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【資料１】計画策定体制 

 

１．河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定委員会等の検討経過 

 

（１）委員会会議等の検討経過 

 

開催日 会議の名称 内容 

平成22年 

10月5日（火） 

第1回会議 ●会長及び副会長の互選について 

●会議の公開について 

●河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定について 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画案の構成について 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定スケジュールについて 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画の検討事項について 

10月27日（水） 第2回会議 ●河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定について 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画の検討事項について 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画(案)のパブリックコメントについて

平成23年 

2月1日（火） 

 

第3回会議 ●河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定について 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画(案)のパブリックコメントについて

・ＳＶＯ及びＢＤＦの成分分析について 

・河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画について 

パブリックコメントの実施     ●パブリックコメント案の公表及び意見募集 

意見募集期間 11月25日～12月24日（１ヶ月） 

 

（２）河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定委員会委員名簿 

 

区分 氏名（敬称略） 所属等 

市民 黒田 桂菜 

辻井 義明 

村上 靖毅 

 

事業者 釜屋 修 

川井 友二 

田中 いづみ 

松田 将英 

釜屋製油所 

都市公園長野公園管理共同体 

(有)三和住建 

(株)マツダ 

学識経験者 坂東 博 大阪府立大学教授 
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（３）パブリックコメントの結果 

