
平成22年度の成果重視事業に係る評価書

評価実施時期：平成23年７月 担当部局名：食料産業局バイオマス循環資源課

政策手段名 政策体系上の位置付け成果重視事業バイオ燃料技術実証事業

政策分野９－施策（２）

バイオマスの利活用の推進を図る観点から 「揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭政策手段の 、

和 年法律第 号、以下「品確法」という 」等に適合するバイオエタノールを、糖質あ概要 51 88 。）

るいはでん粉質の原料から効率的に製造する技術を確立するため、モデル地区において大規

模な技術実証を行う。

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

予 算 額 千円 千円 千円 千円2,141,895 695,660 1,853,609 2,746,091
翌年度繰越額 千円 千円 千円 千円1,630,724 458,000 40,000 492,403
執 行 額 千円 千円 千円 千円492,755 1,144,716 2,137,805 2,251,636

平成 年度～平成 年度事業実施期間： 19 23

政策手段に 得ようとした ＜達成目標＞

１ 事業終了時のバイオエタノールの製造効率（キロリットル／トン）関する評価 効果（達成目

0.10 0.43 0.45 0.20結果の概要 標、目標設定 てん菜： 、小麦： 、コメ： 、甘藷：

２ バイオ燃料の品質適合度（品確法等に定める品質を満たす割合）と指標 の考え方、手

％段と目標の因 100
果関係、達成

20 21度合いの判定 上記目標を達成するため 平成 年度にプラント整備を了し 平成、 、

年度から本格的に技術実証を開始。平成 年度には、事業計画上の製方法・基準、 22
造目標である の２３の製造を目指し、バイオエタノール製造目標期間） 31,000kl /
効率等成果目標達成のための技術実証に取り組む。

※甘藷については、事業採択時に対象品目の一つとしていたが、甘藷を

使用する事業実施主体の応募がなかった。

＜目標設定の考え方＞

１ バイオエタノール製造効率

原料に含まれるデンプン等から算出した理論的なエタノール変換量の

８割程度を目標として設定した （ただし、地域性等の理由により、この。

製造効率により難い場合はこの限りではない ）。

※ 製造効率＝バイオエタノール製造量（キロリットル）÷ 原料（トン）

２ バイオ燃料の品質適合度

、 。市場流通に必要な品質として 品質適合度 ％を目標として設定した100

手段と目標の因果関係＞＜

モデル地区において大規模な技術実証を行うことにより、理論的なバ

イオエタノールの変換量の８割以上の製造効率を確保することが可能と

なるとともに、バイオエタノールの品質適合度 ％を確保することが100
可能となる。
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＜達成度合いの判定方法・基準＞

上記の達成目標を達成した場合を「達成」とする。

＜目標期間＞

基準年次 － 達成年次 平成23年度

把握した効果 ＜効果の把握の方法＞

事業実施地区において実績値の確認を行う。（効果の把握

の方法、把握

された効果、 ＜把握された効果＞

平成 年度は、モデル地区３地区において、天候不順による原料不足予算執行の効 22
等により計画量を生産できなかったものの、 の 以上の約率化・弾力化 31,000kL 2/3

