ

る CO2排出量を差し引いた値を、最終的な GHG 排出量としている。 

 

【加工工程】加工時に用いるボイラや発電施設の運転 

EU RED II では、バイオマス燃料の加工時等に使用するボイラや発電施設の排出係数

が GEMIS v.4.93 や既存研究を基に決定されている。天然ガスボイラ・木質ペレットボイ

ラ・木質チップボイラ・おがくずボイラ・天然ガス（CHP）・褐炭（CHP）・木質チップ 

（CHP）の排出係数が与えられており、CHP においては電気と熱でのアロケーションも

考慮されている。 

 

【輸送工程】輸送工程における各種排出係数 

輸送工程は車両輸送と海上輸送（外洋・内水）、鉄道輸送、パイプライン輸送の 4 つが

対象となっており、前者 3 つに対してはその輸送機材やエンジン等によって排出係数が

細区分されている（図表 55）。車両輸送・海上輸送（内水）・鉄道輸送・パイプライン輸

送について、その排出係数は既存研究または GEMIS v.4.93 から把握されており、海上輸

送（外洋）の排出係数は国際海事機関（IMO：International Maritime Organization）による
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報告書の値を適用している。 

 

図表 55 EU RED II にて排出係数が与えられている輸送機器の細区分 

車両輸送 
海上輸送 

鉄道輸送 
液体燃料 固体・気体燃料 

40 t トラック 
ばら積み貨物船 

（最大積載量 37,000 t） 

ばら積み貨物船 

（最大積載量 26,000 t） 

貨物列車 

（ディーゼルエンジン） 

40 t トラック 

（サトウキビ用） 

ばら積み貨物船 1) 

（最大積載量 8,800 t） 

ばら積み貨物船－農業

残渣用 

（最大積載量 26,000 t） 

貨物列車（電気） 

ダンプカー 
プロダクトタンカー 

（最大積載量 12,617 t） 

ばら積み貨物船 

（最大積載量 54,000 t） 
― 

ダンプカー 

（サトウキビ用） 

プロダクトタンカー 

（最大積載量 22,560 t） 

ばら積み貨物船－農業

残渣用 

（最大積載量 54,000 t） 

― 

ダンプカー 

（Vinasse50用） 

プロダクトタンカー 

（載貨重量 15,000 t） 
― ― 

12 t トラック 
油槽舟 1) 

（最大積載量 1,200 t） 
― ― 

1) 内水用船舶 

（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）活動量 

活動量とは、前述したように農薬散布量や輸送距離等、ある活動の規模を表す数量であ

る。EU RED II では、加工工程に関する活動量等、その多くが燃料種ごとに既存研究から

得られた値（例：大豆の乾燥時に消費する液化天然ガス・天然ガス・電気の量 [MJ/MJsoybeans]、

パーム油の輸送距離 [km]等）が使用されている。一方で、既存研究ではなく、国際機関が

作成する文書や EUが整備した独自の計算モデルから把握できる値を適用している活動量

も存在しており、その主なものについて図表 56 に整理した。 

 

 

 

 

                                                           
50 サトウキビやテンサイ等の加工時における蒸留残渣や発酵残渣のこと。 
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図表 56 活動量の把握に用いられている主な出所とその概要 

出所 概要 把握できる活動量 

Common 

Agricultural Policy 

Regional Impact

（CAPRI） model51 

ボン大学が開発した、EU+ノルウェー、ト

ルコ、西バルカン半島を対象とした農業モ

デル。農業政策の貿易や市場等への影響を

分析し、科学的な知見を提供している。 

・ 栽培工程におけるディー

ゼル使用量 

・ 殺虫剤散布量 

・ 乾燥時の最適脱水率 

等 

FAO N fertilizer 

rates （ kg/ha ） per 

crop and country52 

食糧農業機関（FAO: Food and Agriculture 

Organization）が作成した文書。その名の通

り、窒素肥料に関するデータが国別に収録

されている。 

・ 2000 年までの国別肥料施

肥量 

IFA fertilizer N 

consumption（kg） 

per country for the 

year 200053 

国際機関であ る International Fertilizer 

Association（IFA）が作成した報告書。FAO

の文書とお互いの欠損値を補う形で活用

されている。 

・ 国別の肥料消費量 

European 

Commission’s 

Emissions Database 

for Global 
Atmospheric 

Research（EDGAR） 

v.4.154 

JRC とオランダの環境評価団体による協

働プロジェクト。国別の大気汚染と温室効

果ガス排出量の推計を実施している。 

・ 国別の緑肥施肥量 

・ すき込まれた作物残渣量 

・ 農用石灰施肥量 

等 

FAOstat55 FAO による世界の農業に関するデータ

ベース。収穫量に関する情報や肥料施肥

量、殺虫剤散布量等、幅広いデータが国レ

ベルで把握できる。 

・ 2009 年から 2014 年まで

の収穫量 

・ 種子生産量 

等 

Eurostat56 EU が管轄するヨーロッパに関する統計

データベース。ヨーロッパにおける農業も

含めた様々な分野の情報が入手できる。 

・ 2009 年から 2014 年まで

の収穫量 

・ 使用されている国別の肥

料の種類 

・ 国別の肥料施肥量 

・ 作物の輸入先 

等 

 （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 

 

 

 

 

 

                                                           
51 CAPRI ウェブサイト<https://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=start> 

52 （参考）http://www.fao.org/ag/agl/fertistat/index_en.htm（2020 年 1 月 21 日時点ではアクセス不可） 

53 （参考）http://www.fertilizer.org/ifa/ifadata/search（2020 年 1 月 21 日時点ではアクセス不可） 

54 EDGAR ウェブサイト<https://edgar.jrc.ec.europa.eu/> 

55 FAOstat ウェブサイト<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>  

56 Eurostat ウェブサイト<https://ec.europa.eu/eurostat> 

https://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=start
http://www.fao.org/ag/agl/fertistat/index_en.htm
http://www.fertilizer.org/ifa/ifadata/search
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
https://ec.europa.eu/eurostat
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以下では、図表 56 で示した複数の出所から EU RED II ではどのように活動量が決定さ

れているのかについて、活動量ごとにその概略を取りまとめた。 

 

【栽培工程】ディーゼル使用量・殺虫剤散布量・乾燥時の最適脱水率 

栽培工程におけるディーゼル使用量・殺虫剤散布量・乾燥時の最適脱水率には、CAPRI

による計算値が基本的には用いられている（データが収録されていない作物については

既存研究から引用）。作物ごとの値が把握でき、ディーゼル使用量と殺虫剤散布量は「大

麦・メイズ（トウモロコシ）・菜種・ライ麦・大豆・テンサイ・ひまわり種・軟質小麦」

の 8 作物に与えられている。また、最適脱水率については「大麦・メイズ（トウモロコ

シ）・菜種・ライ麦・テンサイ・ひまわり種・軟質小麦」の 7 作物に対して、最終的な水

分含有量を 16%に調整するために必要な活動量を把握することができる。なお、作物ご

との値だけではなく、「フランスやポーランドでは乾燥処理が不要」といった国別の扱い

方も考慮されている。 

 

【栽培工程】肥料施肥量 

FAO や IFA の報告書から把握できる国別の肥料施肥量を用いており、一時点の値を全

ての年で適用している。 

 

【栽培工程】緑肥施肥量・農用石灰散布量 

緑肥施肥量については EDGAR v.4.1 に蓄積されている国別の施肥量データを用いてお

り、データが得られない国については他国のデータを参考にした推計を行い、施肥量を

把握している。 

農用石灰散布量の把握にも EDGAR v4.1 データベースが利用されており、「大麦・メイ

ズ（トウモロコシ）・菜種・ライ麦・大豆・テンサイ・ひまわり種・軟質小麦・サトウキ

ビ・ライ小麦・パーム油」に対するそれぞれの栽培時における農用石灰平均散布量（kg 

CaCO3 /ha）が設定されている。EDGAR v4.1 に収録されている農用石灰散布量に関する

データは、気候変動枠組条約の下、各国が提出する温室効果ガスインベントリ報告書に

て記載されている値が引用されている。しかし、その報告書の提出が義務付けられてい

るのは Annex I と呼ばれる、いわゆる先進国だけであり、ブラジルやアルゼンチンといっ

た途上国（インベントリ上の分類は Annex II と呼ばれる）にはその提出義務がなく、同

様のデータを入手することは困難である。そのため、ブラジル・アルゼンチンにおける農

用石灰散布量については EDGAR v4.1 ではなく、それぞれの国の統計データを用いてい

る。さらにパーム油の栽培工程における農用石灰散布量は、パーム油の主要産地の 1 つ

であるマレーシアの政府機関 MPOB へのヒアリング結果に基づき、パーム油の栽培工程

時には農用石灰散布は行われていない（散布量は 0）としている。 
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【栽培工程】収穫量 

各バイオマス燃料の収穫量の把握には、FAOstat や Eurostat に記載されている 2009 年

から 2014 年における 6 年間の収穫量平均値が使用されている。 

 

