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１．バイオエタノールについて

○ 「バイオエタノール」とは、サトウキビやトウモロコシといった植物資源（バイオマス資源）を発酵させ、蒸留してつく
られるエタノールであり、ガソリンの代替燃料として利用可能。

○ バイオマスは、もともと大気中のＣＯ２を植物が光合成によって固定したものであり、植物の働きによって再生可
能な資源。

○ バイオマスを原料として生産されるバイオエタノールを燃焼させても、実質的な大気中のＣＯ２は増加しない
（カーボンニュートラル）という特性を持つ。
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（１）バイオエタノールとは

化石燃料化石燃料 バイオエタノールバイオエタノール

地球温暖化進行・非循環型地球温暖化進行・非循環型 地球温暖化防止・持続的循環型地球温暖化防止・持続的循環型
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（２）バイオエタノールの原料と製造方法

でんぷん質原料

コメ、トウモロコシ、

麦 等

粉砕 糖化

糖質原料

さとうきび、

てん菜 等

糖化酵素

粉砕 糖化 発酵 蒸留 脱水
無水

エタノール

セルロース系原料※

稲わら、建築廃材、
間伐材 等

約１０％

発酵工程後のエタノールの濃度

約９５％ ９９．５％以上

酵 母

※ セルロース系原料を加圧熱水や酸、アルカリ、糖化酵素

等を利用して前処理・糖化した上でエタノール発酵を行う
技術で、技術的には研究・実証段階。

浸出又は
圧搾

○ バイオエタノールは、一般的に、さとうきびなどの糖質やコメ、トウモロコシ等のでんぷん質作物を原料とし、これら
を糖化・発酵させ、濃度99.5％以上の無水エタノールにまで蒸留して製造（基本的に酒類と同じ）。

○ 稲わらや廃材などのセルロース系の原料から、エタノールを製造することも技術的には可能。



（３）バイオエタノールの利用方法

○ バイオエタノールの利用は、①ガソリンと直接混合する方式、②バイオエタノールから添加剤（ＥＴＢＥ）を製造し、
ガソリンに添加する方式の２種類。

直接混合

品確法上、通常のガソリン車の場合３%まで。対応車の場合10%まで

Ｅ Ｔ Ｂ Ｅ
品確法上、通常のガソリン車の場合７%（ｴﾀﾉｰﾙ分３%）まで。

対応車の場合22%（ｴﾀﾉｰﾙ分10%）まで

利用方法

・ガソリンとバイオエタノールを直接混合して利用。

・基材ガソリン※として、蒸気圧の低いサブオクタンガソリンが必要。

※ 大気汚染防止及び低温始動性の確保の観点から、ガソリンの蒸気圧は標準
規格（JIS  K2202)で上限が示されているが、ガソリンはエタノールを混合すると
蒸気圧が上昇する（Ｅ３の場合では６～７kPa）。 このため、エタノールとガソリン
を直接混合する場合には、特別に蒸気圧の低いガソリンを作る必要があり、この
ガソリンを基材ガソリンという。

主な利用国：ブラジル（20～25%）, アメリカ（主に10%）等

・バイオエタノールとイソブテンを合成してＥＴＢＥ※を製造し、Ｅ
ＴＢＥをガソリンに混合して利用。

※ ＥＴＢＥ（エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）

石油精製過程の副産物であるイソブテンとバイオエタノールから製造。

混合の流れ

Ｅ ３
エタノール

体積量で３％混合

○ 直接混合の表記方法

ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ10％混合ガソリンで
あれば「Ｅ10」と表記。

○ ＥＴＢＥのリスク評価

化審法（「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」）上、一般化学物質としての扱い。
イー スリー

