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はじめに
2012 年度から始まった FiT 制度が、バイオエネルギーの近年の成長を牽引している。その
結果、燃料消費量が急増し、持続可能性の確保が喫緊の課題になっている。
日本では、FiT 制度だけではなく電気事業制度一般においても、発電事業者に燃料について
の持続可能性を確認する規制がそもそも存在しなかった。そのため、2019 年度より資源エネ
ルギー庁により「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、持続可能性基準の策定と、基準に適合することの証明に用いることができる認証制
度についての議論が行われた。
しかし、この持続可能性 WG の議論の範囲は農業系バイオエネルギーに限られ、木質バイ
オエネルギーは対象外とされ、持続性確保取組の運用面であいまいな状態が続いている。加
えて 2020 年度以降、温室効果ガス（Greenhouse Gases、以下 GHG）削減効果の確認方法に関
する検討が行われる予定であるが、木質バイオエネルギーも含めて統一的な議論が行われる
必要がある。特に、2050 年を目標とした脱炭素化の議論の緊急性が高まっている現在、将来
を見据えながら、今から必要な対応を適切に講じていく必要がある。
そこで、本ポジションペーパーでは、まず木質バイオエネルギーの利用の現状と今後の課
題について、世界と日本のそれぞれについて整理する。その後、日本の FiT 制度での活用を
念頭に、持続可能性確保のための制度的な仕組みのあり方について基本的な考え方を明らか
にしたい。
次に、バイオエネルギー利用にかかる炭素フローの全体像を示した上で、GHG 削減効果を
確認するための論点と、長期的な視点を踏まえた GHG 削減目標の設定方法について考え方
を整理する。最後に、木質バイオエネルギーの持続性に関する基盤となる森林の保全の重要
性について概説し、まとめとする。
また、バイオエネルギーの持続性確保の制度は、欧州で先行して構築されてきたため、EU
およびイギリス、オランダの当該制度の状況を巻末資料として添付し、本文中で適宜参考に
している。
本ペーパーが、幅広い方々に読まれ、日本のみならず世界における持続可能なバイオエネ
ルギー発展の一助となれば幸いである。
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第１章 木質バイオエネルギーの持続可能性確保の制度化
I. 木質バイオエネルギー発展状況と対応すべき課題
１．世界における状況
バイオエネルギーは最も利用されている再生可能エネルギーである。2017 年の全世界のバ
イオエネルギーの供給量は 55.6EJ で、全世界の一次エネルギー供給のおよそ１割を占めてい
る 1。この中で特に重要なのが木質系のバイオエネルギーであり、約半分の 23EJ が木質系で
あると推計されている 2。ただしこの中には、途上国における薪炭利用などの、必ずしも効率
のよくない伝統的利用（Traditional biomass）も含まれており、これらの利用を効率的なものに
転換していくことも重要な課題である。
一方、日本も含めた欧米諸国などでは、現代的なバイオエネルギー（Modern bioenergy）の
利用が行われ、持続可能性の確保を前提に、効率のよい利用が追求されてきた 3。具体的には、
各地域においてカスケード利用の原則に従い、廃棄物や残渣を中心に発展してきた。例えば
スウェーデンでは、全一次エネルギー供給の 4 割弱を木質を中心としたバイオエネルギーが
占めるが、そのほとんどが木材産業や林業の残渣・廃棄物に由来するものである 4。
また、現代的なバイオエネルギー利用においては、輸送やハンドリングの効率を高める努
力が並行して行われてきた。その代表的な手段がバイオマスを押し固めるペレットへの加工
である。その有用性の認識が広まるにつれて生産量は順調に増加し、2018 年には 5,500 万 t に
到達した 5。この中には中国などを中心に、農業残渣を原材料にしているものも多く、この中
で木質系ペレットの生産量は 2018 年で 3,700 万 t だった（図表 １-1）
。ペレットはエネルギー
密度が高いため長距離の輸送に適しており、貿易量も増加している。
一方で、世界的に石炭の代替を目的とした大型の発電所での利用が増加するに伴い、その
持続可能性、
特に GHG 削減効果の観点からの疑義や批判が強まっている 6。
その背景として、
森林資源が豊富ではないイギリスやオランダ、デンマークなどの欧州諸国で、木質ペレット
の輸入量が増加していることがある。確かにそれに伴いペレット生産量が増加しているのは
前述のとおりであるが、木質ペレット 3,700 万 t は 0.66EJ に相当し、全バイオエネルギー供

1 World Bioenergy Association (2019) Global Bioenergy Statistics
2 Lauri et al. (2017) Impact of the 2℃ target on global woody biomass use. Forest Policy and Economics. Vol. 83, pp.121130
3 Modern Bioenergy の国際的に合意された定義はないが、方向性は合意されていると言える。GBEP (2020) Global
Bioenergy Partnership Sustainability Indicators for Bioenergy: Implementation Guide

4 IRENA (2019) Bioenergy from boreal forests; Swedish approach to sustainable wood use
5 Bioenergy Europe Statistical Report 2019
6 EASAC (2019) Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update、 Mighty Earth (2019)
Sumitomo Corporation’s dirty energy trade など

- 2 -

給量の 1.1％を占めるに過ぎない 7。また、エネルギー利用を目的としての森林の伐採はまれ
であり、実際は建築用材などマテリアル利用や、その他の公益的機能（水源かん養や生物多
様性保全）の発揮のために行われる伐採や間伐が一般的である 8。
一方で、2050 年までの脱炭素社会実現のため、発電以外の用途も含めバイオエネルギー利
用全体で 125EJ 程度まで増加することが期待されている 9。その内木質系のバイオエネルギー
は、2030 年までに 27〜43EJ を供給するポテンシャルがあると見積もられている

10。この中

には、ペレット生産や貿易の拡大など新たな利用形態も含まれると考えられる。したがって、
このような木質バイオエネルギーのポテンシャルを有効活用し、世界の脱炭素化に貢献して
いくためには、総合的に持続性を確保できるように必要な政策的対応を行っていく必要があ
る。
図表 １-1 世界のペレット生産量（左）と純貿易量（右）の推移

出典）FAO Stat より自然エネルギー財団作成

２．日本における状況
（1）国内由来・廃棄物系が太宗を占める日本での利用

日本においても、木質バイオエネルギーは全バイオエネルギー供給の 9 割弱を占め、重要
な地位を占めている。これまでは世界と同様に、燃料のほとんどは廃棄物系のものであり、
しかも国内由来のものが太宗を占めている。
図表 1−2 は、2015 年以降の木質系バイオエネルギー燃料の消費量の推移である。
ここでは、
林野庁の統計に含まれてこなかった黒液についても、製紙工場の中で消費される重要なバイ
オエネルギーとして計上している。