代表値・デフォルト値 

代表値は特定の燃料やその工程ごとの排出量のうち一般的な値であり、前述した通り、

排出係数と活動量を基に算出される。その排出係数と活動量は（1）算定式（排出係数・活

動量）でとりまとめたように、既存研究や EU が作成する独自のツール・データベース、

国際的な報告書等から把握されている。 

デフォルト値は、算定式を用いた独自の計算、またそのためのデータ収集等が困難な事

業者のために、引用することが許された値である。例えば EU RED II では、パーム油の加

工工程における排出量デフォルト値：6.9gCO2/MJ といったように、燃料種やその生産プロ

セス、ライフサイクルにおける工程ごとに値が提供されている。なお、デフォルト値は代

表値をベースに保守的に設定されている。 

代表値を用いて保守的な値であるデフォルト値を設定する際、EU RED II では工程ごと、

また燃料形態（固体・液体・気体）ごとに異なる考え方が適用されている。その詳細を図

表 57 に示す。栽培工程については、固体、液体、気体のいずれの燃料もデフォルト値は

代表値と同値である。また、輸送工程・燃焼工程では固体バイオマス燃料については代表

値に 1.2 を乗じて保守的にデフォルト値を設定するのに対し、液体、気体燃料はデフォル

ト値と代表値は同値である。加工工程については、固体では 1.2、液体及び気体では 1.4 を

乗じて代表値からデフォルト値が設定される。 
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図表 57 代表値からデフォルト値へ変換する際に、各工程からの GHG 排出量に乗じる値 

工程 固体 液体 1) 気体 EU による説明（カッコ内は仮訳） 

栽培 1.0 1.0 1.0 

The contribution they make to overall emissions is small or because 

the cost or difficulty of establishing actual values is high. （全体に

占める割合が小さい、もしくは真値を把握することが難し

く、そのコストも大きい） 

加工 1.2 1.4 1.4 

Because their contribution to overall emissions can be high, and 

variability is also high. 

（全体に占める割合が大きく、そのバラつきが大きい） 

輸送 1.2 1.0 1.0 

In the case of solid biomass, their contribution is high, and variability 

is also high. 

（固体燃料について、全体に占める割合が大きく、そのバラつ

きも大きい） 

燃焼 1.2 1.0 1.0 

In the case of solid biomass, their contribution is high, and variability 

is also high. 

（固体燃料について、全体に占める割合が大きく、そのバラつ

きも大きい） 

1) 液体燃料については、原文で以下のように記載されている。「In calculating default emissions from typical emissions, 

no conservatism factor is applied to emissions from cultivation, transport or distribution stages of biofuel production: the 

entire range of emissions performance is supposed to be accounted in the 1.4 factor on emissions from processing alone. Thus 

the factor is not supposed to cover only the range of production emissions.」そのため、加工工程に 1.4 を乗じることで

栽培工程・輸送工程・燃焼工程についても保守的な考えが担保されていることになると思われる。 

（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 

 

 

削減目標（基準と削減割合） 

EU RED II におけるライフサイクル GHG 排出量に関する削減目標は、基準と削減割合

から構成されている。 

基準とは、バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量と比較される対象である。EU 

RED II においては、基準には、熱供給・発電・輸送の部門ごとに、化石燃料を用いた発電

からの GHG 排出量より計算される fossil fuel comparator と呼ばれる値が用いられている。

この fossil fuel comparator は、単なる化石燃料のライフサイクル GHG 排出量ではなく、「石

油を用いた発電技術からの GHG 排出量」といった、各化石燃料によるエネルギー生産技

術（熱供給・発電・輸送）からの GHG 排出量を加重平均した値が用いられている。例と

して、現在発電部門に適用されている fossil fuel comparator である 183 g-CO2eq/MJ の考え

方を以下に示す。 

1) 図表 58 で表される 2030 年時における化石燃料（固形燃料、石油、ガス）を用いた

発電部門の電源構成比に各発電技術の排出係数（発電技術の排出係数の具体的な算

出方法については確認できていない）を乗じ、化石燃料による発電技術一単位あた

りの排出量を算出する。 

2) 1)で求めた値の合計値が発電部門に対する fossil fuel comparator となる。 
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図表 58 fossil fuel comparator 算出の考え方（例） 

燃料 

2030 年時における化石

燃料を用いた発電部門

の電源構成比 [%] 

発電技術の排出係数 

[g-CO2eq/MJel] 

化石燃料による発電技術一単

位あたりの排出量 
[g-CO2eq/MJel] 

固形燃料 45.5 260.8 118.664 

石油 1.6 212.2 3.395 

ガス 52.9 114.7 60.676 

   182.735 

（出所）EC「Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions Version 2」（2017 年）に基づき

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

この fossil fuel comparator は現在までに複数回更新されており、今までに設定された値

を図表 59 に示す。最初に設定された Directive 98/70/EC57の時点では、熱供給・発電・輸

送といった部門ごとの値ではなく当時の化石燃料（石油・ディーゼル）からの平均 GHG

排出量を基にした 1 つの値が設定されていた。その後の EU RED にて熱供給・発電部門か

らの平均 GHG 排出量を基にそれぞれの fossil fuel comparator が定められた。翌年の 2010

年にはそれらの値が更新されたものの、パブリックコメント等を通して「熱供給や発電部

門に用いられている技術は常に進歩している。そのため、2010 年時における化石燃料を用

いた熱供給・発電部門からの平均 GHG 排出量を fossil fuel comparator とした場合には、今

後の技術発展による GHG 排出削減効果が考慮されない」という意見が寄せられたことか

ら、2014 年の更新時では、将来のエネルギー市場を基にした値が設定されるようになっ

た。具体的には、2014 年に策定された fossil fuel comparator は 2020 年時における電源構成

シナリオを基にしている。また、最新の 2016 年から現在まで用いられている fossil fuel 

comparator は 2030 年時における電源構成シナリオに基づいている。なお、この将来シナリ

オは基本的には化石燃料を用いた熱供給・発電技術が発展し、これらからの GHG 排出量

が減少していくという仮定の下に作成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 （参考）https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0070:20090625:EN:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0070:20090625:EN:PDF
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図表 59 EU におけるこれまでの fossil fuel comparator（𝐸𝐹） [g-CO2eq/MJ] 

文書 熱供給 発電 輸送 

Directive 98/70/EC（1998） 83.8 

EU RED（2009） 77 91 83.8 

Report from the commission to the council and the 
European parliament on sustainability requirements 

for the use of solid and gaseous biomass source in 

electricity, heating and cooling（2010）58 

（固体・気体バイオマスが対象） 87 198 - 

Commission Staff Working Document; State of 

play on the sustainability of solid and gaseous 

biomass used for electricity, heating and cooling in 

the EU（2014）59 80 186 - 

Solid and gaseous bioenergy pathways: input values 

and GHG emissions Version 2（2016） 80 183 94 

    （出所）EU RED II に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

削減割合とは、上述した fossil fuel comparator と比較し、バイオマス燃料のライフサイク

ル GHG 排出量がどの程度削減されているのかを示す値である。削減割合は式 3 の式で求

められる。 

式 3 削減割合の算定式 

SAVING = (𝐸𝐹 − 𝐸𝐵 ) 𝐸𝐹⁄  

𝐸𝐹：fossil fuel comparator の値 

𝐸𝐵：バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量 

 

EU RED II では、この削減割合について、部門（輸送／発電・熱供給）ごと、また稼働

を開始した年月によって異なる値が設定されている（図表 60）。2021 年に稼働を開始した

工場で生産されたバイオマス燃料で発電を行う場合、そのライフサイクル GHG 排出量は

fossil fuel comparator と比較し、183×0.7 = 128.1 g-CO2eq/MJ 削減されていなければならな

い。EU RED II の本文中には、128.1 g-CO2eq/MJ という数値は出てこないものの、実質こ

の値がバイオマス燃料による発電を実施する際の削減目標ということになる。 

 

図表 60 EU RED II における削減割合 

部門 バイオマス燃料の生産元 削減割合 

輸送 

2015 年 10 月 5 日以前より稼働している工場 50% 

2015 年 10 月 6 日から 2020 年 12 月 31 日の間に稼働し始めた工場 60% 

2021 年 1 月 1 日以降から稼働し始める工場 65% 

発電・熱供給 
2021 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日の間に稼働し始める工場 70% 

2026 年 1 月 1 日以降に稼働し始める工場 80% 

（出所）EU RED II に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

                                                           
58 （参考）https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0011:FIN:EN:PDF 

59 （参考）https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_state_of_play_.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0011:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_state_of_play_.pdf
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数値の設定に関する論点のまとめ 

EU RED II 等での各種数値の設定状況やその検討経緯に関する調査の結果、ライフサイク

ル GHG 排出量の算定方法の検討に置いて重要となる 3 つの論点が明らかとなった。 

 

⚫ 論点１：算定式（排出係数・活動量） 

EU RED II におけるライフサイクル GHG 排出量の算定で用いられている排出係数や

活動量の出所先は大きく以下の 3 つに分けられる。 

・ 研究者が個々で実施している既存研究 

・ EU に関するデータを集めた報告書、データベースまたは計算モデル（例：GNOC

等） 

・ 全世界を対象とした国際的な報告書、データベース（例：IPCC ガイドライン等） 

この中で IPCC ガイドライン等の国際的な文書やデータベースから把握できる情報

は、現在既にわが国の温室効果ガスインベントリ報告書等にも活用されており、ライ

フサイクル GHG 排出量の計算へ活用できる可能性も高い。研究者が個々で実施してい

る既存研究については、その具体的な中身は 1つ 1つ精査していくことが求められる。

なお、わが国でバイオマス燃料の輸入が想定されている国を対象とした研究成果（例：

マレーシアを対象としたパーム園に関する研究）から得られた数値であれば、ライフ

サイクル GHG 排出量算定への活用が考えられる。一方で、EU のみを対象とした報告

書やデータベースから把握できる値にはわが国への直接の適用が難しい値も存在する

と考えられる。そのような値に加え、EU RED II では考慮されていない排出源に対する

排出係数や活動量については、国内に蓄積されているデータの調査を行い、独自の値

を設定していくことが求められる。図表 61 に EU RED II における主な 3 つの出所か

ら把握されている排出係数・活動量、わが国でライフサイクル GHG 排出量を算定する

場合の適用可能性について整理した。 
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図表 61 EU RED II において活用されている主な出所から把握される排出係数・活動量の 