エタノール
製造所

製油所

エタノール

基材
ガソリン

品質チェック

給油所

エタノール
製造所

製油所

エタノール

基材
ガソリン

品質チェック

給油所

エタノール
製造所

製油所

品質チェック

給油所

ETBE製造工程（イソブテンと化合）

品質は安定

混合

混合

ガソリン

エタノール

ETBE

混合
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２．事業創設時の情勢・背景
（１）海外の情勢
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○ 地球温暖化防止やエネルギー利用の多様化を背景として、近年、米国、ブラジル等を中心に、バイオエタノー
ルの自動車用燃料としての利用を拡大するための取組が急速に進められてきた。

○ 特に、米国では、ブッシュ大統領一般教書演説（平成18年１月、平成19年１月）において、「石油依存度低下
を目的に、平成37年までに中東からの石油輸入量の75％削減」や「再生可能燃料などの使用量を平成29年ま
でに350億ガロン（約１億3,300万kL）に増加」といった更なる加速化のための野心的な目標を設定。
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資料：VITAL SIGNS（ワールドウォッチ研究所）、global renewable fuels alliance



（２）国内の情勢

○ このような世界的な潮流の中、取組が遅れていた日本においても、バイオ燃料の利用を加速化させるため、京
都議定書目標達成計画（平成17年４月閣議決定）にバイオ燃料50万kL（原油換算）の導入目標を設定。

○ バイオマス・ニッポン総合戦略（閣議決定）において、国産バイオマス輸送用燃料利用の促進が位置付け。

第３章 目標達成のための対策と施策
第２節 地球温暖化対策及び施策
１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策
（１）温室効果ガスの排出削減対策・施策
①エネルギー起源二酸化炭素
イ．施策・主体単位の対策・施策
e．エネルギー供給部門の省CO2化

○新エネルギー導入の促進
・熱分野

・輸送用燃料（ガソリン及び軽油）におけるバイオマス由来燃料の利用に
ついて、経済性、安全性、大気環境への影響及び安定供給上の課題への
対応を図り、実証を進めるとともに、これらの課題を踏まえた最適な導入
方法を検討した上で、その円滑な導入を進める。

（別表）
【具体的な対策】
新エネルギー対策の推進（バイオマス熱利用・太陽光発電等の利用拡大）
◆新エネルギー導入量1,910万kL（原油換算）
・バイオマス熱利用：308万kL（輸送用燃料におけるバイオ燃料（50万kL）
を含む。）

３ 「バイオマス・ニッポン」実現に向けた基本的戦略
（４）バイオマスの変換後の利用に関する戦略
④ 輸送用燃料としての利用

（略）
今後、国が主導して、導入スケジュールを示しながら、経済性、安全
性、大気環境への影響及び安定供給上の課題への対応を図り、計画
的に利用に必要な環境の整備を行っていくこととし、積極的な導入を
誘導するよう、燃料の利用設備導入に係る補助等を行うとともに、利
用状況等を踏まえ、海外諸国の動向も参考としつつ、多様な手法に
ついて検討する。
この際、国産のバイオマス由来輸送用燃料については、産地や燃
料を製造する地域やその周辺地域における利用を中心に進める等、
輸入バイオマス由来燃料との棲み分けを明確にしつつ、まずは実際
にさとうきび（糖みつ）など国産農産物等を原料としたエタノールの利
用を図る実例を関係省庁連携の下で創出して国民に示しながら、原
料となる農産物等の安価な調達手法の導入や関係者の協力体制の
整備等に取り組むとともに、さらに高バイオマス量を持つ農作物の開
発・導入や木質バイオマス等からの効率的なエタノール生産技術の
開発等、低コスト高効率な生産技術の開発を進め、国産のバイオマ
ス輸送用燃料の利用促進を図ることが必要である。

5

■京都議定書目標達成計画（抜粋）
（平成17年４月28日閣議決定）

■バイオマスニッポン総合戦略（抜粋）
（平成18年３月31日閣議決定）



欧米、ブラジルの制度を踏まえ、国内制度を検討

２０１１年
５万kL

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算６００万kL

平成１９年２月
３０kL

① 収集・運搬コストの低減 ・・・・・・・・・・ 山から木を安く下ろす、稲わらを効率よく集める機械等を開発
② 資源作物の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・ エタノールを大量に生産できる作物を開発
③ エタノール変換効率の向上 ・・・・・・・ 稲わらや間伐材などからエタノールを大量に製造する技術を開発