7 ペレットの低位発熱量を 18GJ/t で計算。
8 IEA Bioenergy (2019) The use of forest biomass for climate change mitigation: response to statements of EASAC
9 IRENA (2019) Global Energy Transformation, The Remap Transition Pathway
10 IRENA (2014) Global Bioenergy Supply and Demand Projections, A Working Paper for Remap 2030
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この中で、廃棄物系のバイオマス（黒液、建設資材廃棄物、製材端材、剪定枝）の量は、
1,790 万 t になり、全燃料利用量の 78％を占める。加えて、これに間伐材・林地残材等を加え
ると、国内由来のバイオエネルギー燃料は 2,100 万 t 程度となり、全体の 90％を占める。一
方、輸入バイオマス（木質ペレットと輸入チップ）は、量が増えているとは言え、現状では 1
割程度を占めるに過ぎない。
図表 １-2 日本における木質系バイオエネルギー燃料の利用量の推移

注）2016 年に黒液の使用量が減少しているが、日本製紙連合会の統計などでは、紙・パルプの生産量に大きな変
化はないことから、総合エネルギー統計の集計区分が変わったことによる影響であると推測される。
出典）林野庁「木質バイオマスエネルギー利用動向調査」
、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」より自然エ
ネルギー財団作成

（2）ペレット輸入量の増加と調達先の多様化

一方で、日本においても FiT 制度により高い買取価格が保証されるようになり、海外から
の木質ペレットの輸入量が増加している。これまでは PKS の輸入が先行していたが、木質ペ
レットの輸入量は急激に増加し、2019 年にはそれぞれ 160 万 t 程度の輸入量となった。しか
も、2017 年まではカナダ産のペレットがほとんどだったが、
ベトナム産のペレットが急増し、
今後はアメリカ産が増加することが予想されている（図表 １-3）
。
カナダの中でも、日本への輸出の太宗を占めるブリティッシュ・コロンビア州では、森林
のほぼ 100％が認証を取得していることに加え、ペレットの原材料も製材端材や松枯れ枯死
木がほとんどと言われてきたため、持続可能性について大きな問題は見当たらなかった 11。

11 Wood Pellet Association of Canada (2013) British Columbia Wood Pellets, Sustainability fact Sheet
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一方、ここ数年で急激な伸びを見せているベトナム産ペレットについては、慎重な対応が
求められる。ベトナムは、家具などの木材加工産業の世界的な集積地である。そのため世界
各地から原材料として様々な木材が運びこまれており、中には違法伐採材が含まれていると
いう指摘がある

12。また、すでにベトナムでは木質ペレット生産と輸出が行われてきたが、

主な輸出先であった韓国では FSC 認証の詐称が報告されたこともある 13。
図表 １-3 日本の木質ペレット輸入量の推移

出典）貿易統計より自然エネルギー財団作成

加えて、今後大きな増加が見込まれているのがアメリカ産のペレットである 14。一般的に、
アメリカの森林は認証取得比率が低いが、ペレット工場が集積する南部では特に低く、2010
年時点ではわずか 17％だった

15。一方、生物多様性のホットスポットであることも知られ、

環境に配慮した施業が求められるエリアでもある 16。
このような産地の多様化に合わせて、持続性の確保についての新たな課題が生じており、
FiT および関連する制度の再検証が求められている。

12 ScoutAsia Research. “Vietnam Under Pressure to Clear Out Illegal Wood.” Financial Times. Jun. 25, 2019.
13 International Trade Administration (2016) 2016 Top Markets Report Renewable Fuels. Sector Snapshot. USA Department
of Commerce.

14 USDA Foreign Agricultural Service (2019) Biofuels Annual, Japan
15 Southern Regional Extension Forestry (2010) An Introduction to Forest Certification in the South
16 Critical Ecosystem Partnership Fund. “North American Coastal Plain”. https://www.cepf.net/our-work/biodiversityhotspots/north-american-coastalplain
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II. 持続可能性確保の制度化
１．木質バイオエネルギーの持続可能性確保の現状と問題点
（1）燃料ごとに異なる持続可能性確保の仕組み

まず、日本の FIT 制度における木質バイオエネルギーの持続可能性確保の仕組みについて、
現状と課題を整理したい。すべてのバイオマス発電事業は、燃料調達について、資源エネル
ギー庁が毎年改訂する「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）
」を参照しなければな
らない。ただし詳細については、燃料の種類ごとに異なる基準や文書を参照する必要がある
（図表 １-4）
。
図表 １-4 FiT 認定バイオエネルギーの持続可能性の証明方法（2020 年 4 月現在）

出典）自然エネルギー財団作成

農業系バイオマスおよびバイオマス液体燃料については、2019 年度より開催されている持
続可能性 WG で議論が行われた。その結果、日本の FiT 制度において求められる持続可能性
基準が、環境、社会・労働、ガバナンスなどの観点から整理された（図表 １-5）
。また、2019
年度末時点で、RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil）と RSB（Roundtable on Sustainable
Biomaterials）という 2 つの第三者認証を用いて、その持続性を証明することが認められたが、
他に検討されたその他の認証制度については、現時点では不適合とされ、改善が求められて
いる。
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図表 １-5 日本の FiT 制度において求められる持続可能性基準
分野
環境

担保すべき事項
土地利用変化への配慮
温室効果ガス排出削減
生物多様性の保全

社会・労働

農園等の土地に関する適切な権原：事業者による土地使用権の確保
児童労働・強制労働の排除
業務上の健康安全の確保
労働者の団結権及び団体交渉権の確保

ガバナンス

法令遵守（日本国内以外）
情報公開
認証の更新・取消

サプライチェーンの担保
認証における第三者性の担保
出典）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中間整理（2019 年 11 月）

（2）FiT 制度から見た合法性ガイドラインの問題点

木質バイオマス全般については、FiT 制度に対応するために 2012 年に林野庁が策定した「発
電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に従う 17。さらに一般木質バ
イオマスについては、林野庁が 2006 年 2 月に公表している「木材・木材製品の合法性、持続
可能性の証明のためのガイドライン（以下、合法性ガイドライン）
」に基づく分別管理や証明
書の交付が求められている。しかし、合法性ガイドラインは、グリーン購入法に基づく公共
調達の証明のために、2006 年に作られたものであり、一部古い情報が含まれている他、FiT の
助成を受けての発電利用は想定されていない。そのため、持続可能性 WG において統一的な
議論が行われた農業系バイオマスと比べると、以下のように曖昧な点や不十分な要素がある。
第一に、政府調達においては合法性のみを要件としており、持続可能性については、調達
に当たって配慮することが望ましい事項という扱いである