（意見提出件数：5 名 8 件）  

 意  見 市の考え方 

1 

公用車をバイオディーゼル燃料で走らせて欲しい。 公用車へのBDF又は SVO利用ですが、現在の計画(案)の

中にも記載しておりますとおり、廃食用油収集車で利用する

予定です。 

2 

廃油の回収量が分かるようにして欲しい。 今後は、ホームページなどで回収量を掲載するとともに、廃

食用油収集車を廃食用油をろ過又は精製してつくる燃料で

走行させるなど、回収量の向上を考えた市民に見える形で

の啓発も行いたいと考えています。 

3 

廃食用油の回収量は、協力店があることもあまり市民に

知られておらず、平成１２年をピークに減少しています。

協力店にとっても市民にとっても廃食油の回収に魅力

がないのが原因ではないでしょうか。例えば、今はやり

のポイントが貯まると、その店の商品に割引があると

か、市で用意した目立つ看板やステッカーをかけるな

ど、市民への啓発が必要です。廃食用油から石けんや

ろうそくを作る講習会を開いて、簡単に石けんを作る方

法を市民に伝授して、自宅でも廃食油から石けんが作

れるようになれば、ごみの減量化や環境・地球温暖化に

まで関心が広がっていくのではないでしょうか。 

ＰＲについては、本計画において新たな回収のしくみ、環境

学習機会の提供を記載していますが、このほか廃食用油回

収協力店へ旗の配付を検討します。 

回収メリットについては、協力店と市双方にメリットがあり、

市民にメリットを還元できるよう、ご意見のポイント事業など

を参考に、今後検討していきます。 

また、市民への啓発については、現在「ろうそくと石けんを

作ろう！教室」、「エコライフかわちながの展」、市民団体主

催の出前事業を実施しており、好評を得ていることから、今

後もさらなる開催を検討します。 

4 

「ＳＶＯとＢＤＦについて」市で場所と装置を用意して、市

民がボランティアで廃食油を活用する、つまりハードは

市、ソフトは市民という協働による廃食油の利活用を検

討してください。回収量が増えれば利活用しきれなくなる

でしょうが、自分が出した油を市民ボランティアがろ過・

精製し、発電や公用車が走るのを見れば回収に協力す

る人が増えるのではないでしようか。 

ＢＤＦに関しては、ＪＩＳ基準を満たすためには専門的な技術

と高度なプラント装置が必要となることから、「河内長野市

廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定委員会」

（以下、委員会という）で検討した結果、協力する事業者等

がその使用用途に合わせ、それぞれの方法でリサイクルす

ることに決定しました。 

なお、協力事業者の募集は、要望があればＢＤＦ製造やＳＶ

Ｏろ過、発電などを行っている事業所の見学等を行うことを

条件に広報で募集します。 
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 意  見 市の考え方 

5 

本計画の実現は、目標である廃食用油の回収率を３０

パーセントにするための各施策が有効に機能するかが

ポイントになります。本計画の「今後の回収・運搬方法

の方向性」として４つの施策が取り上げられています

が、これらの施策で一般家庭からの回収が増えるか疑

問が残ります。一般家庭の場合、よほど環境意識が高く

ないとわざわざ廃食用油を公共施設や回収協力店まで

持参することはないと思います。回収を増やすには、現

在市が実施している資源ごみの回収と同じように、資源

ごみの集積地に廃食用油の回収容器を設置することを

検討してください。 

廃食用油を資源ごみと同じように回収することについては、

委員会でも検討した結果、消防法上の危険物の取扱いに

関する規制があることや、放火等の危険性があることから、

採用できませんでした。地域ぐるみのより身近な回収拠点

について、今後の課題として、今後も検討していきます。 

6 

 本計画の「今後の検討課題」の中に小・中学校との連

携が記載され、出前講座が提案されていますが、単にこ

どもへの教育だけでなく小・中学校を廃食用油の回収拠

点にし、こどもたちに廃食用油を持参させることの可能

性も検討してください。 

ご意見の件については、委員会でも検討しており、学校部

局とも協議を行いました。その結果、まずは出前講座とし

て、啓発収集することから始め、将来的には賛同する学校

をモデルに実施を行っていきたいと考えています。 

7 

全般的な環境施策は大いに賛成ですが、取り組み方法

としてのバイオマス活用計画は、非常に小規模な取り組

みであり、その効果に疑問を感じます。他市での風車発

電、ごみのビット化による燃料、汚泥ガスの都市ガス利

用等投資は何億円もかけていますが、その効果、取組

姿勢の比較の印象からも残念ながら環境都市河内長野

が伝わりません。予算があり苦心されているのは分かる

がインパクトの強い施策も期待したかったです。 

本計画は、「河内長野市環境基本計画」に基づき、市・市民

団体・事業者が協働・連携したしくみを構築し、施策を展開

していきます。 

神戸市の都市ガス利用事例は、大手事業者が得意分野

（例えば発酵では白鶴酒蔵）をもちより、協働事業として神

戸を支えている良い事例と考えます。当市でも、市、市民、

市民団体、事業者で市域でのナレッジ（知識）を積み上げ、

さまざまな協働事業を検討できるような基礎作りをしていき

たいと考えています。 

8 

廃食用油は、限られた大切な資源です。世界を見てもリ

サイクルの時代です。市民の協力をより一層得られるよ

うに更なる啓蒙を願います。 

市民の協力なくしては、成り立たない事業と認識していま

す。より市民に見える形で有効利活用をアピールし、市民

団体、事業者とも協働・連携し、計画の実現に取り組んでい

きたいと思います。 
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【資料２】委員会会議資料抜粋 

 

１．廃食用油の保管方法と回収容器 

   消防法では、引火点が 250℃未満のものは危険物第 4 類動植物油類に該当する。一般的な食

用油の引火点は 280℃程度であるため、廃食用油は概ね上記の危険物として取り扱われる。 

   廃食用油（危険物）の保管（貯蔵）に関しては、その量によって消防法の取り扱いが変わる。

2,000 リットル未満であれば、市町村の火災予防条例に基づく技術上の基準が適用される場合

があり、管轄の消防署に確認する必要がある。2,000～10,000 リットル未満であれば、少量危

険物として管轄の消防署への届出と、許可に準じた施設の整備が必要となる。10,000 リットル

以上であれば、消防法の対象施設として、貯蔵所、取扱所等の設置許可を受ける必要がある。 

 

図表 10 保管に関する取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

   また、廃食用油の回収には、ペットボトル、ポリタンク、一斗缶、ドラム缶等、大小様々な

容器が使用されている。ＢＤＦに利用する場合は、食用油を使用後できるだけ早く回収するこ

とが品質上重要となるため、排出者が 1回の回収で出す量に合わせて容器の大きさを決定する

ことが望ましい。 

   さらに、廃食用油に含まれる天カスなどの固形物は、回収時にメッシュ等でできるだけ除去

することや、動物油や鉱物油（自動車オイル等）はＢＤＦの原料とならないことから、混入を

防止する対策が必要となる。 

 