技術開発の課題と生産可能量

制 度制 度

○糖質・でんぷん質
（規格外農産物、副産物 ）

○セルロース系
（稲わら、間伐材等 ）
○資源作物

原料と生産可能量原料と生産可能量

バイオ燃料の利用率の向上

【米国エネルギー法 2007.12】
2022年に360億ガロン（約1億4000万kL）を目標
（うち210億ガロン（約8,000万kL）をセルロース系原料から生産）

■国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて（バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議 平成19年２月）

※関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

○ 国産バイオ燃料の利用を推進することは、①食料・農業、環境、エネルギー問題の解決に加え、②地域の雇用確保と
所得の向上や、③農地や国土の保全につながること、などから非常に重要。

○ 技術開発がなされれば2030年頃には国産バイオ燃料の大幅な生産拡大は可能。

技術開発技術開発

○ 「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて」において、国産バイオ燃料の生産目標５万kL（H23）が設定。

6



7

○ バイオエタノール生産の原料として、面積当たり製造量が多いのはてん菜、重量当たり製造量が多いのは米、麦。

○ 交付金対象外のてん菜、規格外小麦、くず米等は、原料として安価に調達することが可能な作物として考えら
れていたところ。

■てん菜糖の生産状況■飼料用米の計画生産量の推移
 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

甜菜糖生産量 680 617 569 664 723 744 786 708 636 709 732 639 466 565 556 

交付対象数量 － － － － － － 704 675 647 640 640 640 640 640 640 

 

（単位：千トン）

■穀物の国際価格の推移

■原料ごとのバイオエタノールへの変換量

※国内産糖交付金の交付対象となる数量

※

てん菜 麦 米

農地１ha当たりの
エタノール製造量

5.9kL 2.0kL 2.4kL

てん菜 麦 米

１ｔ当たりの
エタノール製造量

0.1kL 0.43kL 0.45kL

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ
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○ さらに、我が国の農業・農村は、人口の減少・高齢化による農産物の消費の減少、担い手不足による耕作放棄
地の増加といった問題に直面。

○ そこで、これまでの食料・飼料用以外にエネルギー原料用として耕地を使用することでこれらの問題の解消に資
することが期待。

○ 我が国の人口は減少局面に。高齢者の割合の
増加もあいまって、今後は食料の消費も減少へ。

○ 耕作放棄地の発生や里地里山の荒廃等は
国土・環境保全上も大きな課題。

2000 2005 

耕作放棄地面積（千ha） 343 386 

耕作放棄地率（％） 8.1 9.7 

耕作放棄地の発生状況
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60,000
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120,000

140,000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
0

20
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（％）（千人）

総人口

65歳以上の人口の割合

日本の将来人口

〔農耕地〕

〔耕作放棄地 など〕

食料 飼料

現状

〔農耕地〕

〔耕作放棄地 など〕

食料 飼料

ｴﾈﾙｷﾞｰ・
ﾏﾃﾘｱﾙ原料
（木質含む）

必要に応じて
融通

食料生産の枠を超えた対応
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○ 以上のような情勢の下、国産バイオエタノールの生産は、食料・農業、エネルギー、環境の３つの面で利点があ
るとの認識から、バイオエタノール事業の創設が具体化していったところ。