18。一般的に、持続可能性は合法

性を包含するより広範な概念であると考えられており、持続可能性 WG でも環境、社会・労
働、ガバナンスなどの広範な観点から基準が作られている（図表 1−5）
。したがって、合法性
ガイドラインが FiT バイオマス燃料の持続可能性の確保に十分なものであるかどうかは、改
めて議論が必要である。
第二に、合法性ガイドラインでは森林認証と CoC 認証を利用した方法以外に、業界団体に
よる自主行動規範に基づく事業者認定による方法と、個別企業による自主的な証明方法が認
17 未利用木材の問題については、自然エネルギー財団（2019）「地域型木質バイオエネルギー発電に関する FiT
制度見直しの提言」を参照いただきたい。
18 木材・木材製品の合法性持続可能性の証明ガイドライン Q&A 問 11−2
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められている。これらは、いわば自己認証であり、第三者認証を基本としている FiT におけ
る農業系バイオマスなどの取扱いと整合性が取れない。
第三に、合法性ガイドラインで例示されている認証制度について、FiT の持続可能性証明に
活用可能かどうかの確認が必要である。合法性ガイドラインでは、活用できる認証制度につ
いて、「『森林に関する法令の遵守』及び『持続可能な森林経営のための制度的枠組み』につ
いて審査基準に規定されており、証明書の発行者等が合理的に説明できると判断したものは、
合法性、持続可能性を満足するものとして取り扱うことを考えています」としており、活用
の可否は証明書の発行者の判断に委ねられている 19。一方、FiT における農業系バイオマスに
ついては、利用可能な認証制度について持続可能性 WG が議論を行っており、外部の専門家
が評価を行う仕組みとしている。
以上三点から、木質系バイオマスの持続可能性の証明方法についても、持続可能性 WG で
統一的に議論を行うか、もしくは林野庁主導で、木質バイオマスの証明ガイドラインおよび
合法性ガイドラインについて FiT 制度が求める持続可能性を十分に担保できるように変更を
行うために、外部専門家を交えた議論を行うことが必要である。
（3）活用されていないクリーンウッド法

実は、日本の既存の法律の中でも、発電事業者に木材の由来確認を求める仕組みが存在す
る。それが、2017 年 5 月に施行された、合法伐採木材の利用を促進するための法律、通称ク
リーンウッド法である。
同法では、木材を最初に日本に持ち込む事業者（第一種木材関連事業者）に、デュー・デリ
ジェンス

20を要求している。バイオマス発電事業者は、第二種木材関連事業者に位置づけら

れ、第一種木材関連事業者の合法性確認記録を確認するというかたちでのリスク管理が求め
られている。クリーンウッド法における事業者の登録は任意であるが、FiT 法が国内法の遵守
を義務付けていることから、FiT 認定事業の流通に関わる事業者は全て登録を行うことが当
然と考えらえる。しかし現状では、木質バイオエネルギー発電事業者の中で、登録を行って
いる事業体は極めて少ない（図表 １-6）。
したがって、全てのバイオエネルギー発電事業者について、クリーンウッド法における第
二種木材関連事業者の登録を事実上義務化することを、FiT 制度の運用の中で行うことが必
要である。その上で登録実施団体からの監査を受け、結果を公開することを促すことも、取
組みレベルを向上させるという意味で有効であると考えられる。

19 木材・木材製品の合法性持続可能性の証明ガイドライン Q&A 問 21−1、問 21−2
20 企業などに要求される当然に実施すべき注意義務および努力
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図表 １-6 バイオマス発電事業でクリーンウッド法登録を行っている事業体数
登録実施機関

バイオマス発電事業の登録状況

公益財団法人日本合板検査会

１社

一般財団法人日本ガス機器検査協会

５社

一般社団法人日本森林技術協会

なし

一般財団法人建材試験センター

なし

一般社団法人北海道林産物検査会

なし

注）もう一つの登録実施機関である、公益財団法人日本住宅・木材技術センターは木質バイオマス発電事業の登録
を行っていない。
出典）各登録実施機関のウェブ公開情報より自然エネルギー財団作成（2020 年 6 月 10 日アクセス）

２．木質バイオエネルギーの持続可能性証明の方向性
（1）発電事業者の責任の明確化

このような現状を踏まえて、木質バイオエネルギーの持続可能性証明の方向性を示す。
第一に必要なことは、発電事業者が認証制度の限界を正しく理解し、最終的なリスク管理
を行う責任を負っているということを改めて確認し、制度的にもそのような扱いを求めるこ
とである。これは FiT 制度により市場価格に上乗せされた売電価格で事業を行っていること
を考えれば当然のことであり、同様に補助制度があるイギリスやオランダでは、発電事業者
に第三者の監査を受けた詳細なレポートを提出させている。
例えば、オランダの場合では、森林管理者やバイオマス生産者（請負業者を含む）は、燃料
の受け渡し（consignment）ごとに、バイオマス分類、生産国、GHG 排出量、用いた認証制度
などの情報を記録し、監査を受ける必要がある（図表 １-7）。発電事業者はこれらの監査結果
を取りまとめ、適合性年次申告書（Conformity year statement）として提出する。同申告書の中
には、年平均 GHG 削減比率に加えて、全ての燃料受け渡しごとに認証または証明が行われた
ことについての第三者による証明（認証制度の活用も可能）が含まれている。
一方、日本の FiT 制度で、提出が義務付けられている定期報告は、燃料名や年間使用数量、
収集地域、購入単価などを記入するだけで、燃料の持続可能性をどのように確認しているか
の情報は含まれていない

21。加えて、後述するように、現行の

FiT 制度では、発電事業者が

認証の連鎖に組み込まれることを求めていない（SC 認証や CoC 認証の取得を求めていない
22）ため、発電所が用いる燃料の持続性の確認が不十分になっている恐れがある。

21 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/report/report_bio.xlsx
22 RSPO では SC 認証、FSC では CoC 認証という用語が使われている。
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図表 １-7 サプライチェーンにおける関連事業者と発電事業者の関係（オランダ SDE+）

注）森林由来の木質バイオマス（カテゴリー１&２）の場合
出典）Netherland Enterprise Agency (2020) Verification Protocol for Sustainable Solid Biomass for Energy
Applications（日本語訳は自然エネルギー財団による仮訳）

（2）既存の森林認証制度の的確な理解

これらの法的な枠組みを基本としつつ、その要求事項を満たしていることを客観的に示す
ために、農業系バイオマスと同様に、一般木質バイオマスにおいても FSC など、世界的にそ
の有効性が認められた第三者認証制度を活用することは、行政効率を高める点でも有用であ
る。
ただし、FSC などの既存の森林認証制度はマテリアル利用を前提としており、その特徴と
限界を理解しておかなければ、エネルギー利用を目的とした FiT の持続可能性証明のツール
として適切に用いることはできないし、FSC などの非政府アクターが発展させてきた認証制
度の特徴を踏まえず、都合よく使うことは慎むべきである。実際に、FSC の仕組みをよく理
解しないで活用することにより、不適切な取引が成立してしまう恐れがあることが指摘され
ている 23。そこで FSC を例に、既存の森林認証制度をバイオエネルギーの持続可能性証明の
手段として用いることで生じうる問題について、以下に整理を行う。
まず、森林認証制度においては、森林管理の水準を確認する FM 認証（Forest Management
認証）と、
サプライチェーン全体の FSC 認証原料が適切に管理されていることを確認する CoC
認証がある（図表 １-8）
。CoC 認証を取得していれば、FSC 認証製品であることを示す書類
上の表示やラベルを付けて販売することが認められる。