わが国におけるライフサイクル GHG 排出量の算定への適用可能性 

出所 把握可能な排出係数 把握可能な活動量 適用可能性 

既存研究 

・ 種子生産 

・ 肥料（窒素肥料除く）、

殺虫剤製造 

・ 輸送工程（陸上輸送、

海上輸送（内水）、パ

イプライン輸送） 

・ 加工工程でのエ

ネルギー消費量

（貯蔵や加工） 

・ 輸送距離 

わが国でバイオマス燃料

の輸入が想定されている

国を対象とした研究成果

であれば、適用可能性は高

い 

EU 独自の報告書 

データベース 

計算モデル 

・ 発電技術の排出係数 

・ 化石燃料のライフサ

イクル GHG 排出量 

・ 電力供給に係る GHG

排出量 

・ 肥料（窒素肥料含む）

製造 

・ 栽培工程における

N2O 排出（一部作物） 

・ 加工工程におけるボ

イラや発電施設の運

転 

・ 輸送工程（鉄道輸送） 

・ 殺虫剤散布量 

・ 最適脱水率 

・ 緑肥施肥量 

・ 農用石灰散布量 

EU のみを対象とした数値

や計算モデルであれば、わ

が国への直接的な適用は

困難となる可能性がある
1) 

国際的な報告書

データベース 

・ 栽培工程における

N2O 排出（一部作物、

緑肥） 

・ 農用石灰散布 

・ 輸送工程（海上輸送

（外洋）） 

・ 平均収穫量 

・ 作物残渣量 

・ 種子生産量 

・ 肥料散布量 

既にわが国におけるイン

ベントリ報告書等でも活

用されており、適用可能性

は高い 

1) EU 独自の報告書、データベース、計算モデルからの数値に対しても、その値が得られた国によってはわが国

にて同じ数値を適用できる場合もある（例：EU とわが国における主な大豆の輸入先がブラジル・アルゼンチン

と一致していた場合は、EU が独自で算出したブラジル・アルゼンチンに対する各種数値がわが国でも適応可能

となる）。 

（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 

 

⚫ 論点２：デフォルト値の設定 

各工程における GHG 排出量を合計した値（代表値）だけではなく、保守的な値とし

てのデフォルト値の設定要否は、大きな論点の 1 つである。今回の調査結果より EU 

RED II では、「全体に占める割合が大きい」もしくは「バラつきが大きい」GHG 排出

量を持つ工程に対して保守的な値を設定していることが確認できた。一方で、保守的

な値の作成方法（1.2 もしくは 1.4 の値を代表値に乗じる）の根拠は明らかとなってい

ないことからも、今後より詳細な調査を行った上で改めてデフォルト値の設定要否か

ら、その設定方法までを検討すべきと考えられる。 
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⚫ 論点３： 削減目標（基準と削減割合） 

今回の調査結果より、削減目標の設定方法は各種制度によって異なっていることが

明らかとなった。具体的に検討していかなければならない主な項目として以下の 3 点

が考えられる。 

① 基準（比較対象） 

「バイオマス燃料のライフサイクル GHG 排出量を何と比較するのか」といった

論点である。EU RED II では、将来の電源構成を基にした値である fossil fuel 

comparator を比較対象としているが、その他にも「化石燃料による火力発電から

の平均排出量と比較して〇%削減」等、特定の発電技術を比較対象とすることも

考えられる。 

② 条件に応じた異なる削減割合の設定 

EU RED II では、発電施設の稼働年によって異なる排出削減割合を設定している。

わが国においても、既にバイオマス燃料を用いた発電を行っている事業者が一定

数存在していることからも、稼働年によって異なる削減基準値を設けるかどうか、

検討を行う余地はあると考えられる。 

③ 削減目標の更新 

EU での削減目標はこれまでに複数回更新されており、更新の度にその目標はよ

り厳しいものとなっている。これは化石燃料を用いた発電技術の発展に起因する

ものだが、わが国おいて削減目標を設定していく場合にはその更新の有無につい

ては検討すべきと考えられる。 
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IV. 論点全体のまとめ 

図表 62 に、ライフサイクル GHG 排出量の算定方法の検討において、今後取り上げるべき

論点と、その検討に現時点で不足している主な情報について記した。これまで述べたように、

ここで挙げた論点は一意に決定できるものではないことは留意が必要である。 

 

図表 62 ライフサイクル GHG 排出量の算定に向けて検討が必要な論点 
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第４章 バイオマス持続可能性ワーキンググループでの検討に必要なその

他の情報収集及び資料作成 

I. 燃料の国際取引に係る当該国間の調整及び WTOに関する情報収集 

経緯等60 

2019 年 12 月 16 日、インドネシアは WTO に対し、欧州連合との紛争協議を要請した。EU

及び加盟国の再生可能エネルギー分野でのバイオ燃料の取扱いがインドネシア産のパーム

油（oil palm）及びパーム油作物由来のバイオ燃料（oil palm crop-based biofuels）の市場に影

響を与えると主張するものである。 

その後、ガテマラ（2019 年 12 月 20 日）、コスタリカ（2020 年 1 月 7 日）、タイ、アルゼ

ンチン、コロンビア（いずれも 2020 年 1 月 9 日）が、パーム油関連市場の動向は生産国で

ある自国にも関わるとして、本件に関する協議への参加を WTO に要請した61。 

要請を受け、WTO での紛争協議が正式に開始される。協議を通じ両国は訴訟を回避する

ための解決策を模索することとなる。60 日後に紛争が解決されない場合には、申立人（イン

ドネシア）はパネルの設置要請を行うことができる。（WTO 紛争解決の流れについては 4.1

に後述） 

 

インドネシアによる EU への指摘の内容 

インドネシアが自国のパーム油関連産業に悪影響を与えるとして指摘している問題点は、

大きくは以下の 2 点である。 

・ EU RED II において新たに間接的土地利用変化（Indirect Land Use Change: ILUC）リ

スクを評価し高リスクなバイオ燃料は制度対象外とする仕組みが設けられる。この

ILUC リスクの評価基準について科学的根拠が不明確であり、また、そのような基準

に基づきパーム油及びパーム油作物由来のバイオ燃料のみが高リスクと判断され使

用制限及び段階的廃止の対象となりうる状況である。 

・ EU RED II の発効を受けて、EU 加盟各国でも追加的な再生可能エネルギー推進施策

が構築されつつある。フランスでは持続可能なエネルギー源に対して燃料税を減税

する仕組みが承認されたが、パーム油は持続可能性を判断されることなく対象外と

されてしまっている。 

具体的に違反を指摘した協定は、以下の通り。 

 

 

                                                           
60 （https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm） 

61 協議への参加要請は連日続いており、今後もこうした国が増加する可能性がある。 
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 EU RED II における違反 

EU RED II に基づく以下①～⑪の措置が WTO 違反であると指摘されている。 

・ ① 間接的土地利用変化（ILUC）リスク判定基準を踏まえてパーム油作物由来のバイオ燃料

（oil palm crop-based biofuels）の使用を制限及び段階的に廃止すること 

・ ② 間接土地利用のリスク判定基準を踏まえてパーム油作物由来のバイオ燃料を制限又は段

階的に廃止する要件を、制定・承認・適用すること 

・ ③ バイオ燃料のパフォーマンスではなく抽象的で根拠のない ILUC リスクに基づき当該燃

料の貿易を規制すること 

・ ④ 関連する国際規格が存在しない又は関連する国際規格に適合しない状態で、必要な情報

公開や十分な協議プロセスなしに、EU 加盟国の貿易に重大な影響を与える技術基準を承認

すること 

・ ⑤ ILUC リスクの低いパーム油作物由来のバイオ燃料を認証する適合性評価手続きを制定・

承認・適用すること 

・ ⑥ ILUC リスクの低いパーム油作物由来のバイオ燃料を認証する適合性評価手続きを整備

していないこと 

・ ⑦ 関連する国際規格が存在しない又は関連する国際規格に適合しない状態で、必要な情報

公開や十分な協議プロセスなしに、EU 加盟国の貿易に重大な影響を与える認証を求めるこ

と 

・ ⑧ ILUC リスクが低いことの適合性評価手続きを直ちに公表もしくは利用可能にしていな

いこと 

・ ⑨ 技術基準や適合性評価手続きの制定・適用に際し、パーム油及びパーム油作物由来のバ

イオ燃料の生産国である特定の途上国の国情を考慮していないこと 

・ ⑩ 委任規則 2019/80762 第 3 条～第 5 条に示された基準を承認すること 

➢ 第 3 条：炭素ストック量の大きい土地への生産地域の著しい拡大が見られる高い間接

的土地利用変化（ILUC）リスクの原料を特定するための基準、第 4 条：低 ILUC リス

クのバイオマス燃料認証のための一般基準、第 5 条：追加性措置（詳細は 4.2 に後述） 

・ ⑪ 持続可能性基準及び GHG 排出削減基準を課すこと 

 

 

 