食料・農業

・石油代替エネルギーの生産による原油価格

高騰への対応

・エネルギー供給源の多様化によるエネルギー
安全保障への貢献

・バイオエタノール原料という新たな領域で耕作放棄地を含む

農地を有効活用することによる食料供給力の維持・向上

（食料安全保障への貢献）

・新産業の創出による雇用機会の増加や農村地域の活性化

・バイオエタノールの持つカーボンニュートラルの
特性による京都議定書の目標達成への貢献

・未利用系バイオマスの活用による循環型社会
の形成への貢献

9

環 境 エネルギー



３．事業内容等
（１）バイオ燃料地域利用モデル実証事業（H19～H23）

①事業目的

「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平成１８年３月３１日閣議決定）において示された

国産のバイオマス由来輸送用燃料（以下「バイオ燃料」という。）の利用促進を図るため、

具体的な道筋を示す必要があるが、我が国においては小規模な実証試験の段階にとど

まっており、実用化に向けたモデルを示すことが第一の課題。

このため、農村の地域資源等を活用して、国民生活の向上と農村の振興を図るととも

に、我が国における国産バイオ燃料の実用化の可能性を示すことを目的とし、輸送用の

石油燃料に代替又は混合可能な燃料として導入が見込まれるバイオエタノールを対象

に、原料の調達から燃料の供給まで、地域の関係者が一体となった取組を支援。
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国

地域協議会

農業団体等

市町村
バイオ燃料実需者

バイオ燃料の原料調達から燃料の供給まで
一体となった取組を支援

地域協議会の役割
・地域計画の作成・申請
・関係者間の連絡調整
・バイオ燃料の利用促進活動
・事業の自主評価 等

バイオエタノール
製造事業者

バイオ燃料
混合事業者

バイオ燃料
供給事業者

国の助成措置
（ハード 補助率１／２）
・バイオ燃料製造施設等の各種施設の整備費及び改修費 等
（ソフト 補助率定額：５年間）
・地域協議会運営費
・バイオ燃料の製造・流通段階における技術実証経費

国の役割
・地域計画の審査、事業採択
・事業評価及び地域協議会に対する
指導・助言 等

原料の調達

バイオ燃料の供給

バイオ燃料の供給バイオエタノール

バイオ燃料製造の低コスト化（技術実証）

ソフト事業

ソフト・ハード事業

事業終了後（５年後）には自立的に運営

②事業内容

11



③事業実施地区概要 ※当初計画時

■設置場所 ： 新潟県新潟市
■施設能力 ： 0.1万kL/年
■原 料 ： 米
■製造開始 ： 平成21年２月～
■販売形態 ： バイオエタノール３％混合ガソリン

（E3）として県下のSSで販売

■設置場所 ： 北海道上川郡清水町
■施設能力 ： 1.5万kL/年
■原 料 ： てん菜、小麦
■製造開始 ： 平成21年４月～
■販売形態 ： 石油連盟傘下のJBSL※1にETBE※2混合ガソリン

の原料として販売

■設置場所 ： 北海道苫小牧市
■施設能力 ： 1.5万kL/年
■原 料 ： 米
■製造開始 ： 平成21年５月～
■販売形態 ：石油連盟傘下のJBSL※1にETBE※2混合ガソリン

の原料として販売

※2 ETBEとは、エタノールと石油系のイソブテンから合成される化合物

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、ＪＡ北海道中央会など道内企業等の出資で設立）

オエノンホールディングス株式会社
（酒造会社）

全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

※1 JBSLとは、バイオマス燃料供給有限責任事業組合のことで、石油連
盟は、ETBE混合ガソリンを首都圏等のSSで販売。
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北海道バイオエタノール