図表 11 一般的な回収容器 

 

 

 

保管（貯蔵）量 消防法、市町村火災予防条例の規制内容

2,000L未満
市町村火災予防条例による技術上の基準が適用され
る場合がある

2,000～10,000L未満 少量危険物貯蔵・取扱所としての届出が必要

10,000L以上 危険物として、貯蔵・取扱所の設置許可が必要

容器 容量 備考

ペットボトル 500～2,000mＬ 廃食用油を入れた後のペットボトルはリサイクルできない

ポリタンク 3～18L 石油製品用の市販容器等を利用する

一斗缶 18L 業務用食用油の容器を廃食用油回収用にも利用する

ドラム缶 200L
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２．廃食用油の回収における課題と対応策 

    

   □動物性油が混入するとＳＶＯ・ＢＤＦが精製できないため、拠点回収の場合は回収時間の限

定や担当者の立会い等、廃食用油の品質の確保に努める必要がある。 

 

   □規模を拡大すると資格者（危険物取扱責任者）が必要となるため、消防法に定める指定数量

の 1/5（400 リットル）未満の貯蔵とすることが望ましい。 

 

   □長期保存による廃食用油の品質劣化や引火の危険性を回避するため、燃料化プラント等への

供給量に合わせて回収頻度を設定する必要がある。 

 

図表 12 課題と対応策（ＢＤＦの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 対象 課題 事例における対応策の例

動物性油が混入するとバイオ
ディーゼル燃料が精製できない

◎ 拠点における回収時間を限定して、担当者をおいた上
で回収する

廃食用油が十分に集まらず、設備
の稼働率が低い

◎ 自治会単位での回収とし、住民の協力を得やすくする
◎ 常設の拠点回収とし、いつでも廃食用油を持ち込めるよ
うにして回収量を増やす

規模を拡大すると資格者（危険物
取扱責任者）が必要となる

◎ 指定数量の1/5（400L）未満の貯蔵とする

長期保存によりバイオディーゼル
燃料の品質が劣化（固化）する

◎ バイオディーゼル燃料供給量に合わせた需要（車両等）
を確保する

全般・
課税

軽油を混ぜて利用すると軽油引取
税が課税される

◎ バイオディーゼル燃料のみ（100%）での利用をする

寒冷地
軽油と比べて低温で固化しやすい
ため、寒冷地での冬季の利用には
適さない

◎ 冬季、気温が0℃以下になれば、添加剤等を加えている
● 軽油を混ぜて利用する（上記のとおり、軽油引取税が課
税される）
● 定置型利用の場合は、排熱による保温(タンク・配管)を
行う

残渣等
の処理

洗浄
方式

グリセリン、洗浄排液の処理が必
要

◎ 機器メーカーで処理を行う
● 残渣等が少ない製造技術への変更をする

◎：実際に行われている対策、●：検討されている対策

燃料
利用

原料
調達

主に
家庭系

燃料
製造

全般
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３．廃食用油の利活用に係る関係法令 

 

（１）消防法 

   「ＢＤＦ」、「メタノール」、「グリセリン」は、消防法の危険物に該当し、指定数量が設定され

ており、それぞれの指定数量によって取り扱いが異なるため、注意が必要である。 

指定数量の 1/5 未満の危険物を取り扱う場合、市町村の火災予防条例の規制を受けるが、届出

は不要である。これに対して、指定数量の 1/5 以上又は指定数量未満の危険物を取り扱う場合は、

少量危険物として市町村の火災防止条例の規制を受け、市町村への届出が必要となる。また、指

定数量以上の危険物を取り扱う場合、危険物の貯蔵・保管に関しては、許可を受けた危険物施設

（精製所、貯蔵所、保管所）で行わなければならない。 

ただし、複数の危険物については、各危険物の保有量をその指定数量で除した数値の総和が 1

以上になるかどうかで判断される。 

また、危険物の取り扱いは、危険物取扱者の立会いのもとでそれ以外の者が行わなければなら

ない。 

 