                                                           
62 「Supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of 

high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high 

carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels」

（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0807&from=EN） 
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TBT 協定63違反に関する指摘 

上述の①～⑨の措置が、TBT 協定の複数の条項に違反していると指摘されている。 

 

TBT 協定 インドネシアからの指摘 

2.1  加盟国は、強制規格に関し、いずれの加盟国の領域から輸入される産品に

ついても、同種の国内原産の及び他のいずれかの国を原産地とする産品に与え

られる待遇よりも不利でない待遇を与えることを確保する。 

①の措置が他の作物の

ILUCリスクを特定しない

中で講じられ、多様な原料

のバイオ燃料の間で、また

EU由来の燃料と輸入され

るパーム油作物由来バイ

オ燃料との間で差別を生

んでおり、違反。 

2.2  加盟国は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的として

又はこれらをもたらす結果となるように強制規格が立案され、制定され又は適

用されないことを確保する。このため、強制規格は、正当な目的が達成できな

いことによって生ずる危険性を考慮した上で、正当な目的の達成のために必要

である以上に貿易制限的であってはならない。正当な目的とは、特に、国家の

安全保障上の必要、詐欺的な行為の防止及び人の健康若しくは安全の保護、動

物若しくは植物の生命若しくは健康の保護又は環境の保全をいう。当該危険性

を評価するに当たり、考慮される関連事項には、特に、入手することができる

科学上及び技術上の情報、関係する生産工程関連技術又は産品の意図された最

終用途を含む。 

①の措置が、正当な目的の

達成に必要なものを超え

てパーム油作物由来製品

の国際貿易に不必要な障

害を生じうるため違反。 

2.4  加盟国は、強制規格を必要とする場合において、関連する国際規格が存在

するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又はその関連部

分を強制規格の基礎として用いる。ただし、気候上の又は地理的な基本的要因、

基本的な技術上の問題等の理由により、当該国際規格又はその関連部分が、追

求される正当な目的を達成する方法として効果的でなく又は適当でない場合

は、この限りでない。 

①の措置が関連する国際

基準を用いずに講じられ

ることが、EU が国際規格

を技術的規則の基礎とし

て用いていないという点

で違反。 

2.5  他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれのある強制規格を立案

し、制定し又は適用しようとする加盟国は、他の加盟国の要請に応じ、2.2 か

ら 2.4 までに規定する強制規格の正当性について説明する。強制規格が 2.2 の

規定に明示的に示されたいずれかの正当な目的のため立案され、制定され又は

適用され、かつ、関連する国際規格に適合している場合には、当該強制規格に

ついては、国際貿易に対する不必要な障害をもたらさないとの推定(反証を許

すもの)を行う。 

②の措置の正当性につい

て、インドネシアからの要

請を受けているのに TBT

規定 2.2～2.4 の観点で EU

から説明がなされていな

いことが違反。 

2.8  加盟国は、適当な場合には、デザイン又は記述的に示された特性よりも性

能に着目した産品の要件に基づく強制規格を定める。 

③は 2.8に従った措置では

ない。 

2.9  関連する国際規格が存在しない場合又は強制規格案の技術的内容が関連

する国際規格の技術的内容に適合していない場合において、当該強制規格案が

他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、加盟国は、次の

措置をとる。 

 2.9.1  特定の強制規格を導入しようとしている旨を、他の加盟国の利害関係

を有する者が知ることのできるように適当な早い段階で出版物に公告する。 

 2.9.2  強制規格案が対象とする産品を、当該強制規格案の目的及び必要性に

関する簡潔な記述と共に事務局を通じて他の加盟国に通報する。その通報は、

当該強制規格案を修正すること及び意見を考慮することが可能な適当な早い

段階で行う。 

 2.9.3  要請に応じ、強制規格案の詳細又は写しを他の加盟国に提供し、及び

可能なときは、関連する国際規格と実質的に相違する部分を明示する。 

④は 2.9に従った措置では

ない。 

                                                           
63 TBT 協定（貿易の技術的障害に関する協定）：規格による不必要な国際貿易上の障害を排除し攻勢で円滑な国

際貿易を実現することを目的とし、WTO 加盟国に対し以下の義務を課すもの。①貿易相手国によって差別的に

国内規格を適用してはならない、②国内規格は国家安全保障上の必要性など正当な理由がない限り国際貿易上

の不必要な障害をもたらす目的で作られてはならない、③国内規格は機構上の理由など正当な理由がない限り

国 際 規 格 を 基 礎 と し て 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 （ 出 所 ： 経 済 産 業 省 ウ ェ ブ サ イ ト 

https://www.meti.go.jp/shingikai/keiryogyoseishin/pdf/g50913a45j.pdf） 
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 2.9.4  書面による意見の提出のための適当な期間を他の加盟国に差別するこ

となしに与えるものとし、要請に応じその意見について討議し、並びにその書

面による意見及び討議の結果を考慮する。 

5.1  加盟国は、強制規格又は任意規格に適合していることの明確な保証が必

要とされる場合には、自国の中央政府機関が他の加盟国の領域を原産地とする

産品につき次の規定を適用することを確保する。 

 5.1.1  適合性評価手続は、他の加盟国の領域を原産地とする産品の供給者に

対し、同等の状態において国内原産の同種の産品の供給者又は他のいずれかの

国を原産地とする同種の産品の供給者に与えられる条件よりも不利でない条

件で開放されるように、立案され、制定され及び適用される。当該適合性評価

手続の開放は、当該適合性評価手続の規則に従い適合性評価を受けるという供

給者の権利を伴うものである。この権利は、当該適合性評価手続により予見さ

れる場合には、施設のある場所において適合性評価の活動が行われるようにす

ることができること及び適合性評価制度の証票を受領することができること

を含む。 

 5.1.2  適合性評価手続は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを

目的として又はこれらをもたらす結果となるように立案され、制定され又は適

用されることのないようにする。特に、このことは、不適合により生ずる危険

性を考慮に入れつつ、産品が適用される強制規格又は任意規格に適合している

との十分な確信を輸入加盟国に与えるために必要である以上に適合性評価手

続が厳重なものであってはならず又は厳重に適用されてはならないことを意

味する。 

⑤の措置は、インドネシア

からのパーム油作物由来

バイオ燃料の供給者を他

国からの同種のバイオ燃

料の供給者よりも不利に

扱っており、5.1.1 に違反。 

⑤の措置は、国際貿易に不

必要な障害を生じており、

5.1.2 に違反。 

5.2  加盟国は、5.1 の規定を実施する場合には、次の規定を適用することを確

保する。 

 5.2.1  適合性評価手続は、できる限り速やかに、かつ、他の加盟国の領域を

原産地とする産品が同種の国内原産の産品に与えられる順序よりも不利でな

い順序で行われ、完了する。 

 5.2.2  各適合性評価手続の処理に要する標準的な期間は、公表され、又は要

請に応じ処理に要する予想される期間は、申請者に通知される。権限のある機

関は、申請を受理した場合には、書類が不備でないことについての審査を速や

かに行い、及びすべての不備について正確かつ十分な方法で申請者に通知す

る。権限のある機関は、必要に応じて是正手段がとられるように、評価の結果

を正確かつ十分な方法で申請者にできる限り速やかに伝達する。申請に不備が

ある場合であっても、申請者が要請するときは、権限のある機関は、実行可能

な限り適合性評価の手続を進める。申請者は、その要請により、手続の段階を

通知され、及び遅延があればその説明を受ける。 

 5.2.3  要求される情報は、適合性を評価し及び手数料を決定するために必要

なものに限られる。 

 5.2.4  適合性評価手続から得られ又はこれに関連して提供される他の加盟国

の領域を原産地とする産品に関する情報の秘密は、国内原産の産品の場合と同

様に、かつ、正当な商業上の利益が保護されるような方法で尊重される。 

 5.2.5  他の加盟国の領域を原産地とする産品の適合性評価のために課するい

かなる手数料も、同種の国内原産の又は他のいずれかの国を原産地とする産品

に課することのできる手数料との関係において、申請者の施設が適合性評価を

行う機関の施設と異なる場所にあることに起因する通信費、交通費その他の費

用を考慮し、公平なものとする。 

 5.2.6  適合性評価手続に用いる施設の場所の選択及び見本の抽出は、申請者

又はその代理人に無用な不便を与えないものとする。 

 5.2.7  適用される強制規格又は任意規格に産品が適合していることを決定し

た後に当該産品の仕様が変更された場合には、仕様の変更された産品に対する

適合性評価手続は、当該産品が関連する強制規格又は任意規格に引き続き適合

しているという十分な確信が得られるか得られないかを決定するために必要

なものに限られる。 

 5.2.8  適合性評価手続の運用に関し申し立てられた不服を審査し及び申し立

てられた不服が正当とされた場合には、是正手段をとるための手続を用意す

る。 

⑥は 5.2に従った措置では

ない。 

5.6  国際標準化機関により発表された関連する指針若しくは勧告が存在しな ⑦は 5.6に従った措置では
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い場合又は適合性評価手続案の技術的内容が国際標準化機関により発表され