株式会社

オエノンホールディングス

株式会社

全国農業協同組合連合会

（JA全農）

事
業
概
要

原料 余剰てん菜、規格外小麦 バイオ燃料用米(当面ＭＡ米) バイオ燃料用米

地域エリア 北海道清水町 北海道苫小牧市 新潟県新潟市

バイオ燃料製造能力 1.5万kL/年 1.5万kL/年 １千kL/年

出資者

ホクレン、三菱商事(株)、

北海道信連、全国共済連、

ＪＡ北海道中央会等

－ －

バイオ燃料販売能力 50万kL/年（ETBE） 50万kL/年（ETBE） 3.3万kL/年（E3）

雇用人数（H25） 32人 33人 15人

エタノール出荷までの

状況

・平成19年４月

地域協議会設立総会

・平成19年６月

北海道ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ(株)設立

・平成19年10月

製造プラント起工式

・平成21年３月

施設完成

・平成21年４月

バイオエタノール製造開始

・平成21年９月

バイオエタノール出荷開始

・平成19年５月

地域協議会設立総会

・平成19年12月

製造プラント起工式

・平成21年３月

施設完成

・平成21年５月

バイオエタノール製造開始

・平成21年９月

バイオエタノール出荷開始

・平成19年７月

地域協議会設立総会

・平成20年２月

製造プラント起工式

・平成20年12月

施設完成

・平成21年２月

バイオエタノール製造開始

・平成21年７月

グリーンガソリン（E3）販売開始

13



④事業実施後の情勢の変化

○ 高温・多雨の影響による褐斑病・黒根病の流行、重労働感等により、てん菜糖の余剰が発生せず、原料調達が
困難化。また、世界的な穀物価格の高騰に伴い、原料費（米、小麦）が高騰。

○ エタノール販売価格の基準となるブラジル産輸入エタノール価格が円高の進行により低下し、販売価格が伸び
悩み。

○ 重油等の高騰による製造コストの増加。

 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

甜菜糖生産量 680 617 569 664 723 744 786 708 636 709 732 639 466 565 556

交付対象数量 － － － － － － 704 675 647 640 640 640 640 640 640
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資料：シカゴ商品取引所（第１金曜日の期近価格）
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■てん菜糖の生産状況

■穀物の国際価格の推移 ■重油価格の推移 ■為替レート（レアル、ドル）の推移

（単位：千トン）

（円/L） （円）

資料：経済産業省資源エネルギー庁「石油製品価格調査」

※Ａ重油の大型ローリー納入価格の全国平均値
資料：Principal Global Indicators

穀物価格の高騰
重油価格上昇

円高の進行

米ドル

ブラジルレアル

H21以降、余剰発生せず
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⑤事業の成果及び課題

○ エタノール製造の技術を確立するとともに、製造量、製造効率、品質適合度等の目標を概ね達成。さらに、農
村地域での雇用創出や転作の定着化などにも一定の成果。

○ しかしながら、事業を取り巻く情勢の変化から、原料の安定的な調達や更なる製造コストの削減、温室効果ガス
排出削減義務への対応等、自立化・事業化に向けた新たな課題が明確化。

１． 国産バイオ燃料の原料生産から製造・販売に至る一貫技術・利用体系の構築

① 製造量：約３万kLの目標には至らずも段階的に拡大 （21年度1.5万kL⇒23年度2.2万kL）

② 製造効率：概ね目標達成

③ 品質適合度：目標達成（100%）

④ 製造コスト：目標には至らずも向上

⑤ 製造技術の確立（第１世代）：多様な原料に対応した製造技術、酵母を複数回使用する発酵技術、季節ごとに異なる酵母の使用技術等

２． エネルギー生産への農山漁村資源の活用促進

① 農村地域における雇用創出 （３社で約80名＋関連産業）

② 未利用・食用不適農産物のエネルギー利用 （余剰てん菜、規格外小麦等）

③ 米以外の作物をつくることが困難な地域での転作の定着化 （新潟県・多収穫バイオ燃料用米）

１．原料調達の多様化・安定化

２．製造コストの更なる削減

３．温室効果ガス削減義務への対応

４．販売方法の多様化

成 果

課 題
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■バイオマスの利活用に関する政策評価（平成23年２月、総務省）

（参考）行政評価関係の指摘事項

● 総務省行政評価局がバイオマス政策の発現状況等について、平成20年12月から23年２月にかけて政策評価を実施し、
その結果を23年２月15日に勧告。
● バイオ燃料地域利用モデル実証事業については、ビジネスモデルとして成立させることが困難と考えられる事例として
取り上げ。

＜ＪＡ全農の取組＞
・バイオエタノール製造単価も稼働開始直後という条件を考慮しても相当高コスト。
・国からの技術実証費（年間約２億円）がなくなる実証期間終了後の平成24年度以降の展開は不明。

