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解 説  

「合成燃料（バイオディーゼル・GTL 燃料）Version1.0」 

分類 B.GTL 燃料 

 

制定日：2023 年 1 月 5 日  

 

１．商品類型設定の背景  

2050 年脱炭素社会の実現のためには、エネルギー消費量の削減、使用するエネル

ギーの低炭素化、利用エネルギーの転換を総合的に進めていくことが重要とされてい

る。エネルギーの低炭素化としては再生可能エネルギー等による発電、エネルギーの

転換としては電化・水素化等を進め、それが困難な領域（長距離・大型貨物車、航

空、船舶等）ではバイオ・新燃料の利用が求められている。 

エコマークでは、省資源・資源循環および地球温暖化防止の観点から、廃食用油を

使用したバイオディーゼル燃料（FAME：脂肪酸メチルエステル）の認定を 2017 年

より開始している。軽油に FAME（脂肪酸メチルエステル）を 5%混合する B5 は軽

油と同様に扱えるが、混合せずに使用する B100 は適切な整備・点検を行わないと車

両に不具合が起こることがあるため、普及が一部に留まっている。 

バイオ燃料は、欧米などにおいては導入施策により、導入が進んでいる。バイオデ

ィーゼル燃料については、従来の脂肪酸メチルエステルとは異なり、廃食用油や植物

油を水素化処理して軽油とほぼ同等の特性を持つ炭化水素から成る水素化植物油

（HVO）の生産が増加している。国内では、廃食用油や微細藻類由来の油脂を水素

化処理した燃料の利用が行われ始めている。 

一方、新燃料としては、発電所や工場あるいは大気中から回収した CO2を水素と

合成して製造される新たな概念の合成燃料の研究開発が進められているが、実用化に

は至っていない。2020 年末に経済産業省により策定された「グリーン成長戦略」

は、2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、そのような合成燃料の 2040 年

までの実用化を目指すとしている。同様の製法で、原料が天然ガスの合成軽油

（GTL）は、一部の海外企業により商用化され、主に建設機械に使用されている。

硫黄分や芳香族分を含まないため、現在使用されている土工機械の約 80%を占める

「特定特殊自動車排出ガス規制法」（オフロード法）の 2006 年基準（国土交通省の

排出ガス第 3 次規制）以前の適合機種においては、軽油と比較して使用時に窒素酸

化物（NOx）、粒子状物質（PM）等の発生が少なくなる。また、ライフサイクルで

の CO2排出量は軽油とほぼ同等か若干、低いとの試算がある。 

このような状況を踏まえ、軽油の使用者が環境に配慮した燃料を選択する目安とす

るため、軽油と比較してライフサイクルでの環境負荷が少ない燃料をエコマーク認定

品として推奨する認定基準を策定することとした。また、廃食用油等の廃棄物を使用

した燃料がエコマーク商品として普及することにより、資源循環の推進が期待され
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る。 

 

 

２．適用範囲について 

   実用化されている主要な軽油代替燃料の一つとして天然ガス由来の GTL（Gas To 

Liquid）燃料を対象とする。なお、国で研究を進めている合成燃料（発電所や工場あ

るいは大気中から回収した CO2を水素と合成して製造される燃料）は、開発段階のた

め対象外とする。 

 

 

３．用語の定義について 

   用語の定義は特に設定されなかった。 

 

 

４．認定の基準と証明方法について 

4-1.環境に関する基準と証明方法の策定の経緯 

基準の設定にあたっては、「商品ライフステージ環境評価項目選定表」を参考にし、

環境の観点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した。認定基準を

設定するに際し重要と考えられる評価項目が選定され、それらの項目について定性的

または定量的な基準を策定した。 

基準項目として検討された環境評価項目は表に示したとおりである(表中◎印、〇

印、△印)。最終的に基準として選定された項目は B-2、B-3、D-1、D-3、F-3 である

(表中◎印)。また、B-2 は配慮事項としても選定された(表中〇印)。 

なお、表中   の欄は検討対象にならなかった項目を示す。以下に環境に関す

る基準の策定の経緯を示す。 

表 商品ライフステージ環境評価項目選定表 

環境評価項目 

商品のライフステージ 

A.資源 

  採取 

B.製造 C.流通 D.使用 

  消費 

E.リサ

イクル 

F.廃棄 

    