のバイオエタノールを製造した。によって得ら 22,150kL
バイオエタノールの製造効率は、てん菜が 、コメが２地区平均でれた効果） 0.102

と目標を達成しているものの、小麦は であった。0.455 0.34
バイオエタノールの品質適合度は、３地区とも ％であった。100

H22地 区 原料 製造効率 品質 【参考】

( ) 適合度 エタノール製造量kL/t

目標 実績 実績 計画 実績H22

計画 ( ) ( ) ( )% kL kL

0.10 0.094 0.102 100 15,000 12,209北海道バイオ 余剰てん

0.43 0.35 0.34エタノール地区 菜

規格外小

麦

MA 0.45 0.49 0.49 100 10,000 9,227オエノンホール 米等

ディングス地区

0.45 0.445 0.42 100 1,000 718JA 全農地区 多収穫米

＜予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果＞

北海道バイオエタノール地区において、原料の小麦中に含まれる不溶性

蛋白質に起因する蒸留廃液の排水負荷が想定を上回り、その処理方法の検

討等に時間を要した。このため、計画していた小麦を主体とする原料の製

造効率向上実証試験の実施等が制限されることとなり、年度内完了が困難

となったため、繰越明許の活用により、次年度に実施することができた。

オエノンホールディングス地区において、コスト削減を目的とした「繰

り返し回分発酵試験」を実施する予定であったが、飼料化工程における配

管の閉塞トラブルが多発し、運転の停止を余儀なくされた。その原因の把

握及び運転条件の調整等に時間を要したことから 「繰り返し回分発酵試、

験」の実施も制限され、年度内完了が困難となったため、繰越明許の活用

により、次年度に実施することができた。

※ 繰り返し回分発酵：もろみを繰り返し利用することにより、酵母の使用量を減らす

こと。

バイオエタノールの製造効率については、てん菜が 、コメが２地評価の結果 0.102
区平均で と目標を達成することができた。一方、小麦については、0.455

JA小麦中に含まれる不溶性蛋白質に起因するプラント運転の不具合 また、 、



全農地区のコメについては、夏場の猛暑により、発酵タンク内の酵母の活

性が落ちたこと等により、目標には達しなかったものの、地域性等を踏ま

えた平成 年度事業実施計画上の値には極めて近づいた。22
、 、 （ ）また モデル地区３地区において バイオエタノールの品質適合度 100%

に関する目標を達成することができた。

今後、プラントの安定稼働下において、製造効率等の目標達成に向けた

技術実証を行う。

関係する施 施政方針演説 年月日 記載事項（抜粋）

政方針演説 等

等内閣の重

平成18年 自動車燃料にバイオエタノールを利用するなど、バイオマス要政策（主 第 回国会165
９月29日 の利用を加速化します。なもの） 所信表明演説

平成19年 乗用車の燃料基準を2015年までに２割以上改善し、世界で第 回国会166
１月26日 最も厳しい水準とするとともに、バイオ燃料の利用率を高めるた所信表明演説

めの工程表を策定します。

平成21年 すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの第 回国会173
１0月26日 構築や意欲的な目標の合意を前提として、2020年に、温室効果所信表明演説

ガスを、1990年比で25パーセント削減するとの目標を掲げ、国

際交渉を主導してまいります。

平成22年６月 バイオ燃料については、LCAでの温室効果ガス削減効果等エネルギー基

の持続可能性基準を導入し、同基準を踏まえ、十分な温室効果本計画

ガス削減効果や安定供給、経済性の確保を前提に、2020 年に

全国のガソリンの３％相当以上の導入を目指す。

2020 年に向けて、LCA での温室効果ガス排出削減効果（E

U と同等の50％以上）等の持続可能性基準を導入し、十分な

排出削減効果、エネルギー安全保障の確保、経済性等を前提

に、既に利用可能なバイオ燃料を活用して、段階的な導入拡大

を図る。

平成22年11月 石油精製業者は、非化石エネルギー源の利用の実施方法としエネルギー供

て揮発油にバイオエタノールを混和して自動車の燃料として利用給構造高度化

するものとし、2017年度におけるバイオエタノール利用目標量（総法

計）を50万ｋｌとする。（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（平成22年経済産業省告示第242 号））

平成22年12月 特にバイオ燃料については、LCA での温室効果ガス削減効バイオマス活

果等の持続可能性基準を導入し、同基準を踏まえ、十分な温室用推進基本計

効果ガス削減効果や安定供給、経済性の確保を前提に、国産画

バイオ燃料の本格的な生産に向けた取組を推進する。

・ 実証事業については、ゴールを明確にし、今の取組がどの時点にあるのかを明らか評価会委員

にすることが必要 （福士委員）の意見 。

・ 成果重視事業の仕組みによって得られたメリットは何か （左近委員）。
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