＜オエノンの取組＞
・今後、多収米の作付けを増やしていく必要があるが、実証期間中（23年度まで）の各年度の作付計画も明確には示され
ておらず、また、飛躍的な作付面積の拡大も望めない状況にあることから、現段階ではビジネスモデルとして成立させるこ
とは困難。
・製造したバイオエタノールは販売先である横浜まで船で運搬しており、道内では消費されていない。

■行政事業レビュー公開プロセス（平成22年５月）

●事業番号3 バイオマス利用等対策事業
●評価結果：「抜本的改善」
●とりまとめコメント
「バイオマス利用等対策事業の見直しの余地については、「抜本的改善」という方が3名で一番多い結果でした。その中で主
なコメントを紹介しますと、「食料の燃料化についての是非も含めて、まずは政策として再検討すべきではないか」という意
見がございました。その上で、「モデル事業であるならばもっと絞り込んでモデルとすべきではないか」、「広くリサイクル利用
ととらえれば他の事業との統合も可能ではないか」、「現在の補助金のメニュー、体系を見直すべきではないか」というご意
見がありました。この公開プロセスの結論としては、「抜本的改善」とさせていただきます。理念の部分がはっきりしないとこ
ろがあるのではないかと感じておりますので、是非、本日のご意見も踏まえて、予算要求等に向けて検討を頂きたいと思い
ます。」
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（２）バイオ燃料生産拠点確立事業（H24～H28）

①事業目的

②事業内容

これまでの実証を通じて、国産バイオ燃料の原料調達から製造・供給に至る技術・利用体系が構築さ
れる一方で、事業化に向けた課題（原料調達、温室効果ガス削減、製造コスト削減、販売方法の多様
化）が明確化。

このため、新たな情勢変化の下、これまでの実証で明確となった事業化に向けた課題を克服し、地域
における国産バイオ燃料の生産拠点を確立するための取組を支援。

（１）地域協議会の運営【定額】

事業実施計画の承認、バイオ燃料の利用促進活動、補助金の監査及び経理指導、事業の進捗状況の確認等

（２）技術実証【定額】

製造効率の向上等、事業目標の達成に必要となる技術の実証を行う。

①製造実証

ア 製造技術の信頼性を確保するために行うプラントの継続運転及び新技術の開発・導入等

イ 効率的なバイオマス原料の収集輸送システムを確立させるために行う収集輸送及び新技術の開発・導入等

ウ 製造過程で発生する副産物を高度利用するための新技術の開発・導入等

②品質実証

バイオ燃料の品質を確保するために行う製品輸送及び新技術の開発・導入等

③利用実証

バイオ燃料の利用を普及拡大させる取組

ア 販売エリアの拡大、E10試験導入など販売方法の多様化

イ 広報・普及啓発活動
17



４．各事業実施地区の状況
（１）北海道バイオエタノール㈱

製品出荷設備

蒸留脱水棟
原料受入棟液化・事務所棟

粉砕設備棟

フレコン製品保管庫

排水処理設備

用水処理施設

糖液貯蔵タンク

製品タンク

原料貯蔵サイロ

糖化・発酵設備

ＪＲ線

ポンプ小屋 ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ棟

重油ﾀﾝｸ

受電・ボイラー棟

消火ポンプ室

北海道バイオエタノール㈱清水工場

①液化・事務所棟

⑥蒸留脱水棟

③原料貯留サイロ

⑦製品タンク

④粉砕設備棟

⑧

⑩

③

⑤

②

⑨

④

⑦

②糖液貯蔵タンク

⑧製品出荷設備

⑨排水処理設備

⑩工場全景

⑤糖化・発酵設備

①⑥
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■取組概要

その

＜タンカー船＞

＜製油所＞ ＜給油所＞

○ 北海道バイオエタノール（株）は、ホクレン、道中央会等の農業団体・道内企業等により設立され、北海道の
輪作農業で生産される余剰てん菜、規格外小麦等からバイオエタノールを製造する大規模実証事業を実施。
○ 製造したバイオエタノールは、横浜市根岸製油所に輸送され、ＥＴＢＥ（エチル・ターシャリー・ブチル・エーテ
ル）に加工された後、ガソリンと混合され関東圏などの給油所で流通（一部道内でも流通）。
○ バイオエタノールの発酵残渣から、脱水・乾燥により飼料（ＤＤＧ）を製造し、地域農業に還元.。