1 省資源と資源循環   △ ◎ △  

2 地球温暖化の防止  ◎〇     

3 有害物質の制限とコントロール  ◎ △ ◎  ◎ 

4 生物多様性の保全      △ 

5 その他（社会的側面など）       
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B 製造段階 

B-2 (地球温暖化の防止) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 燃料の温室効果ガス削減効果 

(2) 水素化処理に使用する水素製造時の CO2 排出抑制 

(1) [分類 B 認定基準 4-1-1.(1)の策定] 

EU 指令 2015/652（ガソリンおよびディーゼル燃料の品質に関する欧州議会および

理事会の指令 98/70/EC に準拠した計算方法および報告要件の規定）において、軽

油、GTL の温室効果ガス排出量のデフォルト値は、GTL が 94.3gCO2eq/MJ、軽油

が 95gCO2eq/MJ とされている。また、メーカーの LCA 評価によると、仮定と方法

論の違いにより、石油製品と同等か、それ以下とされている。そのため、温室効果ガ

ス削減効果が高い燃料としての評価はできないが、燃料使用時の窒素酸化物

（NOx）、粒子状物質（PM）の排出削減を評価することとし、基準を設定した。ま

た、1MJ 相当の燃料のライフサイクルでの温室効果ガスの排出量（CO2換算）が、

軽油と比較して多少なりとも少ないことをライフサイクルアセスメント（LCA）に

よって確認していることを要件とした。 

 

(2) [分類 B 認定基準 5.(1)の策定] 

燃料製造において、水素化処理に使用する水素の生成時に発生する CO2排出量を抑

制することにより、ライフサイクルでの CO2排出量を低減することが可能である。ド

イツの国家水素戦略では、水素を 4 つに分類しており、再生可能エネルギー由来の電

力を利用して水を電気分解して生成されるグリーン水素、水素生成時に発生した CO2

を回収して貯留または利用するブルー水素、再生可能エネルギーによるメタンの熱分

解で生成し、炭素は封じ込めて放出させないターコイズ水素、化石燃料から生産され、

CO2 排出が多いグレー水素となっている。グリーン水素は CO2 フリー、ブルー水素、

ターコイズ水素はカーボンニュートラルとされる。しかしながら、現在使用されてい

る大半の水素はグレー水素であるため、配慮事項として設定することとした。 

 

B-3 (有害物質の制限とコントロール ) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 製造工場による環境汚染の防止 

(1) [分類 B 認定基準 4-1-2.(3)の策定] 

製造工程における大気汚染物質の放出、水質汚濁物質の排出、有害物質の使用ある

いは排出などに配慮されていることについて、関連する環境法規および公害防止協定

などを順守することで環境汚染が防止されると判断され、基準項目として設定した。

本項目は ISO14024「環境ラベル及び宣言－タイプＩ環境ラベル表示－原則及び手続」

においても必須の要件となっており、各国の環境ラベルでも同様の法令順守が求めら
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れている。なお、全ての製造工程において環境関連の法令などを順守することが求め

られるが、製造工程が複数の工場にわたる場合、全工場を遡って証明することは現実

的ではないことより、本項目の適用は最終工程のある工場に限定することとした。 

 

 

C 流通段階 

C-1 (省資源と資源循環)、C-3 (有害物質の制限とコントロール ) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 燃料容器の省資源と資源循環 

(2) 燃料容器への有害物質の使用抑制 

(1) (2) 燃料の流通時には、通常、タンクローリーによる配達給油が行われており、

ドラム缶・タンクなどの容器が使用されることは少ないとされたため、基準項目とし

ては設定されなかった。 

 