図表 13 消防法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

図表 14 危険物の種別と指定数量 

 

 

 

 

 

 

 

（２）揮発油等の品質の確保等に関する法律 

   ＢＤＦ混合軽油の規格については、揮発油等の品質の確保等に関する法律（以下、「品確法」と

いう）に定められており、軽油に混合できるＢＤＦ（ＦＡＭＥ：脂肪酸メチルエステル）の割合

は 5パーセントが上限となっている。 

   品確法は、軽油と混合して販売することを前提としたもので、ＢＤＦ100 パーセントで使用し

規制対象者 燃料を貯蔵するもの

規制対象事業 燃料を貯蔵する施設

規制の内容
潤滑油、非常用兼用発電機の燃料油等が指定数量以上ある場合は、危険物取扱者が必要。
BDFの場合は、第3石油類に分類され指定数量は2,000L。400L～2,000Lの貯蔵の場合は市町
村条例の規制を受ける。400L未満の貯蔵は規制を受けない。

管轄省庁 消防庁

連絡先 消防署

危険物 種別 品名 性質 指定数量

ＢＤＦ 第4類 第3石油類 非水溶性液体 2,000L

メタノール 第4類 アルコール類 － 400L

グリセリン 第4類 第3石油類 水溶性液体 4,000L

軽油 第4類 第2石油類 非水溶性液体 1,000L
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たり自家消費したりする場合には、これらを満たす必要はない。ただし、フィルターの目詰まり

やゴムパッキンの劣化等、車両への影響も懸念されることから、自主的に性状を把握することが

望ましい。 

   しかし、分析費用が高額であることから、ＢＤＦ精製現場では、あくまでも工程上の不具合を

早期に発見するための項目（トリグリセライド、FAME 含有量等）に絞って定期的に分析すること

もひとつの手法である。 

 

図表 15 揮発油等の品質の確保等に関する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 16 軽油規格一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制対象者

揮発油、軽油の特定加工業者
（揮発油特定加工業者：エタノール又は ETBE（エチル・ターシャリ・ブチル・エーテル）と揮発油
を混和して揮発油を生産する業者）
（軽油特定加工業者：脂肪酸メチルエステルと軽油を混和して軽油を生産する業者）

規制対象事業
●エタノール又は ETBEと揮発油を混和して揮発油を生産する事業
●肪酸メチルエステルと軽油を混和して軽油を生産する事業

規制の内容

【特定加工業の登録義務】
ガソリンとエタノール又はＥＴＢＥ、軽油と脂肪酸メチルエステルを混合する者（「特定加工業
者」）は、事業開始前に、事業者登録が必要。

【品質確認義務】
特定加工業者は、バイオ混合燃料を自動車燃料として販売又は自ら消費するときに、その品
質が品確法に規定するガソリン又は軽油の強制規格に適合していることを、原則として、「製造
ロット毎」に事業者自ら又は分析機関に委託して確認することが義務づけられている。

管轄省庁 経済産業省

連絡先 各地の経済産業局

項目 FAMEを混合しない軽油 FAME混合軽油

硫黄分 0.001質量％以下 0.001質量％以下

セタン指数 45以上 45以上

蒸留性状（90％留出温度） 360℃以下 360℃以下

FAME含有量 0.1質量％以下 5.0質量％以下

トリグリセライド含有量 0.01質量％以下 0.01質量％以下

メタノール含有量 － 0.01質量％以下

酸価 － 0.13mgKOH/g以下

ギ酸、酢酸、プロピオン酸含有量 － 合計0.003質量％以下

酸価の増加 － 0.12mgKOH/g以下

引火点

流動点

目詰まり点

10％残油の残留炭素分

動粘度（30℃）

強
制
項
目

標
準
規
格

-2.5℃以下（4､5､10月）、+5℃以下（6～9月）
-7.5℃以下（11､3月）、-20℃以下（12～2月）

45℃以上

-1℃以下（4､5､10月）、規定なし（6～9月）
-5℃以下（11､3月）、-12℃以下（12～3月）

0.1質量％以下

1.7mm2/s以上
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（３）その他の関係法令 

    