23 FSC ジャパンプレスリリース「FSC 森林認証制度をバイオマスの固定価格買取制度（FIT）に活用する際のご
注意（2020 年 6 月 9 日）」https://jp.fsc.org/jp-jp/news/id/677
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図表 １-8 FSC における FM 認証と CoC 認証

注）ここでは管理木材などの FM 認証由来ではない原材料の流れは省略されている。
出典）FSC ジャパン

ここで注意が必要なことは、CoC 認証を取得している事業者は、非認証材を取り扱うこと
もできるということである。そのため、購入元が CoC 認証を取得していることだけでは、持
続性の証明には十分ではなく、購入者が適切な確認を行うことが必須である

24。認証取得者

が FSC のルールに則って、適切な表示を付け、それを購入側が確認することによって、管理
の連鎖（Chain of Custody）が確保されるということが CoC 認証の趣旨である。
ところが現在の FiT 制度は、発電事業者には CoC 認証（SC 認証）の取得を求めていない。
そのため、管理の連鎖は最終消費者である発電事業者の前で途切れている。燃料を供給する
商社が CoC 認証を取得していたとしても、非認証材を販売することは禁止されていない上、
認証を取得していない発電事業者は監査の対象外であることから、発電事業者がどのような
材や燃料を購入しているか、FSC の仕組みでは確認することができない。一方で FiT 制度を
運用する政府には確認の責任があると考えられるが、先程述べたように、日本の FiT 制度で
義務付けられている定期報告には、燃料の持続可能性に関する項目はないため、事業者に対
する性善説に基づく危うい制度設計となっている。

24 木材・木材製品の合法性持続可能性の証明ガイドライン Q&A 問 21−7 「出荷者が CoC を取得していること
はその貨物が森林認証材であることの条件ですが、それだけで十分ではありません。かならず、船荷ごとの出
荷伝票で記載事項を確認するか、製品に貼付されたマークなどで確認してください」
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■BOX：管理木材について
FSC の仕組みを理解する上でもう一つ重要なのは、管理木材（Controlled Wood）の仕組みであ
る。実は、FSC のロゴマークをつけて流通している材のうち、FSC 材（FM 材）100％のものの割
合は限られており、実際に流通する場合は、FSC が認める管理木材（Controlled Wood）や回収原
材料が含まれている FSC ミックスである場合が大半を占めている。
管理木材は FM 認証を取得した森林で生産された木材ではないため、厳密には認証材でないと
される。だたし、FSC が容認しない以下の 5 つのカテゴリーに含まれないことが確認されて、初
めてミックス材の原材料として使うことが認められる 25。
1.

違法に伐採された木材

2.

伝統的権利、人権を侵害して伐採された木材

3.

高い保護価値を有し、その価値が施業活動によって脅かされている森林で伐採された木材

4.

天然林の人工林や他の土地利用への転換を目的とした伐採によって搬出された木材

5.

遺伝子組み換え樹木が植えられた森林から伐採された木材

管理木材の仕組みの存在により、FM 森林面積だけでは、そこから生産される木材製品の量は計
算できないことに注意が必要である。

（3）バイオエネルギー用認証制度の活用

以上のように、FSC などの既存の森林認証を木質バイオエネルギーの持続可能性証明に使
うことには留意すべき点が多いことから、イギリスやオランダでは、最終消費者である発電
事業者がこの連鎖に組み込まれ、適切な確認とその報告を政府に行うことを求めている。
さらに、これらの作業を一貫して行えるように、バイオエネルギー用の認証制度が発達し
てきた。代表的なものとして SBP（Sustainable Biomass Program）や GGL（Green Gold Label）
がある（図表 １-9）
。これらの認証制度は、FSC などの既存の森林認証制度との選択を迫るも
のではなく、むしろ、既存の認証制度のバイオエネルギー向けの認証制度としての不足点を
補うように設計されており、組み合わせて活用することも可能である。
イギリスの持続可能性基準では、木材調達方針（Timber Procurement Policy）で認められて
いた FSC と PEFC 26の 2 つの森林認証制度を主に活用することが想定されていた。しかし、
FSC と PEFC は GHG 削減の基準が含まれない上、上述のような管理木材の存在から、原材料
を特定できないなどの理由でイギリスの基準を満たせない。一方、SBP は全ての基準を満た
すと評価され 27、現在イギリスを含めた欧州市場でのシェアは 6 割を超えている 28。
25 FSC (2019) Strategy for FSC Mix products and controlled wood
26 Programme for the Endorsement of Forest Certification
27 Ofgem (2018) Renewables Obligation: Sustainability Criteria
28 Sustainable Biomass Program (2020) Activity and Operational Update
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以上のようなイギリスの状況なども踏まえ、改めて日本の文脈で考えると、バイオエネル
ギー用認証制度を活用することは、以下の点でメリットがあると思われる。
・ サプライチェーン中の全ての事業者（燃料生産者、取引業者、発電事業者）がそれぞ
れ必要な認証を取得することが求められる
・ すべての原材料の由来の確認が義務付けられており、確認が行われていない材や燃料
の混在を排除することができる
・ 燃料の種類や産地、GHG 排出量などの属性情報が燃料の取引データごとに蓄積される
ため、政府の確認や消費者の信頼向上に活用できる
日本の FiT 制度においては、FSC などの既存の森林認証を援用してきたが、その限界を踏
まえて、SBP や GGL などのバイオエネルギー用に開発された認証の取得を促していくことが
信頼性と透明性を高める上で有効であると考えられる 29。
図表 １-9 バイオエネルギー用認証制度のロゴマーク（左 SBP、右 GGL）

出典）SBP、GGL

29 実際に、バイオマス発電事業者であるイーレックス㈱は、日本の発電事業者として初めて GGL 認証を取得し
た。https://www.erex.co.jp/news/wp-content/uploads/2020/05/press_release_20200529.pdf
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第２章 気候変動対策に寄与するバイオエネルギー利用の推進
I. バイオエネルギー利用による GHG 削減効果把握の枠組み
１．FiT 制度における GHG 削減効果確認の開始
バイオエネルギーを含めた自然エネルギーが持つ価値の中で、最も重要なものの一つは、
化石燃料由来の GHG 排出を削減し、気候変動問題の解決に寄与するというものである。バイ
オエネルギーの場合は、森林等の生態系における炭素蓄積を維持しながら、同時に適切な利
用などにより炭素吸収能を高めていくことが重要である 30。
そのため、EU の再生可能エネルギー指令（Renewable Energy Directive、以下 RED）や日本
の液体バイオ燃料の持続可能性の確認事項の中には、GHG 削減効果の確認が含まれている。
一方、これまでの日本の FiT においては、GHG の削減効果は確認されてこなかった。この問
題は、2019 年 4 月から始まった持続可能性 WG で初めて取り上げられ、ライフサイクル GHG
排出量の試算結果が示された 31（図表 ２-1）
。
図表 ２-1 バイオエネルギー燃料のライフサイクル GHG 排出量試算