 

D 使用消費段階 

D-1 (省資源と資源循環) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 不適切な使用による車両・機器の故障・事故の防止 

(1) [分類 B 認定基準 4-1-2.(4)の策定] 

燃料使用時の不注意による車両・機器の故障・事故は、環境への負荷にもつながる。

従って、使用者に対し、燃料の適正な取り扱いに関する注意を情報提供することを要

件とした。 

 

D-3 (有害物質の制限とコントロール ) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 使用時の窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量削減 

(1) [分類 B 認定基準 4-1-2.(2)の策定] 

GTL 燃料は、軽油と比較した温室効果ガス削減効果が見込まれないため、使用時の

窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量削減が主要な評価項目とされた。し

かしながら、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量は、ディーゼルエンジ

ンの排ガス処理装置の性能によるため、新しい機種では軽油と比較した排出量はあま

り変わらない。オフロード法の 2006 年基準（国土交通省の排出ガス第 3 次規制）以

前の適合機種であれば、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量削減が見込

めるが、古い機種が新しい機種に切り替わっていけば、環境負荷低減効果は少ないと

された。一方、国土交通省の建設機械動向調査によると、最新（2019 年度）の調査結
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果において土工機械の約 80%が 3 次規制以前の適合機種であり、その比率は 2015 年

度以降の推移では年率 2～4%の減少となっており、5 年後の 2027 年度における比率

は 47～63%、7 年後の 2029 年度では 39～59%となると推測される。従って、建設機

械は長期に渡って使用されることが多く、基準を設定することは妥当とされた。また、

窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量について、軽油と比較した削減率を

基準として設定することも検討したが、相当数の型式、多様な出力のエンジンでの試

験データが必要となり、現実的ではないとされた。そのため、公的な試験方法による

試験結果により、使用時の窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）の排出量が軽油と

比較して少ないことを示すことを要件とした。なお、対象機種は国土交通省の排出ガ

ス第 3 次規制以前の適合機種とした。 

 

 

E リサイクル段階 

E-1 (省資源と資源循環) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 残った燃料や備蓄燃料のリサイクル 

(1)燃料を再生油としてリサイクルすることは通常、行われていないとされたため、

基準項目としては設定されなかった。 

 

 

F 廃棄段階 

F-3 (有害物質の制限とコントロール ) 

本項目では以下の点が検討された。 

(1) 使用せずに残った燃料の適正処理 

(1)  [分類 B 認定基準 4-1-2.(4)の策定] 

使用されずに残った燃料を廃棄することはほとんどないとされたが、廃棄する場合

は、適正に処理することが必要である。従って、使用者に対し、使用せずに残った燃

料の処理方法について情報提供することを基準として設定した。 

 

F-4（生物多様性の保全） 

本項目では以下の点が検討された。 

(1)軽油と比較して生分解性が高い 

(1)パラフィン系燃料であることから、軽油と比較して生分解性が高いことが考えら

れる。しかしながら、燃料を廃棄する場合は適切に処理することが必要で、漏洩する

ことは望ましくない。従って、生分解性が高いことによる環境負荷低減効果は低いた

め、基準項目として設定されなかった。 
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4-2.品質に関する基準と証明方法の策定の経緯 

[分類 B 認定基準 4-2.(5)の策定] 

品質のよくない燃料の使用による事故・トラブルは、環境にも負荷がかかるため、

使用に支障をきたさない品質が担保されていることが必要である。本商品類型の対象

となる燃料は軽油の代替燃料として使用される。軽油の品質については、「揮発油等の

品質の確保等に関する法律」（品確法）で「軽油の強制規格」として定められている。

また、JIS 規格では、JIS K 2204「軽油」が設定されている。そのため、こうした公

的な品質規格に適合していることを要件とした。 

以上 