  ①電気事業法 

図表 17 電気事業法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②労働安全衛生法 

図表 18 労働安全衛生法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

  ③熱供給事業法 

図表 19 熱供給事業法の概要 

 

 

 

 

 

 

規制対象者 電気を供給する事業を行うもの

規制対象事業 ガスエンジンによる発電を行う場合、ボイラーによる発電を行う場合

規制の内容

事業用電気工作物を設置する場合、電気主任技術者が必要。ただし、自家用で出力
1,000kW未満の場合不選任も可能（委託先：電気保安協会、電気管理技術者協会会員）。ボ
イラーを利用した発電の場合、ボイラー・タービン主任技術者が必要。保安規定の届出、工
事計画の届出等が必要。

管轄省庁 経済産業省

連絡先 各地の経済産業局

規制対象者 ボイラーを利用するもの

規制対象事業 ボイラー利用設備

規制の内容
ボイラー技師が必要となるが、排熱ボイラーの伝熱面積が6m2（蒸気ボイラー）、28m2（温水

ボイラー）、60m2（貫流ボイラー）未満の場合は不要。

管轄省庁 厚生労働省

連絡先 各地の労働基準局

規制対象者 複数の建物（自家消費は除く）へ熱を供給し、加熱能力の合計が21GJ/h以上の熱供給者

規制対象事業 ボイラー、ヒートポンプ（冷却・加熱用の冷凍設備）、熱交換器

規制の内容
規制の内容 事業開始には経済産業大臣の許可が必要。技術指針や保安規定に従う必要
がある。

管轄省庁 経済産業省

連絡先 経済産業省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課熱供給産業室
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  ④揮発油税法及び地方揮発油税法 

図表 20 揮発油税法及び地方揮発油税法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤地方税法（軽油引取税） 

図表 21 地方税法（軽油引取税）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制対象者 揮発油の製造者あるいは保税地域から引き取る者

規制対象事業 揮発油の製造あるいは保税地域から引き取ること

規制の内容
揮発油の製造者は、その製造場から移出した（保税地域から引き取る者は、その引き取っ
た）揮発油につき揮発油税を納める義務がある。ただし、「バイオエタノール等揮発油」の場
合、原料となったエタノールについて、揮発油税及び地方揮発油税を免税する。

管轄省庁 国税庁

連絡先 所管の税務署

規制対象者 軽油の引き取りを行う者

規制対象事業 軽油の利用

規制の内容

温度15℃において比重が0.8017～0.8762の炭化水素油に課税（15,000円/kL）される。
ただし政令で定める以下のものは非課税。
　●90%流出温度が267℃未満か400℃を超えるもの
　●残留炭素分が0.2%を超えるもの
　●引火点が130℃を超えるもの（BDF100は約178℃でこの項目に該当し非課税）

管轄省庁 総務省

連絡先 都道府県
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４．ＳＶＯ・ＢＤＦの利用事例 

    

図表 22 ＳＶＯ・ＢＤＦ利用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）発電 

 

  ①高島市・ヤンマー株式会社 

   平成 18 年からＢＤＦ100 パーセントで使用する「9.9kW 小型ディーゼルコージェネレーション

システム」の実証試験を開始。使用する燃料は、高島市内で回収した廃食油を原料とし、発電さ

れた電力・排熱は高島 B&G 海洋センター内で使用している。  

 

図表 23 9.9kW 小型ディーゼルコージェネレーションシステムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電出力 9.9kW