北海道バイオエタノール（株）
十勝清水工場の施設概要

バイオエタノールの製造・流通

■所 在 地 北海道上川郡清水町
（ホクレン清水製糖工場に隣接）

■敷地面積 約28,000㎡
■稼働開始 平成21年４月（11月本格操業）
■製造原料 余剰てん菜、規格外小麦
■製造能力 15,000kL/年（50kL/日）

１．バイオエタノール製造方法

＜原料＞ ＜ｴﾀﾉｰﾙ製造工場＞ ＜タンクローリー＞

（資料）北海道農業バイオエタノール燃料推進協議会等

製造したバイオエタノー
ルは、ＪＢＳＬ（バイオマス
燃料供給有限責任事業
組合）に販売。

余剰てん菜

規格外小麦

２．流通の仕組み（ＥＴＢＥ混合ガソリン）

19



■自立化・事業化に向けた取組内容

項 目 取組内容

原料調達の多様化・安定化
・チーズ加工残渣（ホエー）、タピオカでん粉、でん粉粕等の
活用拡大

製造コストの更なる削減

・熱回収装置、ヒートポンプ、省電力設備等の追加施設整備の
実施
・副産物の液飼利用等による乾燥費の削減
・原料の近隣からの調達、配員の見直し 等

温室効果ガス削減義務への対応
・熱回収装置、ヒートポンプ、省電力設備等の追加施設整備の
実施
・副産物の液飼利用等による乾燥費の削減

販売方法の多様化 ・副産物の液飼利用・高付加価値化の検討
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（２）オエノンホールディングス㈱

②原料前処理・液化棟

⑦蒸留塔 ⑧製品貯蔵タンク

④乾燥機棟

オエノンホールディングス㈱苫小牧工場

③
⑨④

⑦

⑧

②

③発酵タンク①事務所棟

①

⑤脱水機棟

⑨全景

⑥ドルフィン（出荷設備）⑤

⑥
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■取組概要

その

＜原料搬入・貯蔵＞

○ オエノンホールディングス（株）は、酒造メーカーの発酵技術を活かし、北海道苫小牧市周辺で生産されるバ
イオ燃料用米（不足分はMA米で補填）からバイオエタノールを製造する大規模実証事業を実施。
○ 製造したバイオエタノールは、横浜市根岸製油所に輸送され、ＥＴＢＥ（エチル・ターシャリー・ブチル・エーテ
ル）に加工された後、ガソリンと混合され関東圏などの給油所で流通（一部道内でも流通）。
○ バイオエタノールの発酵残渣から、脱水・乾燥により飼料（ＤＤＧ）を製造し、地域農業に還元。

オエノンホールディングス（株）
苫小牧工場の施設概要

バイオエタノールの製造・販売

■所 在 地 北海道苫小牧市
■敷地面積 約87,000㎡

（合同酒精㈱苫小牧工場との合計）
■稼働開始 平成21年５月
■製造原料 バイオ燃料用米（当面ＭＡ米）
■製造能力 15,000kL/年（50kL/日）

１．バイオエタノール製造方法

（資料）北海道バイオ燃料推進協議会等

製造したバイオエタノールは、ＪＢＳＬ（バイオ
マス燃料供給有限責任事業組合）に販売。

＜原料前処理＞
（浸漬・粉砕）

＜液化＞ ＜発酵＞

酵素 酵母

＜蒸留＞ ＜脱水＞

蒸留塔

製品検定

＜製品出荷＞

蒸留残渣

＜固液分離＞ ＜濃縮・乾燥＞ ＜飼料出荷＞
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■自立化・事業化に向けた取組内容