出典）資源エネルギー庁「環境への影響について（地球環境への影響を中心に）
」
（2019 年 4 月）

30 IPCC（2013）第 5 次評価報告書
31 資源エネルギー庁（2019）「環境への影響について（地球環境への影響を中心に）」バイオマス持続可能性ワー
キンググループ（第 1 回）資料 2
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その結果、試算を行った全ての燃料について、石炭・石油火力よりも GHG 排出量が小さい
ものの、LNG に比べると GHG 排出量が大きいものがあることが明らかになった。このよう
なことから、2020 年度の持続可能性 WG においても引き続きこの問題が議論される予定であ
り、木質バイオエネルギーなどすでに FiT で認められた燃料も含めて、適切な評価方法を確
立することで、GHG 削減効果の高い利用を推奨していくことが重要である。

２．把握すべき GHG の全体フロー
バイオエネルギーの GHG 削減効果の評価には、LCA（Life-Cycle-Assessment）が用いられ
る。LCA は、対象とする製品の製造、使用から廃棄に至るライフサイクルを考慮して、それ
に伴う資源の消費量と排出物の量を明らかにし、環境影響を評価するものである。
EU の RED の持続可能性基準の一部として使われてきたため、方法論についてはすでに整
理されている

32。日本においても、液体バイオ燃料の基準となっていることから、資源エネ

ルギー庁 33、環境省 34それぞれがガイドラインを策定している。
これらの先行研究等に基づき、バイオエネルギー利用における炭素のフローと、日本にお
ける検討の論点を整理したものが図表 ２-2 である。
図表 ２-2 バイオエネルギー利用の炭素の流れの全体像

出典）自然エネルギー財団作成

まず、利用する燃料が副産物や廃棄物ではなく、主産物である場合は、森林開発等の土地
利用転換部分を適切に考慮することで、負の影響を排除する必要があるため、LCA の対象に
含めなければならない（論点①）
。また、原料生産から加工・運搬に至るサプライチェーンの
32 JRC-IES (2010) General Guide for Life Cycle Assessment - Detailed Guidance
33 資源エネルギー庁（2018）「平成 30 年度以降の５年間についての非化石エネルギー源の利用に関する石油精
製業者の判断の基準」
34 環境省（2009）「バイオ燃料の温室効果ガス削減効果に関する LCA ガイドライン Ver.1.0」
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環境影響の評価を行い、削減に結びつける必要がある（論点②）
。さらに、これらの環境負荷
は、最終的に生産される電力量や熱量あたり（例えば kWh あたり、GJ あたり）で計算される
ため、発電効率などのエネルギー利用効率も重要になる（論点③）
。
なお、燃焼などエネルギー転換（利用）時に排出されるバイオマス由来の CO2 は、森林等
の生態系により再吸収され、次の原料生産が行われる。そのため、EU の RED や日本のガイ
ドラインにおいてはゼロとみなされている（炭素中立／カーボンニュートラル）。この前提が
成り立つためには、長期に渡る森林等の生態系の維持・管理が必要になるため、十分な考慮
が必要である（論点④）
。
本稿では、通常の LCA で取り扱われる①から③の論点についてポイントを整理した後、バ
イオエネルギー利用の GHG 削減効果を確保する上で極めて重要な 4 番目の論点についての
基本的な考え方を示すことにする。

II. GHG 削減効果の管理制度の構築
１．GHG 削減に資する LCA による管理のポイント
（1）土地利用変化の適切な評価（論点①）

第一の留意点は、バイオエネルギーの利用が、森林等の生態系の炭素蓄積量の減少に繋が
らないようにすることである。たとえば森林開発（特に、炭素蓄積の高い森林の開発）など
の直接土地利用転換を伴う場合、膨大な炭素放出が起こるため、適切に評価を行う必要があ
る。極端なケースでは、化石燃料利用の代替による GHG 削減効果の 100 倍以上もの GHG を
放出することもありえる 35。
この点は持続可能性基準の中でも考慮されており、EU の REDⅡでは「収穫が森林の長期
的生産能力を維持または改善すること（Article29, 6(a)）」、オランダでは「バイオマス原材料の
生産は、炭素吸収の破壊に繋がってはならない（原則 3）」とされている。
このように、土地利用変化による炭素蓄積量の減少（GHG 放出）は、バイオエネルギー利
用の GHG 削減効果に大きな影響を与えるため、LCA 手法の中にも含まれているのが一般的
である 36。EU では、土地利用変化を伴う場合はデフォルト値を利用することはできず、独自
に計算することを求めている。計算のためのガイドラインは、2009 年の RED 策定直後の 2010
年に整理され、気候帯や生態系別に整理された代表値に基づき GHG 排出量を計算し、20 年
間で割り戻して計上することになっている 37。
35 IEA Bioenergy (2011) Using a Life Cycle Assessment Approach to Estimate the Net Greenhouse Gas Emissions of
Bioenergy
36 JRC-IES (2010) ibid
37 Commission Decision of 10 June 2010 on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V
to Directive 2009/28/EC
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ここで EU が示している方法論に則って、日本の地理的状況を考慮し、東南アジアにおい
て熱帯雨林を開発し、早成樹（ユーカリとポプラ）の人工林（プランテーション）を造成し、
20 年以内に皆伐して木質チップを生産した場合の GHG 排出量の試算結果を示す
（図表 ２-3）
。
EU ガイドラインでは、土壌中の炭素蓄積の変化を計算することも求めているが、ここでは計
算に含めていない。
天然性の熱帯雨林は高い炭素・バイオマス蓄積を誇るが、早成樹のプランテーションに転
換した場合、その蓄積は 16〜20％程度までに減少してしまう。この炭素蓄積量の変化を 20 年
で割り戻し、毎年生産される木質チップのエネルギー量で除すると、1MJ あたりのエネルギー
を生産するために 124〜210g 程度の CO2 を発生させることになる。石炭の排出係数が生産か
ら燃焼まで込みで 98.94g CO2-eq という数字が報告されており 38、それよりも CO2 排出が多い
という結果である。
図表 ２-3 熱帯雨林を早成樹プランテーションに転換して生産した場合のチップの CO2 排出量
生態系
・気候帯
熱帯雨林、
アジア（大陸）
熱帯雨林、
アジア（島嶼）

燃料熱量あたりの

炭素蓄積量

炭素蓄積変化量

（t CO2-eq/ha）

（tCO2-eq/ha/yr）

転換前

転換後

678.3

139.3

843.3

139.3

CO2 排出量
（gCO2-eq/MJ）
ユーカリ

ポプラ

27.0

124.6

161.2

35.2

162.8

210.5

注）炭素蓄積量は EU ガイドラン（Commission Decision of 10 June 2010）
、ユーカリとポプラの単位面積当たり
収量については、BioGraceⅡのデフォルト値を用い、それぞれ 216,245MJ/ha/yr、167,200 MJ/ha/yr を用いた。
出典）自然エネルギー財団作成