た関連する指針若しくは勧告の技術的内容に従っていない場合において、当該

適合性評価手続案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあると

きは、加盟国は、次の措置をとる。 

 5.6.1  特定の適合性評価手続を導入しようとしている旨を、他の加盟国の利

害関係を有する者が知ることのできるように適当な早い段階で出版物に公告

する。 

 5.6.2  適合性評価手続案が対象とする産品を、当該適合性評価手続案の目的

及び必要性に関する簡潔な記述と共に事務局を通じて他の加盟国に通報する。

その通報は、当該適合性評価手続案を修正すること及び意見を考慮することが

可能な適当な早い段階で行う。 

 5.6.3  要請に応じ、適合性評価手続案の詳細又は写しを他の加盟国に提供し、

及び可能なときは、国際標準化機関により発表された関連する指針又は勧告と

実質的に相違する部分を明示する。 

 5.6.4  書面による意見の提出のための適当な期間を他の加盟国に差別するこ

となしに与えるものとし、要請に応じその意見について討議し、並びにその書

面による意見及び討議の結果を考慮する。 

ない。 

5.8  加盟国は、制定されたすべての適合性評価手続を、他の加盟国の利害関係

を有する者が知ることのできるように速やかに公表すること又は他の方法で

利用することができるようにすることを確保する。 

⑧は 5.8に従った措置では

ない。 

12.1  加盟国は、開発途上加盟国に対し、12.2 から 12.10 までの規定及びこの

協定の他の関連規定により、異なるかつ一層有利な待遇を与える。 

12.3  加盟国は、強制規格、任意規格及び適合性評価手続の立案及び適用に当

たり、これらの強制規格、任意規格及び適合性評価手続が、開発途上加盟国か

らの輸出に不必要な障害をもたらすことのないようにするため、開発途上加盟

国の開発上、資金上及び貿易上の特別のニーズを考慮する。 

⑨の措置は、途上国からの

輸出において不必要な障

害を生まないための対応

を欠いており、違反。 

（出所）WTO「European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels」（2019 年

12 月 16 日）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。TBT 協定和訳は経済産業省ウェブサイ

ト（https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/marrakech/html/wto06m.html#02）より引

用。 

 

GATT 199464違反に関する指摘 

上述の①、⑩及び⑪の措置が、GATT 1994 の複数の条項に違反していると指摘されてい

る。 

GAT 1994 インドネシアからの指摘 

I 条  一般的最恵国待遇 

1.  いずれかの種類の関税及び課徴金で、輸入若しくは輸出について若しくは

それらに関連して課され、又は輸入若しくは輸出のための支払手段の国際的移

転について課せられるものに関し、それらの関税及び課徴金の徴収の方法に関

し、輸入及び輸出に関連するすべての規則及び手続に関し、並びに第三条 2 及

び 4 に掲げるすべての事項に関しては、いずれかの締約国が他国の原産の産品

又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益、特典、特権又は免除は、

他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けら

れる同種の産品に対して、即時かつ無条件に許与しなければならない。 

①の措置が他の作物の

ILUCリスクを特定しない

中で講じられること、及び

⑪の措置が講じられるこ

とは、第 3 国由来の作物や

バイオ燃料を差別するこ

ととなり、違反。 

III 条  内国の課税及び規則に関する内国民待遇 

4.  いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、

その国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関す

るすべての法令及び要件に関し、国内原産の同種の産品に許与される待遇より

不利でない待遇を許与される。この項の規定は、輸送手段の経済的運用にのみ

基き産品の国籍には基いていない差別的国内輸送料金の適用を妨げるもので

はない。 

①の措置が他の作物の

ILUCリスクを特定しない

中で講じられること、及び

⑪の措置が講じられるこ

とは、EU 由来の燃料と輸

入されるパーム油作物由

来バイオ燃料との間で差

                                                           
64 改正後の「関税及び貿易に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade）」 



- 101 - 

GAT 1994 インドネシアからの指摘 

別を生んでおり、違反。 

X 条  貿易規則の公表及び施行 

3.（a）  各締約国は、1に掲げる種類のすべての法令、判決及び決定（締約国

が実施する一般に適用される法令、司法上の判決及び行政上の決定で、産品の

関税上の分類若しくは評価に関するもの、関税、租税その他の課徴金の率に関

するもの、輸入、輸出若しくはそれらの支払手段の移転の要件、制限若しくは

禁止に関するもの又は産品の販売、分配、輸送、保険、倉入れ、検査、展示、

加工、混合その他の使用に影響を及ぼすもの）を一律の公平かつ合理的な方法

で実施しなければならない。 

⑩の措置は、EU RED II を

合理的で公平かつ統一さ

れた方法で実施すること

を損なっており、違反。 

XI 条  数量制限の一般的廃止 

1.  締約国は、他の締約国の領域の産品の輸入について、又は他の締約国の領

域に仕向けられる産品の輸出若しくは輸出のための販売について、割当による

と、輸入又は輸出の許可によると、その他の措置によるとを問わず、関税その

他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限も新設し、又は維持してはならない。 

①及び⑪の措置は、パーム

油及びパーム油作物由来

バイオ燃料の輸入を制限

しており、違反。 

（出所）WTO「European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels」（2019

年 12 月 16 日）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。GATT 1994 和訳は経済産業省ウェ

ブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/custom_duty/html/01.html#01, 

https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/custom_duty/html/02.html#11）より引用。 

 

 

 EU RED II を受けた各国制度（フランス）における違反 

EU RED II を受けてフランスで構築された税制度における、「作物由来のバイオ燃料には

燃料税の減税措置を講じることができるが、パーム油作物由来のバイオ燃料は当該措置の対

象から除外する」という措置について、以下の通り WTO 違反であると指摘されている。 

GATT 1994違反に関する指摘 

GAT 1994 インドネシアからの指摘 

I 条  一般的最恵国待遇 

1.  いずれかの種類の関税及び課徴金で、輸入若しくは輸出について若しくは

それらに関連して課され、又は輸入若しくは輸出のための支払手段の国際的移

転について課せられるものに関し、それらの関税及び課徴金の徴収の方法に関

し、輸入及び輸出に関連するすべての規則及び手続に関し、並びに第三条 2 及

び 4 に掲げるすべての事項に関しては、いずれかの締約国が他国の原産の産品

又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益、特典、特権又は免除は、

他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けら

れる同種の産品に対して、即時かつ無条件に許与しなければならない。 

第 3 国由来の作物やバイ

オ燃料を差別することと

なり、違反。 

III 条  内国の課税及び規則に関する内国民待遇 

2.  いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、

同種の国内産品に直接又は間接に課せられるいかなる種類の内国税その他の

内国課徴金をこえる内国税その他の内国課徴金も、直接であると間接であると

を問わず、課せられることはない。さらに、締約国は、前項に定める原則に反

するその他の方法で内国税その他の内国課徴金を輸入産品又は国内産品に課

してはならない。 

EU由来の燃料と輸入され

るパーム油作物由来バイ

オ燃料との間で差別を生

んでおり、違反。 

（出所）WTO「European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels」（2019

年 12 月 16 日）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。GATT 1994 和訳は経済産業省ウェ

ブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/custom_duty/html/01.html#01, 

https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/custom_duty/html/02.html#11）より引用。 
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SCM協定65違反に関する指摘 

SCM 協定 インドネシアからの指摘 

第 1 条  補助金の定義 

1.1  この協定の適用上、次の(a)の(1)又は(2)のいずれか及び(b)の条件が満たさ

れる場合には、補助金は、存在するものとみなす。 

 (a) (ii)  GATT 1994 第 16 条（補助金）に規定する何らかの形式による所得又

は価格の支持があること。 

フランスの措置は当該条

項における補助金に該当。 

第 2 条  特定性 

2.1  1.1 に規定する補助金が当該補助金を交付する当局(この協定において「交

付当局」という)の管轄の下にある一の企業若しくは産業又は企業若しくは産

業の集団（この協定において「特定企業」という。）について特定性を有する

か有しないかを決定するため、次の原則を適用する。 

 (a)  交付当局又は交付当局の適用する法令が補助金の交付の対象を明示的に

特定企業に限定している場合には、当該補助金は、特定性を有するものとする。 

 (b)  交付当局又は交付当局の適用する法令が補助金の交付を受ける資格及び

補助金の額を規律する客観的な基準又は条件を定めている場合には、特定性

は、存在しないものとする。ただし、当該資格が自動的に付与されるものであ

り、かつ、当該基準及び条件が厳格に遵守されていることを条件とする。当該

基準又は条件については、確認することができるように、法令その他の公文書

に明確に定めなければならない。 

 (c)  (a)及び(b)に定める原則の適用の結果として特定性が存在しないと認め

られるにもかかわらず、補助金が実際には特定性を有するものである可能性が

あると信ずるに足りる理由がある場合には、他の要因を考慮することができ

る。この要因とは、限定された数の特定企業による補助金制度の利用、特定企

業による補助金制度の支配的な利用、特定企業に対する均衡を失した多額の補

助金の交付及び補助金の交付を決定するに当たって交付当局が裁量的な方法

をとっていることをいう。この(c)の規定の適用に当たっては、交付当局の管轄

の下にある経済活動の多様性の程度及び補助金制度を運用している期間の長

さを考慮する。 

2.2  交付当局の管轄の下にある地理的に指定された地域内にある特定企業の

みに交付される補助金は、特定性を有するものとする。この協定の適用上、権

限を有するすべての段階の政府が行う一般的に適用される税率の決定又は変

更は、特定性を有する補助金とはみなさないと了解する。 

2.3  次条の規定に該当する補助金は、特定性を有するものとみなす。 

2.4  この条に規定する特定性については、実証的な証拠に基づく明確な裏付

けによって決定する。  

フランスの措置はパーム

油作物以外のバイオ燃料

生産者に利益を与えるも

のである。 

第 3 条  禁止 

3.1  農業に関する協定に定める場合を除くほか、第一条に規定する補助金の

うち次のものについては、禁止する。 

 (b)  輸入物品よりも国産物品を優先して使用することに基づいて（唯一の条

件としてあるか二以上の条件のうち一の条件としてあるかを問わない。）交付

される補助金 

フランスの措置は当該条

項に違反。 

第 5 条  悪影響 

加盟国は、1.1 及び 1.2 に規定する補助金によって、他の加盟国の利益に次の

いずれの悪影響も及ぼすべきではない。 

 (a)  他の加盟国の国内産業に対する損害 

 (b)  他の加盟国に対し GATT 1994 に基づいて直接又は間接に与えられた利

益、特に、GATT 1994 第二条の規定に基づく譲許の利益の無効化又は侵害 

 (c)  他の加盟国の利益に対する著しい害  

フランスの措置は特に 5

条(c)の観点からインドネ

シアの利益に対し著しく

悪影響を及ぼしており、5

条に違反。 

（出所）WTO「European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels」（2019

年 12 月 16 日）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。SCM 協定和訳は経済産業省ウェブ