排熱回収量 17.2kW

区分 実施主体 概要

発電（※研究） 高島市・ヤンマー株式会社 小型ディーゼルコージェネレーションシステム実証試験

京都市
ごみ収集車へのＢＤＦ利用、燃料品質の策定、燃料化プラン
トの稼動

滝川市 「たきかわ天プロ」（ＳＶＯ方式）

近江鉄道株式会社 「湖国を走るバイオ燃料バス」「エコ交通」

滋賀県立大学 環境教育（ＢＤＦ製造実験、ＢＤＦゴーカート利用体験）

ヤマト運輸株式会社滋賀主管支店 子供環境教室（軽油車輌とBDF車輌の実車比較）

滋賀県 滋賀県環境学習船「うみのこ」

菜の花プロジェクト（全国） 菜の花の栽培・菜種油の利用・廃油の燃料化等

ＮＰＯ法人　ＩＮＥ　ＯＡＳＡ 地域資源循環リサイクルの構築

啓発イベント コトナリエサマーフェスタ BDF発電によるライトアップイベント

環境教育

車両燃料

循環型社会の形成
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（２）車両燃料 

 

  ①京都市 

   京都市では、地球温暖化防止京都会議（COP3）の開催に先立ち、平成 9年から廃食用油を原料

に精製したＢＤＦをごみ収集車約 220 台に利用するとともに、平成 12 年からは一部の市バス約

80 台の燃料（20 パーセント混合）として利用している。 

   また、学識経験者等による技術検討会を設置し、燃料品質の規格（京都スタンダード）を策定、

平成 16 年から規格を満足する品質の燃料を安定供給するため、燃料化プラント（5,000 リットル

/日）が稼動している。廃食用油の年間回収量は、130,000 リットル/800 拠点である。 

 

  ②北海道滝川市 

   「たきかわ天プロ」と題して、一般家庭や学校給食から回収した廃食用油を前処理した後、燃

料化装置（ＳＶＦシステム）を搭載した車両で直接燃料化（ＳＶＯ方式）している。 

また、菜種からＢＤＦを精製し、軽油と混合（5パーセント、20 パーセント）した後、ごみ収

集車や道路パトロール車、一般公用車等に利用している。 

 

  ③近江鉄道株式会社 

   平成 16 年に「湖国を走るバイオ燃料バス」パイロットモ

デル事業に参加、平成 17 年に竜王町の依頼により同社八

幡竜王線において独自で精製したＢＤＦを使用した運行

に着手している。平成 19 年からは草津地域にて立命館大

学、松下電器産業株式会社の協力の元、循環型社会をモチ

ーフにラッピングされたＢＤＦ車両の運行を開始してい

る。 

図表 24 ＢＤＦ車両の概要 

 

 

 

（３）環境学習機会の提供の事例 

 

  ①滋賀県立大学 

   環境学習として、廃食油バイオディーゼルの精製実験とバイオディーゼルゴーカートでの利用

体験を教材に、県内高校との理科に関する高大連携講義や実験実習を行っている。 

 

  ②ヤマト運輸株式会社滋賀主管支店 

   トラックへの給油（6台は混合ＢＤＦ、1台は 100 パーセントＢＤＦ）と同時に、社員の家庭で

ＢＤＦ使用車両 バス9台

ＢＤＦ利用量 800L/月（軽油への混合率5％）
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の廃食用油や社員食堂から出る廃食用油の回収（県外の事業所へも依頼）を実施している。また

ＢＤＦ使用車両へ廃食用油で走行しているステッカーを貼り、顧客からの廃食用油を無償で回収

している。 

さらに、小学生向けに子供環境教室を学校にて開催し、軽油車両とＢＤＦ車両の実車を比較し、

環境問題への取り組みを行った。 

 

  ③滋賀県 

   平成 13 年から、滋賀県内の小学生を対象とする環境学習の一環として滋賀県環境学習船「うみ

のこ」の燃料にＢＤＦを 10 パーセント混合し、使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 25 環境学習の取組み 

 

①滋賀県立大学 ③滋賀県
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（４）循環型社会の形成 

 