日本においても、液体バイオ燃料（バイオエタノール）においては、すでに資源エネルギー
庁の持続可能性基準による LCA 計算に含まれている他、環境省のガイドラインにも記述があ
る。これらにおいては、基準年を 2012 年 4 月 1 日に設定した上で、土地利用変化に伴う炭素
蓄積の変化量をプロジェクト期間の 20 年で割戻して計上することを求めている。FiT に関連
しては、持続可能性 WG においても、パーム油の想定であるが、熱帯林開発がある場合は 5
倍の、泥炭林開発がある場合は 139 倍も GHG が増加することが報告されている 39。
なお、間接的土地利用変化（iLUC: Indirect Land Use Change）については、影響の定量的な
算定が難しいことなどから、通常の LCA 分析には含めないのが一般的である 40。日本におい
ても、まずはリスクを明らかにすることが必要であろう。
38 尹・山田（1999）「わが国における化石エネルギーに関するライフサイクル・インベントリー分析」エネルギー
経済 Vol25(8), 22-48
39 資源エネルギー庁（2019）同上
40 IEA Bioenergy (2011) ibid
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（2）サプライチェーンで発生する GHG の評価と削減（論点②）

バイオマスの原料生産、加工、運搬の一連の過程で、エネルギーの利用が利用される。加
えて、廃棄物や排水などの発生があり、これらの環境負荷の適切な評価が必要である。ただ
し、これらの環境負荷は、バイオマス燃料の生産地や生産方法、輸送距離やその効率など想
定する経路によって大きく異なる。
このようなことから、EU では固体バイオマスについては、16 の経路についての包括的な
調査を行った上で、ステークホルダーとの 2 回のワークショップを開催するなどして、改正
RED（以下、REDⅡと表記）におけるデフォルト値の設定に役立てている 41。
図表 ２-4 に示した EU の計算結果から、具体的にどのような要素がバイオエネルギー利用
のサプライチェーンにおいて発生する GHG 量に影響するかを理解し、どのような燃料を選
択することが望ましいかを検討することができる。
図表 ２-4 木質バイオエネルギー利用の代表的経路の GHG 排出量

注）土地利用変化による排出は考慮されていない（ゼロとされている）
。
出典）JRC（2017）より自然エネルギー財団作成

1）栽培工程について

栽培工程では、丸太（stemwood）以外の林地残材（forest residue）と木材産業端材（industry
residue）は副産物として取り扱われ、栽培工程からの排出は考慮していない。そのため、丸太
の栽培工程からの排出は大きくはないが、残材や端材を用いるインセンティブとなっている
と言える。

41 Joint Research Center (2015) Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions、Joint Research
Center (2017) Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions, ver.2
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2）加工工程について

一般的に、チップをより細かく粉砕した後、乾燥、成型工程を必要とするペレットの方が
加工工程で必要なエネルギーが多い。EU では、ペレット製造については、乾燥の熱源として、
天然ガスボイラを用いた場合（Case1）
、木質チップボイラを用いた場合（Case2）
、木質バイオ
エネルギーによる熱電併給システム 42を用いた場合（Case3）の 3 通りが示されている。Case1
の GHG 排出が特に大きく、Case2 の 2 倍程度になっている。Case3 の排熱利用の場合が最も
排出量が小さい。このようにエネルギー効率のよいシステム、また自然エネルギーの利用を
促していくことも重要である。
3）輸送工程について

EU の計算では、燃料種類ごとに調達元を想定し、想定される産地を輸送距離で代表させて
いる。具体的には、欧州域内の場合は 1-500km、ロシアの場合は 500-2,500km、ブラジルの場
合は 2,500-10,000km、カナダ西部の場合は 10,000km 以上となっている。そのため、グラフで
は判読が難しいが、1-500km の場合（欧州域内生産）の方が 500-2,500km の場合（ロシアから
輸送）に比べて輸送効率が悪い場合がある。
輸送工程の GHG 排出に影響を与えているのは、燃料の形態の違いである。エネルギー密度
が低いチップにおいては、輸送距離が大きくなるに伴う GHG 排出量の増加率が大きくなっ
ている。反対に、ペレットの場合は輸送距離が大きくなっても、輸送工程の GHG 排出量の増
加は少ない。また、ブラジルやカナダなど大陸間をまたぐ輸送の GHG 排出は、Case3 を除け
ば、加工工程の排出ほどは多くないことも分かる。
このように、様々な経路についての GHG 排出量の評価を通じて、GHG 排出の少ない原材
料や燃料の形態の選択を促していくことができる。加えて、サプライチェーンの効率化を推
し進め

43、エネルギー消費量を減らしていくとともに、利用するエネルギー（電力や燃料）

も、自然エネルギー由来のものを選択する／切り替えるなどをして、さらなる GHG 削減を推
奨していくことが必要である。
（3）エネルギー利用効率の向上（論点③）

LCA 評価を行う単位（機能単位）は、最終的に生産される電力量や熱量あたりで計算され
るため、発電効率などのエネルギー利用効率が高いほど GHG 削減効果が大きくなる。交通セ
クターで用いられる液体バイオ燃料の持続可能性基準における GHG 評価には、個別の自動
車の燃費を考慮しての比較は意味がないため、燃料の熱量あたりで比較が行われてきた。一
方、木質などの固体バイオマスの場合は、燃料を利用する発電所のエネルギー効率が機能単
位あたりの GHG 排出量の計算に大きな影響を与える。

42 ORC（有機ランキンサイクル）を用いた熱電併給システムが想定されている。
43 好事例としては、アメリカ南部のペレット工場からの輸送工程において、トラックから鉄道への切り替えの投
資 な ど が あ る 。 New US$15m rail link helps Drax reduce supply chain emissions and biomass costs, Bioenergy
International, 2020 年 5 月 28 日
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そのため、イギリスやオランダの持続可能性基準においてはすでに行われてきたことであ
るが、REDⅡにおいても熱電併給を適切に評価する仕組みが取り入れられた 44。図表 ２-5 に
みるように、熱電併給の式には、電気と熱のエネルギーの質（エクセルギー）を考慮しつつ、
熱利用を評価する項が加わっているため、その分 GHG 排出量が低く計算されるようになっ
ている。日本では熱電併給の普及が思うように進んでいないが、熱電併給を奨励するために
も、適切に評価されるようにすることが重要である。
図表 ２-5 バイオエネルギー発電による GHG 排出量の計算方法

出典）Ofgem (2018) Renewable Obligation: Sustainability Criteria

２．GHG 削減目標の適切な設定
（1）現行の GHG 削減基準

以上のように適切な評価を行った上で、どの程度の GHG 削減を基準とし、また将来的に誘
導してくべきだろうか。
まず、日本と EU における現行の削減基準を確認すると、先行的に基準が課されてきた液
体バイオ燃料においては、化石燃料比 50%程度でスタートし、5 年程度で見直しを行いなが
ら、次第に厳しい削減基準を課していっていることが分かる（図表 ２-6）
。
固体バイオマスについては、EU では初めから 70％程度の削減が求められている。これは、
基準となる化石燃料による発電の GHG 排出量が 183gCO2-eq/MJ-electricity 45なので、70％削減
で 54.9 gCO2-eq/MJ-electricity 以下となり、イギリス・オランダの目標値と概ね同じ水準とな
る（図表 ２-7）
。
44 EU Renewable Energy Directive Annex V. Rules for calculating the greenhouse gas impact of biofuels, bioliquids and their
fossil fuel comparators, C. Methodology
45 1gCO2-eq/MJ-electricity は、3.6CO2-eq/kWh-electricity に相当する。
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EU の議論では、2010 年時点では基準となる化石燃料による発電の GHG 排出量は 198 gCO2eq/MJ electricity とされていた