サイト（https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/marrakech/html/wto13m.html#01）

より引用。 

 

                                                           
65 補助金及び総裁措置に関する協定（Agreement on Subsidies and Countervailing Measures） 
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関連する参考情報 

 WTO紛争解決手続きの流れ 

 

図表 63  WTO 紛争解決手続きの流れ 

 

（出所）外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/funso/pdfs/nagare.pdf）より転載 

 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/funso/pdfs/nagare.pdf
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 委員会委任規則 2019/807（ILUC に関する箇所抜粋） 

第 3 条  炭素ストック量の大きい土地への生産地域の著しい拡大が見られる高い間接的土地利用

変化（ILUC）リスクの原料を特定するための基準 

炭素ストック量の大きい土地への生産地域の著しい拡大が見られる高い ILUC リスクの原料を特定

するため、以下のすべて基準を適用する。 

（a）当該原料の 2008 年以降の世界における生産地域拡大の年平均割合が 1%を超え、また拡大面

積 100,000 ha を超えている。 

（b）以下の式に基づき、高い炭素ストック地域への生産拡大が 10%を超える。 

  Xhrs = (Xf + 2.6 Xp) / PF 

    Xhrs：炭素ストック量の高い土地への生産拡大割合 

    Xf：RED II 第 29 条 (4) (b)及び(c) に示された土地（森林等）への生産拡大割合 

    Xp：泥炭地を含む、RED II 第 29 条 (4) (a) に示された土地（湿地等）への生産拡大割合 

    PF：生産性係数。トウモロコシ: 1.7、パーム油: 2.5、テンサイ: 3.2、サトウキビ: 2.2、その他: 

1.0  

 

第 4 条  低 ILUC リスクのバイオマス燃料認証のための一般基準 

1.  バイオマス燃料は、以下の全ての基準を満たす場合に限り ILUC リスクが低い燃料として認証

されうる。 

（a）RED II 第 29 条に示される持続可能性基準、GHG 排出削減基準を満たしている。 

（b）本規則第 5 条に示される特定の基準を満たす追加性措置を講じた追加的な原料から生産され

ている。 

（c）追加的な原料であることの証明と当該原料の生産を実証する根拠が、関連する事業者により

適切に収集され、完全に文書化されている。 

2.  上記 1（c）の根拠には、少なくとも、追加的な原料を生産する際に講じられた追加性措置、当

該措置がとられた区画、当該措置が取られた直近 3 年間における対象地の平均収量の情報を含む。 

 

第 5 条  追加性措置 

1.  バイオマス燃料は、以下の場合に限り ILUC リスクが低い燃料として認証されうる。 

（a）追加性措置が以下の条件のうち少なくとも 1 つを満たす。 

   （i）追加性措置が経済的優位性を有し、また追加的な原料から生産される燃料が RED II の下で

の再生可能エネルギー目標への計上を妨げない。 

   （ii）追加性措置が、放棄地やひどく荒廃した土地での食料・飼料作物栽培を可能にする。 

   （iii）追加性措置が、小規模所有者により講じられる。 

（b）追加性措置は、燃料が ILUC リスクが低いと認証される前 10 年以内に講じられる。 

 

 

  



- 105 - 

II. バイオマス燃料の食料との競合に関する検討 

国内の議論 

食料競合については、2019 年度の調達価格等算定委員会において対応のあり方について

議論がなされた。議論の概要は以下の通り。結果として、今後専門的・技術的な検討を行っ

て食料競合の懸念が認められるかの判断基準を策定し、新規燃料の認定に活用する方向性が

示された。また、あわせて、国全体としての量的な確認のための方策検討の必要性も示され

た。 

 

調達価格等算定委員会「令和 2 年度の調達価格等に関する意見」（第 55 回調達価格等算定委員会資

料、2020 年 2 月 4 日）抜粋 

 

⚫ 食料競合については、可食部が分離されているかといった点なども含めて、食料競合の懸念が

認められるかを判断するための基準を明確にする必要がある。また、量的拡大に応じて食料競

合の懸念は増大するものであることから、国全体としての量的な確認（マクロ的確認）ができ

る方策等の検討が必要である。 

⚫ また、本委員会での検討の中で、農林水産省からは、世界の人口増加や食料需要の変化、国内

の食料自給の状況を踏まえると、食料となり得る物資を燃料として活用することは抑制的であ

るべきとの意見があった。 

⚫ 食料競合については、本委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を行った上で、その

判断のための基準を策定し、当該基準に照らして、食料競合への懸念が認められる燃料につい

ては、そのおそれがないことが確認されるまでの間は、FIT 制度の対象としないこととする。 

 

 

国際的な議論 

食料競合については、FAO 等の食料・農業に関する国際機関においても、需給がひっ迫し

ている個別品目について報告するようなレポートは示されていない。そうした中、本調査で

は、食料安全保障（food security）に言及している以下 2 つの報告について内容を整理した。 

 

 1.5℃特別報告書（Special Report Global Warming of 1.5℃：SR1.5） 

1.5℃特別報告書は、2018 年 10 月に Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）に

よってとりまとめられた地球の気温上昇を 1.5℃に抑制するために必要な主な取組や 1.5℃

への抑制を実現するためのシナリオが述べられている文書である。文書中では昇温を 1.5℃

に抑えるためには、可能な限り早期に CO2正味排出量ゼロ66（net zero CO2 emissions）を達成

することが求められており、CO2 正味排出量ゼロを達成する 4 つの経路（P1~P4）が示され

ている（図表 64）。 

                                                           
66 人為起源の CO2排出量が、特定の期間にわたる人為的な CO2除去量と同等となること 
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図表 64  SR1.5 で示された 1.5℃の地球温暖化に関する 4 つの例示的モデル経路 

 

AFOLU：Agriculture, Forestry and Other Land Use（農業、林業及びその他の土地利用） 

BECCS：Bio-Energy with Carbon Capture and Storage（炭素回収・貯留付きバイオエネルギー） 

CDR：Carbon Dioxide Removal（二酸化炭素除去） 

（出所）環境省「1.5℃特別報告書の概要【2019 年 7 月】」より転載 

 

ここで示される 4 つの経路が実現した場合の、2030 年、2050 年時におけるバイオマスエ

ネルギーが一次エネルギーに占める割合を図表 65 の赤枠に示す。P1 以外の各経路において

バイオエネルギー利用の拡大が想定されており、特に P4 経路では 2050 年時において 2010

年と比べバイオエネルギーの活用が 4 倍以上となっていることが確認できる。 

図表 65  各経路における一次エネルギーに占めるバイオエネルギー（2010 年比[%]） 

 
（出所）SR1.5 Summary for Policy Maker より転載 
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また、バイオエネルギーと食料競合の関係については、原文において以下のように記載さ

れている。 

・ Climate-related risks to health, livelihoods, food security, water supply, human security, and 

economic growth are projected to increase with global warming of 1.5°C and increase further 

with 2°C（SR1.5 Summary for Policy Maker B.5 より転載） 

・ 1.5℃ and 2℃ modelled pathways often rely on the deployment of large-scale land-related 

measures like afforestation and bioenergy supply, which, if poorly managed, can compete with 

food production and hence raise food security concerns（high confidence）（SR1.5 Summary 

for Policy Maker D 4.3 より転載） 

上記 1 文目では、2℃の昇温を 1.5℃に抑えることで食料安全保障へ影響が軽減されること

が述べられている。図表 65 において、1.5℃の昇温に抑えるためにバイオエネルギーの活用

が想定されていることと合わせると、バイオエネルギーの活用は結果的に食料安全保障への

貢献に繋がるということが読み取ることができる。一方で、上記 2 文目では、バイオエネル

ギーの管理が不十分な場合には、食料生産と競合し、その結果食料安全保障の懸念をもたら

しうるとの記載が確認できる。 

 