  ①菜の花プロジェクト（全国） 

   菜の花プロジェクトは、「地域自立の資源循環サイクル」の取り組みである。転作田に菜の花を

植え、菜種を収穫し、搾油して菜種油にする。その菜種油を家庭での料理や学校給食に使い、搾

油時に出た油カスは肥料や飼料として使う。そこで使用された天ぷら油等の廃食用油は回収し、

石けんやＢＤＦにリサイクルし、地域で利活用を行う。さらに、養蜂との連携、菜の花の観光利

用、小中学校等での環境学習としての利用等、地域内のより広く深い資源循環サイクルへの広が

りが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 26 菜の花プロジェクト 

 

 

②ＮＰＯ法人 ＩＮＥ ＯＡＳＡ（広島県大朝町） 

   ＮＰＯを中心に、空き農地を活用した菜の花の栽培、廃食用油の回収等によるＢＤＦの精製、

スクールバス・町営バスや農業用機械への使用を行っている。休耕田の“油田化”と地域資源循

環リサイクルの構築を柱に菜の花プロジェクトを推進している。 

   菜種の収穫期には、地域の小中学生の環境学習の一環として、刈り取り、搾油、調理実習に取

り組んでいる。 
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（５）啓発イベント 

 

  ①コトナリエサマーフェスタ（滋賀県東近江市） 

   このイベントでは“『earth』～地球～”をテーマに、大地や海といった自然の輝きを灯りで表

現している。イルミネーション点灯に必要な電力は、菜の花館、ヤンマー、滋賀建機グループの

協力のもと、ＢＤＦ100 パーセントで利用したバイオディーゼル発電機で賄われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 27 コトナリエサマーフェスタ 
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５．ＳＶＯ・ＢＤＦの品質検査について 

 

（１）品質検査項目 

   ＳＶＯ及びＢＤＦの品質検査項目は、図表 26 に示すとおりであり、ＳＶＯについては軽油と同

じ項目となっている。 

 

図表 28 品質検査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、ＢＤＦの場合は、コモンレールエンジン（ディーゼル車の排ガス規制強化に対応するた

め開発されたエンジン）用の燃料として使用すると、噴射ポンプなどの燃料系への不具合が生じ

る可能性がある。これは、燃料が高温・高圧で酸化劣化し、スラッジが精製されやすくなること

が原因であり、ＢＤＦに抗酸化剤を添加することによりある程度防ぐことができる。 

現在、ＢＤＦを使用したことにより生じた不具合については、自動車メーカーの保証は適用さ

れないため、ＢＤＦ100 パーセントでの使用が車両に影響を及ぼす可能性のあることを十分に理

解した上で、自主的に性状を把握することが望ましい。 

 

また、ＳＶＯ及びＢＤＦは、原料となる廃食用油が多様であることから、出来上がった製品ご

とに性状が異なるため、廃食用油の品質確保も重要となる。したがって、ＳＶＯ・ＢＤＦ精製事

業者と大型排出者との事前協議や、受入時の確認（分析項目の簡易測定）も適宜必要となる。 

 

図表 29 廃食用油受入基準の事例（京都市） 

 

 

 

ＳＶＯ ＢＤＦ

引火点 引火点

流動点 流動点

目詰まり点 目詰まり点

10％残油の残留炭素分 10％残油の残留炭素分

動粘度 動粘度

硫黄分 硫黄分

セタン指数 セタン指数

蒸留性状（90％留出温度） 蒸留性状（91％留出温度）

密度（15℃） 密度（15℃）

－ FAME（脂肪酸メチルエステル）

－ トリグリセライド

項目 基準 試験方法

酸価 5.0mg-KOH/g以下 基準油脂分析試験法2.3.1

ヨウ素価 120以下 基準油脂分析試験法2.3.4.1

飽和脂肪酸組成 15wt％以下 基準油脂分析試験法2.4.2.2

水分・來雑物 2.0wt％以下 基準油脂分析試験法2.1.3.1、2.1.5
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（２）ＢＤＦの品質規格 

 

   精製されたＢＤＦの品質規格として、平成 22 年 3 月に全国バイオディーゼル燃料利用推進協議

会が示した「協議会規格」がある。 

なお、すべての規格を満足することが望ましいが、このうち「動粘度」、「水分」、「メタノール」、

「トリグリセリド」、「遊離グリセリン」の 5項目については、日常の良好な性状管理として最低

限遵守すべき「協議会モニタリング規格」として定められている。 

 