46。しかし、その後化石燃料を利用した電源の構成を見直すな

どして、2014 年時点で 186 gCO2-eq//MJ-electricity という数字に 47、2017 年時点で 183 gCO2eq//MJ-electricity と次第に厳しい数字に改められている。
日本では、GHG 削減基準に関する議論がこれから始まるが、これらの現行の基準をベース
に議論が行われることになるだろう。また、比較対象となる化石燃料については、公平な比
較となるように、採掘や輸送、精製などのプロセスを考慮する必要がある 48。
図表 ２-6 EU と日本の GHG 削減基準（化石燃料比の削減割合）
制度

EU-RED2

日本‐高度化法

区分

GHG 削減基準

液体バイオ燃料

50%

2015 年 10 月以前の稼働プラント

・バイオガス

60%

2015 年 10 月以降の稼働プラント

（交通利用）

70%

2021 年 1 月以降の稼働プラント

固体バイオマス

70%

2021 年 1 月以降の稼働プラント（20MW 以上）

（電力・熱生産）

80%

2026 年 1 月以降の稼働プラント（20MW 以上）

50%

2011‐2017 年度

55%

2018‐2022 年度

液体バイオ燃料

対象

出典）自然エネルギー財団作成

図表 ２-7 イギリスとオランダの GHG 基準（gCO2-eq/MJ-electricity）
国

イギリス

オランダ

目標値

上限値

対象

66.7

79.2

2013〜2020 年 4 月 1 日

55.6

75.0

2020 年 4 月１日〜2025 年 3 月末

50.0

72.2

2025 年 4 月 1 日〜2030 年

56.0

74.0

出典）自然エネルギー財団作成

46 European Commission (2010) Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Sustainability
Requirements for the Use of Solid and Gaseous Biomass Sources in Electricity, Heating and Cooling
47 Commission Staff Working Document (2014) State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for
electricity, heating and cooling in the EU
48 尹・山田（1999）の計算例がある。
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（2）長期を見据えた目標設定

その上で、求める水準の議論には、長期を見据えた目標設定が必要である。これから運開
を始めるバイオマス発電所は、FiT によるサポート期間だけを考えても、2040 年前後まで稼
働を続ける。さらに理想的には、FiT によるサポートが終了しても低炭素電源として運転を継
続することが望ましい。したがって、現状での化石燃料に対する削減比率だけを考えるので
はなく、今よりも更に自然エネルギー導入が進み電源ミックス全体の低炭素化が進展する
2040 年や 2050 年といった長期的な動向も考慮しなければならない。
例えば、IEA の WEO2019 の Sustainable Development Scenario（SDS）では、2040 年に世界
全体で 27.1 gCO2-eq /MJ-Electricity が実現される必要があるとしている（図表 ２-8）
。一方、
WEO2019 における日本の SDS では、2030 年に 52.1gCO2-eq/MJ-Electricity、2040 年には 16.3
gCO2-eq/MJ-Electricity という数字となっている 49。
2018 年にイギリスでは、2025 年以降の削減目標値（平均値）を大幅に下げ、8.1gCO2-eq/MJElectricity とした 50。この値は、化石燃料比 95.9％削減に相当し、これまでの削減割合が 75％
だったとすると、大幅な規制値の強化だと言える。一方、イギリスでは 2050 年までに電源全
体でおよそ 14 gCO2-eq/MJ-Electricity を目指していることから、長期的な要求水準としては妥
当と言うこともできる。
このようなことを考えると、日本においては、日本の液体バイオ燃料政策や欧州の取組な
どを参考に、現時点での十分な削減を求めつつ、将来を見据えた議論も同時に行い、段階的
に基準値を強めていくことを予め明示するなどの措置も有効であると考えられる。

49 電事連の「電気事業における低炭素社会実行計画」では、2030 年に使用端で 102.8g-CO2/MJ-Electricity（370gCO2/kWh）となっている。
50 BEIS, UK (2018) Contracts for difference scheme for renewable electricity generation, Government response to
consultation on proposed amendments to the scheme - Part B & Follow-up consultation on implementation, contract
changes, and a revised CHPQA standard
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図表 ２-8 電力部門の排出量原単位の見通し（WEO2019、SDS）

出典）IEA(2019) World Energy Outlook 2019 より自然エネルギー財団作成

（3）発電事業者単位での管理

運用面では、ここでも発電事業単位での管理が基本になる。実際に EU やイギリス、オラン
ダでは、持続可能性の確認の一貫で、GHG 削減についても発電事業者単位での管理が行われ
ている。具体的には、使用する燃料の取引（consignment）ごとの GHG 排出量が、図表 ２-7
に示す上限値以内であり、かつ年間の平均値が目標値を下回るように、発電所ごとに管理が
行われている。
また、そのような情報を公開し、信頼性を高めることも重要である。図表 2-9 は、イギリス
で公開されている情報の一部である。発電所ごとに、使用した燃料の種類や量、使用燃料ご
との GHG 排出量が月次で公表されている。また、電力の相対取引が現実のものになる中で、
GHG 削減量など自然エネルギーの価値を kWh 単位の取引に紐づけていくような時代も見据
えて行く必要があり、透明性を高めていくことを前向きに捉えたい。
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図表 ２-9 イギリスで公開されているバイオエネルギー燃料の持続可能性についての情報

出典）Biomass Sustainability Report 2018-19 data set から一部を抜粋。スペースの都合から、一部データ列の
並びを入れ替えている。

日本においても、発電事業者には使用燃料の持続性確保の最終的な責任があることを踏ま
えれば、GHG 削減についても発電事業者単位での管理が望ましい。日本の場合も温対法（地
球温暖化対策の推進に関する法律）に基づく GHG 算定や、FiT の定期報告も発電事業者が
行っている。また、発電所の効率により最終的な値が決まることから、発電所の効率的な運
営など、エネルギー利用効率の向上を促すことも期待できる。
このためには、事業者自らが評価を実施できるように、GHG 計算ツール（LCA ツール）の
開発と普及も重要である。EU では、前述した様々な燃料の経路について、デフォルト値を示
しているが、事業者が独自計算を行うことも認められている。そのために BioGrace 51という
エクセルベースの GHG 計算ツールを開発・公表している。バイオエネルギー用の持続可能性
認証制度は GHG 削減基準を持っており、独自の計算ツールを用意しているものもあるが、
BioGrace を活用可能にしているものもある。ただし、BioGrace で使われている係数は欧州の
状況を反映しているため、必ずしも日本の場合と一致しない可能性があり、日本においても
公的機関により、標準的なツールが開発されることが望ましい。