 土地特別報告書（Special Report Climate Change and Land：SRCCL） 

土地特別報告書は、2019 年 8 月に IPCC によってとりまとめられた陸域生態系における温

室効果ガスフラックス、気候変動への適応・緩和、砂漠化、土地劣化、並びに食料安全保障

に関連する持続的な土地管理について述べた文書である。本文書の中では、バイオエネル

ギーに対する肯定的な意見だけではなく、「導入規模や初期土地利用、バイオエネルギーの

原料、気候帯等の条件次第で、バイオエネルギーは持続可能な開発目標に対して、コベネ

フィットだけでなく悪い副次的効果やリスクをもたらし得る」等のバイオエネルギーへの否

定的な見解も見られる。 

また共通社会経済経路67（SSP）を用いたバイオエネルギー耕作地将来面積が推計されて

おり、その内容を示した図表 66 では RCP1.968における、SSP1, SSP2, SSP5 での「農地・牧

草地・バイオエネルギー耕作地・森林・自然の土地」の面積変化を示している。ここからは

2100 年時、SSP5 でバイオエネルギー耕作地面積が最も拡大し、農地が減少することを読み

取ることができる。 

                                                           
67 SSP: Shared Socio-Economic Pathways, SSP1：持続可能性を目指すシナリオ、SSP2：中道的なシナリオ、SSP3：

地域対立が生じるシナリオ、SSP4：格差が拡大するシナリオ、SSP5：従来型発展を進めるシナリオ 

68 RCP1.9: Representative Concentration Pathway 1.9, 2100 年において放射強制力が 1.9W/m2を超えるシナリオ 
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図表 66  3 つの共通社会経済経路における土地利用面積の変化 

 

（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 

 

このようにバイオエネルギー耕作面積が拡大し、農地が減少することによる食料競合への

影響が以下のように述べられている。 

・ （Bioenergy と BECCS がもたらす）Impacts on adaptation, desertification, land degradation 

and food security are maximum potential impacts, assuming carbon dioxide removal by BECCS 

at a scale of 11.3 GtCO2/yr. in 2050, （中略） Studies linking bioenergy to food security 

estimate an increase in the population at risk of hunger to up to 150 million people at this level 

of implementation a scale of 11.3 GtCO2/yr. in 2050（SRCCL Summary for Policy Maker Figure 

SPM.3 より転載）. 

・ Widespread use（バイオエネルギーと新規植林活動の使用を示す） at the scale of several 

millions of km2 globally could increase risks for desertification, land degradation, food security 

and sustainable development (medium confidence) （SRCCL Summary for Policy Maker B.3.2

より転載）. 

つまり、SR1.5 ではバイオエネルギーの利用拡大は食料競合へも懸念があると述べるに留

まっていたものが、SRCCL では具体的な数値とともに、バイオエネルギーの利用拡大によっ

てもたらされる食料競合への影響がより具体化されていることが確認できる。 
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第５章 参考資料 

I. EU RED II において用いられている排出係数・活動量の値 

排出係数 

EU RED II において用いられている排出係数 

Fossil fuels provision [g-CO2eq/MJ final fuel] 

（第３章 III. ２.２ （1）1）① ） 

 Supply emissions Combustion emissions Total emissions 

DISEL 21.9 73.2 95.1 

GASOLINE 19.9 73.4 93.3 

HFO 13.6 80.6 94.2 

Hard Coal 16.2 96.1 112.3 

Lignite 1.74 115.0 116.7 

Natural gas 9.7 56.24 66.0 

Electricity grid supply 

（第３章 III. ２.２ （1）1）② ） 

 
CO2 [g/MJ] CH4 [g/MJ] N2O [g/MJ] 

Total GHG 

[g-CO2eq/MJ] 

EMEL1（High Voltage） 126.8 0.3 0.006 136.0 

EMEL2 

（Medium Voltage） 
131.6 0.31 0.006 141.1 

EMEL3（Low Voltage） 139.9 0.33 0.01 150.1 

Supply of chemical fertilizers and pesticides [g-CO2eq/kg] 

（第３章 III. ２.２ （1）1）③ 、第３章 III. ２.２ （1）1）④ ） 

P2O5 fertilizer 541.7 

K2O fertilizer 416.7 

N fertilizer 4,571.9 

Aglime（CaO） 69.7 

Pesticides 12,010.7 

Supply of chemicals and other conversion inputs [g-CO2eq/kg] 

（第３章 III. ２.２ （1）1）③ ） 

CaO 1,193.2 

HCI 1,061.1 

Na2CO3 1,245.1 

NaCl 13.3 

NaOH 529.7 

NH3 2,351.3 

H2SO4 217.5 

H3PO4 3,124.7 

C6H12 723.0 

Lubricants 947.0 

Alpha-amylase 1,000.0 

Gluco-amylase 7,500.0 

Sodium methoxide 2,425.5 

Methanol（supply）  

[g-CO2eq/MJ] 28.2  

Methanol（combustion） 

[g-CO2eq/MJ] 
68.9 

n-hexane（supply） 

[g-CO2eq/MJ]) 
12.5 
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n-hexane（combustion） 

[g-CO2eq/MJ] 
68.1 

KOH 419.1 

N2（gas） 56.4 

（NH4）2SO4 453.2 

KH2PO4 264.9 

MgSO4 191.8 

CaCl2 38.8 

Propylene glycol 3,274.8 

SO2 53.3 

Diammonium phosphate 674.4 

Supply of seeding material 

（第３章 III. ２.２ （1）1）③ ） 

 CO2 [g/kg] CH4 [g/kg] N2O [g/kg] Net GHG [g-CO2eq/kg] 

Barley seeds 189.5 0.077 0.400 310.6 

Maize seeds 189.5 0.077 0.400 310.6 

Rye seeds 191.0 0.077 0.400 312.1 

Triticale seeds 180.0 0.039 0.400 300.2 

Wheat seeds 163.7 0.040 0.400 283.9 

Sugar beet seeds 2,363.0 1.370 4.210 3,651.7 

Sugar cane seeds 4.97 0.000 0.000 4.97 

Rapeseed seeds 451.0 0.273 1.002 756.5 

Sunflower seeds 451.0 0.273 1.002 756.5 

Emissions from liming and from neutralization of acid from fertilizer N input 

（第３章 III. ２.２ （1）1）⑥ ） 

 Emissions from neutralizing acid from 

synthetic fertilizer N 

[g-CO2eq/MJ crop] 

Remaining emissions from lime and 

manure 

[g-CO2eq/MJ crop] 

Barley 1.35 0.47 

Maize 1.02 0.00 

Rapeseed 2.07 0.00 

Rye 1.39 1.65 

Soybean Brazil 0.15 4.31 

Soybean US 0.34 1.56 

Soybean Argentina 0.01 3.40 

Soybean EU 0.44 0.45 

Sugar beet 0.57 0.00 

Sugar cane 0.14 0.32 

Sunflower 1.05 0.00 

Triticale 1.46 0.60 

Wheat 1.21 0.00 

Oil palm 0.00 0.00 

Utilities and auxiliary processes（CH4 and N2O） 

（第３章 III. ２.２ （1）1）⑦ ） 

 CH4 [g/MJheat] N2O [g/MJheat] 

NG boiler 0.0028 0.00112 

NG CHP 0.010 0.002 

Lignite CHP 0.001 0.004 

Industrial wood pellet 

boiler 
0.003336 0.000667 

Industrial wood chips 

boiler 
0.005751 0.001150 

Wood chip CHP 0.008 0.0043 

Wood pellet CHP based 

on ORC technology 
0.01822 0.00364 

Wood chips CHP based 0.0070 0.0014 



- 111 - 

on ORC technology 

Sawdust boiler 0.0065 0.0013 

Transport Processes（CH4 and N2O） 

（第３章 III. ２.２ （1）1）⑧ ） 

 CH4 [g/tkm] N2O [g/tkm] 

40 t truck（27 t payload） 0.0034 0.0015 

40 t truck（27 t payload）
for sugar cane 

0.0006 0.0039 

MB2213 Dumpster truck 0.000 0.000 

MB2318 Tanker truck 

for seed cane 
0.000 0.000 

MB2318 Tanker truck 

for vinasse 
0.000 0.000 

12 t truck 

（6.35 t payload） 
0.002 0.0015 

Bulk carrier for inland 

navigation 
0.093 0.0004 

Oil carrier barge for 

inland navigation 
0.030 - 

Freight train run on diesel 

fuel 

（in the United Stated） 

0.005 0.001 

（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 

 

活動量 

EU RED II において用いられている活動量 

Diesel use in cultivation 

（第３章 III. ２.２ （1）2）① 、第３章 III. ２.２ （1）2）④ ） 

 Total diesel input 
[MJ/ha] 

Average of 2009 and 
2014 moist yield [kg/ha] 

MJ diesel/kg of moist 
crop 

Barley 3,240 4,546 0.7127 

EU maize 3,311 7,129 0.4645 

Maize - 6,965 - 

Rapeseed 2,987 3,150 0.9484 

Rye and meslin 3,014 3,622 0.8320 

EU soya 3,184 2,742 1.1609 

Soybean - 2,778 - 

Sugar beet 3,457 80,760 0.0428 

Sugar cane - 76,002 - 

Sunflower 3,288 1,912 1.7199 

Soft wheat 3,276 5,797 0.5650 

Triticale - 4,163 - 

Oil palm - 18,327 - 

Crop drying 

（第３章 III. ２.２ （1）2）① ） 
 Average % of water removed from each crop 

Barley 0.12 

Maize 6.10 

Rapeseed Unchanged 

Rye and meslin 0.23 

Sugar beet Not dried 

Sunflower Unchanged 

Soft wheat 0.20 
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Pesticides 

（第３章 III. ２.２ （1）2）① ） 

 kg pesticides/ha g pesticide/kg of moist crop 

Barley 3.915 0.861 

EU maize 7.026 0.986 

Rapeseed 6.610 2.099 

Rye and meslin 1.696 0.468 

EU soya 7.540 2.749 

Sugar beet 18.030 0.223 

Sunflower 2.603 1.362 

Soft wheat 5.853 1.010 

Mineral fertilizer and Manure input（2013/14） 

（第３章 III. ２.２ （1）2）② 、第３章 III. ２.２ （1）2）③ ） 

 Mineral fertilizer input [kg N / ha] Manure input [kg N / ha] 