図表 30 ＢＤＦ協議会規格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS規格 京都市暫定規格

脂肪酸メチルエステル含量 質量％ 96.5以上 96.5以上 －

密度（15℃） g/cm3 0.86～0.90 0.86～0.90 0.86～0.90

動粘度（40℃） mm2/s 3.5～5.0 3.5～5.0 3.5～5.0

流動点 ℃ -30～+5　（気候による） 当事者間合意 -7.5以下

目詰点（CFPP） ℃ -19～-1　（気候による） 当事者間合意 -5以下

引火点（PMCC） ℃ 120以上 120以上 100以上

硫黄分 ppm 10以下 10以下 10以下

残留炭素（10％残油） 質量％ 0.30以下 0.30以下 0.30以下

セタン価 － 51以上 51以上 51以上

硫酸灰分 質量％ 0.02以下 0.02以下 －

水分 mg/kg 500以下 500以下 500以下

固形不純物 mg/kg 24以下 24以下 －

銅板腐食3hrs@50℃ － 1以下 1以下 －

酸価  mgKOH/g  0.5以下  0.5以下  0.5以下

酸化安定度（110℃） － （6hr以上） 当事者間合意 （6hr以上）

ヨウ素価 － 120以下 120以下 120以下

リノレン酸ME 質量％ 12.0以下 12.0以下 －

メタノール 質量％ 0.20以下 0.20以下 0.20以下

モノグリセリド 質量％ 0.80以下 0.80以下 0.80以下

ジグリセリド 質量％ 0.20以下 0.20以下 0.20以下

トリグリセリド 質量％ 0.20以下 0.20以下 0.20以下

遊離グリセリン 質量％ 0.02以下 0.02以下 0.02以下

全グリセリン 質量％ 0.25以下 0.25以下 0.25以下

金属（Na＋K） mg/kg 5以下 5以下 5以下

金属（Ca＋Mg） mg/kg 5以下 5以下 －

リン mg/kg 10以下 10以下 －

［出典］バイオディーゼル燃料の製造・利用に係るガイドライン（平成22年3月）

※網掛けは、「協議会モニタリング規格」を指す。

項目 単位 協議会規格
（参考）



- 31 - 

① 動粘度（3.5～5.0mm2/s） 

動粘度が高いと、メチルエステル交換反応が不十分である可能性があり、未反応の原料油脂の

残留が、エンジンの始動性を悪化させるだけでなく、エンジントラブルの原因となる。動粘度を

規格値内に保つには、メタノールと十分に反応させる必要がある。 

 

② 水分（500ppm 以下） 

水の混入は、バイオディーゼル燃料の腐食性や加水分解を促し、これによって酸価が高まり、

金属腐食の原因となる。水分を規格値内に保つには、減圧加熱による脱水を十分に行う必要があ

る。 

 

③ メタノール（0.20 質量パーセント以下） 

メタノールは金属に対して攻撃性を持っており、金属を腐食させる性質を持つ。メタノールを

規格値内に保つには、水分と同様に減圧加熱による脱メタノールを十分に行う必要がある。 

 

④ トリグリセリド（0.20 質量パーセント以下） 

トリグリセリドは原料油脂そのもので、不純物程度の濃度でも噴射ノズル先端や燃焼室内にカ

ーボンデポジットを形成しやすく、最悪の場合は、出力低下を起こす。トリグリセリドを規格値

内の低い値に保つには、十分にメタノールと反応させる必要がある。 

 

⑤ 遊離グリセリン（0.02 質量パーセント以下） 

遊離グリセリンは、フィルターの目詰まりや噴射ポンプ内のタイミング制御弁等に付着し、誤

動作を生じ、最悪の場合、エンジンストールを引き起こす。遊離グリセリンを規格値内に保つに

は、エステルとの分離を十分に行う必要がある。 
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【資料３】全国におけるＢＤＦ精製及び利用事例一覧 
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