51 BioGraeeⅠが液体バイオ燃料用、BioGraeeⅡが固体バイオ燃料およびバイオガス用となっている。
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３．木質バイオエネルギーの炭素中立性の確保
（1）森林の炭素蓄積の維持・増大との両立

前節で見たように、LCA による GHG 管理においては、エネルギー転換（利用）時に排出
されるバイオエネルギー由来の CO2 はゼロとみなされている。この CO2 は森林等の生態系に
より再吸収され、次世代の原料生産が行われるからである（いわゆる「炭素中立（カーボン
ニュートラル）
）
。ただし、この前提が成り立つためには、CO2 の再吸収に十分な面積の森林等
の生態系について、永続的な維持・管理が必要である（図表 ２-2 における論点④）
。
これまで説明してきたように、現代的なバイオエネルギー利用はカスケード利用の原則に
沿って発展し、残渣や廃材利用を中心に発展してきた。また、エネルギー利用のために森林
を皆伐するような極端な事例は限られており、伐採自体はマテリアル利用などと一体的に行
われるのが通常であるが、炭素中立性の根拠となる森林生態系の持続的な管理の重要性は常
に確認される必要がある。
しかし現実的には、FAO の最新の報告が示すように、森林減少のスピードは 1990 年代に比
べると緩やかになってきているとは言え、決して十分ではない 52。そのため、EU やイギリス、
オランダの持続可能性基準ならびに、そこで活用されているバイオエネルギー用の認証制度
においては、必ず森林による再吸収を確保するための要求事項が含まれている（図表 2-7）。
一方、日本の持続可能性基準においても、確かに「土地利用変化への配慮」が含まれてい
る（図表 1−5）。しかし、その評価基準は、農園の開発時の原生林伐採を抑止するものとなっ
ており、その後の森林生態系等による CO2 の再吸収の確保を求めるものではない。これは、
持続可能性 WG の議論が農業系バイオエネルギーを念頭に置いたものになっており、森林か
ら生産される木質系バイオエネルギーを想定していなかったことによるものと考えられる。
このことからも、今年度の WG の議論の中で、木質系バイオエネルギーについても対象とす
し、必要な修正を行う必要があると言える。

52 FAO (2020) Global Forest Resources Assessment 2020 Key findings
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図表 ２-10 持続可能性基準／認証制度における森林による再吸収を確保するための要求事項
国／認証

森林による再吸収を確保するための要求事項
改正 RED 第 29 条 7 項：森林バイオマスから生産されるバイオ燃料、バイオリキッドおよびバイオマ
ス燃料は、以下の土地利用・土地利用変化・林業（LULUCF 53）基準に適合するものとする。
(a) 森林バイオマスの原産地の国または地域の経済統合機関が以下のいずれかに該当する。
(i) パリ協定の締結国であること
(ii) 農業、林業および土地利用からの排出および除去を対象とする国別削減目標（NDC）を国連気

EU

候変動枠組条約（UNFCCC）に提出しており、バイオマス収穫に伴う炭素蓄積量の変化が、NDC
に記載する温室効果ガス排出量の削減または制限に向けた当該国の取り組みによるものである
ことを保証すること
(iii) パリ協定第 5 条に従い、収穫地を適用対象として、炭素蓄積および炭素吸収源を保全および強
化する国内法または準国内法を有すること、ならびに報告される LULUCF セクターの排出量
が削減量を超えていない根拠を提示すること
Wood Fuel Advice Note version2 P10：当該区域の生産性は特に以下により維持される。
・

生産性における著しい負の影響を避ける計画を採用すること

・

当該地域の他の目的の利用への影響を最小化するような、木材の持ち出し方法を採用するこ
と

・

当該区域で従事する請負業者と労働者が、生産性の維持についての適切な訓練を受けられる
ようにすること

・

長期的な木材生産能力を上回る率で木材が収穫されることがないように、当該地域の樹木に
対する適切なインベントリー（樹木の成長と木材の収穫についてのデータを含む）を維持す

イギリス

ること
生産性に関する要求への適合はモニタリングされなければならない。モニタリングの結果は見直さ
れ、それに伴い計画は更新される。
当該区域の生態系の健全性と活力は、特に以下により、維持される。
・

生態系の健全性と活力が維持もしくは増強される計画を採用すること

・

火災や病害虫などの天然性の事象を取り扱うための計画を採用すること

・

違法伐採や、採掘、不法拡張などの承認されていない活動から当該区域を守る適切な手立てを
講じること

原則３：バイオマス原材料の生産は、炭素吸収の破壊に繋がってはならない。
オランダ

原則９：木材と非木材森林産物の生産力は、森林の将来を保護するために、維持されなければならな
い。

SBP

基準 2.9

地域の炭素蓄積は、中期から長期に渡り、維持されるか、増やされる。

原則４：木材と非木材森林産物の生産力は、森林の将来を保護するために、維持されなければならな
GGL

い。
原則７：バイオマス原材料の生産は、炭素吸収の破壊に繋がってはならない。

出典）各種資料より自然エネルギー財団作成

53 Land use, land-use change, and forestry の略。日本語では「土地利用、土地利用変化及び林業部門」と訳される。
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（2）バイオエコノミーの発展に向けたバイオエネルギーの貢献

森林等の陸域生態系が持つ炭素の貯蔵・吸収機能は、CO2 の正味排出ゼロを達成し、気候を
安定化させる上で非常に重要な役割を果たすと考えられている 54。一方で、IPCC 第４次報告
書が 2007 年の時点で取りまとめているように、
「長期的には、炭素蓄積を維持・増加させる
ことを目指しつつ、森林からの木材・繊維・エネルギーの年間維持収量を生産しながら行う、
持続可能な森林経営戦略が、緩和についての最大の便益を生む」とあるように、マテリアル
とエネルギーの利用とのバランスをとっていくことが最も大きな課題である。
エネルギー利用についても、本稿は日本の状況を踏まえ、FiT 制度の下での発電利用を念頭
においているが、むしろ熱利用や液体燃料化しての交通部門での利用など、バイオエネルギー
固有の貢献を追求していかなければならない。それに加えて、木材などのバイオ系の素材は、
鉄やセメント、プラスチックなどの炭素集約的な素材を代替することもできる。そのためバ
イオエネルギーの利用は、マテリアル利用も含めたバイオエコノミー 55の一部として考えら
れるようになりつつあり、このバイオエコノミー全体で資源の効率性や、GHG 排出削減量の
最大化などを高めていくとともに、その持続性を確保していかなければならない。そのよう
な大きな枠組みの中で、日本のバイオエネルギー事業者も積極的な貢献を行っていくことが
期待される。
（以上）

54 IPCC (2019) Climate Change and Land, Summary for Policymakers
55 バイオエコノミーの考え方については、自然エネルギー財団の提言「脱炭素社会へのエネルギー戦略の提案：
2050 年 CO2 排出ゼロの日本へ」の中で紹介している。
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