Barley 96.0 16.5 

Maize 110.0 19.0 

Rapeseed 142.0 21.5 

Rye 65.0 12.5 

Soybean 4.6 0.8 

Sugar beet 115.0 23.3 

Sugar cane 69.2 19.9 

Sunflower 48.9 7.8 

Wheat 114.2 20.6 

Triticale 87.0 15.7 

Oil palm 93.4 8.8 

Limestone and dolomite consumption in the year 2,000 [1,000 ton] 

（第３章 III. ２.２ （1）2）③ ） 

Albania 16 South Korea 64 

Algeria 92 Kyrgyzstan 99 

Argentina 424 Latvia 5 

Armenia 25 Lebanon 103 

Australia 2,404 Libya 9 

Austria 205 Lithuania 29 

Azerbaijan 
8 

former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
24 

Bangladesh 77 Malaysia 1,695 

Belarus 3,375 Mexico 4,768 

Belgium 91 Moldova 6 

Brazil 6,983 Morocco 561 

Bulgaria 2 Nepal 18 

Cameroon 17 Netherlands 255 

Canada 558 New Zealand 1,279 

Chile 54 Nicaragua 25 

China 5,033 Nigeria 14 

Colombia 311 Norway 340 

Costa Rica 107 Pakistan 259 

Côte d'Ivoire 29 Peru 185 

Croatia 13 Philippines 1,122 

Cuba 240 Poland 2,542 

Cyprus 16 Portugal 67 

Czech Republic 1,087 Romania 382 

Denmark 737 Russia 9,267 

Dominican Republic 176 Saudi Arabia 122 

Ecuador 37 Senegal 50 

Egypt 2,223 Serbia and Montenegro 50 

El Salvador 325 Slovakia 2 
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Estonia 46 Slovenia 2 

Ethiopia 76 South Africa 230 

Finland 918 Spain 1,680 

France 2,273 Sri Lanka 259 

Georgia 47 Sudan 122 

Germany 4,402 Sweden 272 

Greece 598 Switzerland 45 

Guatemala 281 Syria 286 

Hungary 147 Taiwan 1,044 

Iceland 5 Tajikistan 16 

India 4,336 Tanzania 35 

Indonesia 1,553 Thailand 1,717 

Iran 656 Tunisia 208 

Iraq 65 Turkey 1,698 

Ireland 665 Turkmenistan 265 

Israel 71 Ukraine 2,776 

Italy 1,009 United Kingdom 2,242 

Japan 1,989 United States 20,556 

Jordan 26 Uruguay 41 

Kazakhstan 100 Uzbekistan 719 

Kenya 83 Venezuela 188 

North Korea 186 Vietnam 1,365 

Utilities and auxiliary processes 

（第３章 III. ２.２ （1）1）⑦ ） 

 
Fuel 

[MJ/MJheat] 

Electricity 

[J/MJheat] 

NG boiler 1.111 0.020 

NG CHP 2.387 - 

Lignite CHP 1.405 - 

Industrial wood pellet 

boiler 
1.124 0.015 

Industrial wood chips 

boiler 
1.176 0.020 

Wood chip CHP 2.132 - 

Wood pellet CHP based 

on ORC technology 
6.135 - 

Wood chips CHP based 

on ORC technology 
1.437 - 

Sawdust boiler 1.333 0.02 

Transport process（fuel consumption） 

（第３章 III. ２.２ （1）1）⑧ ） 

 Diesel  

[MJ/tkm] 

Heavy Fuel Oil 

[MJ/tkm] 

Electricity 

[MJ/tkm] 

40 t truck（27 t payload） 0.81 - - 

40 t truck（27 t payload） 

for sugar cane 
1.37 - - 

MB2213 Dumpster truck 3.6 - - 

MB2318 Tanker truck 

for seed cane 
2.61 - - 

MB2318 Tanker truck 

for vinasse 
2.16 - - 

12 t truck （ 6.35 t 

payload） 
2.24 - - 

Handysize bulk carrier 

for wood chips with bulk 

density 0.22 t/m3- 

- 0.257 - 
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Handysize bulk carrier 

for agri-residues with 

bulk density 0.125 t/m3 

- 0.433 - 

Handysize bulk carrier 

for agri-residues with 

bulk density 0.3 t/m3 

- 0.196 - 

Supramax bulk carrier 

for wood chips with bulk 

density 0.22 t/m3 

- 0.164 - 

Supramax bulk carrier 

for wood chips with bulk 

density 0.65 t/m3 

- 0.0656 - 

Supramax bulk carrier 

for agri-residues with 

bulk density 0.125 t/m3 

- 0.273 - 

Supramax bulk carrier 

for agri-residues with 

bulk density 0.3 t/m3 

- 0.125 - 

Handymax bulk carrier 

for goods with bulk 
density > 0.6 t/m3 

- 0.101 - 

Product tanker（12,617 t 

payload）for sugar cane 

ethanol transport 

- 0.115 - 

Product tanker

（deadweight: 15,000 t）
for ethanol transport  

- 0.169 - 

Product tanker

（deadweight: 15,000 t） 

for FAME and HVO 

transport 

- 0.164 - 

Product tanker（22,560 t 

payload） 
- 0.095 - 

Bulk carrier for inland 

navigation 
0.324 - - 

Oil carrier barge for 

inland navigation 
0.504 - - 

Freight train run on 

diesel fuel (in the United 

Stated) 

0.252 - - 

Freight train electric - - 0.210 

Pipeline transportation 

[MJ/MJFAME] 
- - 0.0002 

（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 

 

バイオマス燃料個別データ例（パーム油） 

EU RED II においてパーム油（バイオディーゼル）の代表値の算定に用いられている各種数値 

Biofuels process and input data（Oil palm to biodiesel） 

Allocation of crude oil palm 

LHV（oil palm） [MJ/kg] 37.0 

LHV（palm kernel meal） [MJ/kg] 16.4 

LHV（palm kernel oil） [MJ/kg] 37.0 

LHV（excess nutshells） [MJ/kg] 0.0 
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Allocation to crude oil 

palm 
- 84% 

Cultivation of oil palm tree 

Diesel [MJ/MJFFB] 0.00537 

K2O  [kg/MJFFB] 0.00058 

N fertilizer [kg/MJFFB] 0.00032 

CaCO3 fertilizer [kg/MJFFB] 0.00000 

P2O5 fertilizer [kg/MJFFB] 0.00010 

EFB compost [kg/MJFFB] 0.01420 

Pesticides [kg/MJFFB] 0.00005 

Field N2O emissions [g/MJFFB] 0.02981 

Transportation of fresh fruit bunches 

Distance（12 t trunk ov

er 50 km, one way） 
[tkm/MJFFB] 0.0032 

Plant oil extraction from fresh fruit branches 

FFB [MJ/MJoil] 2.1427 

Grid electricity [MJ/MJoil] 0.000078 

Diesel [MJ/MJoil] 0.00445 

Emission/open POME 

pond 
[g-CH4/MJoil] 0.9844 

Emission/closed POME 

pond 
[g-N2O/MJoil] 0.1477 

CH4 from shells and fiber 

combustion 
[g-CH4/MJoil] 0.0007 

N2O from shells and fiber 

combustion 
[g-N2O/MJoil] 0.000996 

Transport of palm oil 

Distance（40 t trunk ov

er 120 km, one way） 
[tkm/MJoil] 0.0035 

Electricity（Depot for o

il palm） 
[MJ/MJoil] 0.00084 

Distance（product tanke

r（22,560 t payload）o

ver 16,287 km, one w

ay） 

[tkm/MJoil] 0.4402 

Refining of vegetable oil from oil palm to plant oil 

  Same as for rapeseed In Malaysia 

Electricity [MJ/MJoil] 0.00093 0.00116 

H3PO4 [kg/MJoil] 0.00003 0.00002 

NaOH [kg/MJoil] 0.00009 - 

Bleaching earth [kg/MJoil] - 0.00025 

Crude vegetable oil [MJ/MJoil] 1.02459 1.00198 

Steam [MJ/MJoil] 0.00403 0.01160 

Transesterification（from plant oil to FAME） 

Electricity [MJ/MJFAME] 0.00405 

Na（CH3O） [kg/MJFAME] 0.00037 

HCL [kg/MJFAME] 0.00010 

Methanol [MJ/MJFAME] 0.05110 

Plant oil [MJ/MJFAME] 1.00063 

Steam [MJ/MJFAME] 0.03303 

Transportation of FAME to the blending depot 

Distance（40 t truck over 

305 km, one way） 
[tkm/MJFAME] 0.0088 

Distance （ maritime 

transport over 1,118 km, 
[tkm/MJFAME] 0.0301 
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one way） 

Distance （ inland ship 

over 153 km, one way） 
[tkm/MJFAME] 0.0041 

Distance（train over 381 

km, one way） 
[tkm/MJFAME] 0.0102 

FAME depot distribution inputs 

Electricity for FAME 

depot 
[MJ/MJFAME] 0.00084 

Distance for transport of 

FAME to filling station

（40 t truck over 305 km, 

one way） 

[tkm/MJFAME] 0.0043 

Electricity for FAME 

filling station 
[MJ/MJFAME] 0.0034 

（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 
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