項 目 取組内容

原料調達の多様化・安定化 ・米糠、麦糠、コーン糠、廃シロップ等の活用拡大

製造コストの更なる削減

・熱回収装置、燃料転換装置（重油からＬＮＧ）等の追加施設
整備の実施
・副産物の液飼利用等による乾燥費の削減
・原料の近隣からの調達、配員の見直し 等

温室効果ガス削減義務への対応
・熱回収装置、燃料転換装置（重油からＬＮＧ）等の追加施設
整備の実施
・副産物の液飼利用等による乾燥費の削減

販売方法の多様化 ・副産物の液飼利用・高付加価値化の検討
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（３）全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

②エタノール貯蔵タンク

⑥ガス化プラント棟
③蒸留施設

（左側：蒸留塔、右側：もろみ塔）

JA全農（新潟）バイオエタノール製造所

①倉庫

④発酵槽

倉庫

管理棟

エタノール製造設備

エタノール
出荷設備

ガス化プラント

発酵残渣乾燥棟

④

①

②

③

⑥

⑤

⑤糖化・液化槽

籾殻ガス化装置

ブリケットマシン
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■取組概要

○ JA全農は、新潟で畑作物への転換が困難な地域の水田を有効活用し、水田農業と一体となった地域循環型バイオ燃料
事業の取組を推進。
①産地資金を活用し、転作作物として県内8JAでバイオ燃料用米（多収穫品種の北陸193号、約2千トン）を生産し、新潟
市のプラントでバイオエタノールを製造。
②全農新潟石油基地でバイオエタノール混合ガソリン（E3）を製造し、県内12JAの19のガソリンスタンドで「グリーンガソリン」と
して販売。
③発酵残渣は、地域の養豚農家（液体）と酪農家・肥料工場（乾燥）に販売。液体飼料で肥育した豚肉は、食味がよくブラ
ンド化し販売（残さの約3分の2を液体利用見込み）。
④籾殻は、燃料化施設でガス化し、エタノール製造施設の熱源として利用。

その

地域エネルギー循環モデルイメージ グリーンガソリンの販売

副産物の液体飼料で肥育した豚肉

ア．平成21年7月より県内19ヶ所のJA-
SSで販売開始

イ．小売価格は地域のレギュラーガソリン
と同値で販売

ウ．販売SSではレギュラーは全てグリーン
ガソリン(併売はしていない)

【特徴】
・一般的な飼料では170～180日で110kgに肥育し出荷するが、150日で出荷できた
・内蔵部分が少なく枝肉の歩留まりが良い（エサの栄養が濃く吸収しやすいため内蔵
の負担が少なく、肉付きがよくなった）
・糞の量が極端に少なくなった（糞尿の処理費用が少なくて済む）
・肉質は臭みがなく食味も良い（“夢味豚「ムーミートン」”として差別化販売）

液体飼料
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機密性○情報 ○○限り

計 画 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

製造量 1,000kL 500kL 718kL 709kL 749kL

１kL以上製造日数 330日 253日 307日 315日 309日

日平均製造量 3,000L 1,896L 2,294L 2,226L 2,423L

計 画 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

参画JA数 8 8 8 8 6 5

生産者数 - 361 333 343 278 239

栽培面積 300ha 303ha 279ha 317ha 304ha 299ha

平均反収（10a当たり） 750kg 781kg 679kg 675kg 685kg 687kg

収穫量（玄米t） 2,250t 2,360t 1,900t 2,135t 2,081t 2,053t

水田農業と一体となった地域循環型バイオ燃料の取組

【液体飼料で肥育した豚肉のブランド化】

・枝肉の歩留まりがよく、肉質に臭みがなく
食味もよい等のメリットを活かしブランド化
（夢味豚「ムーミートン」）して販売。
・液体飼料は畜産農家２軒に提供（H24
実績 980t）。各農家において、液体飼料
受入れのための施設整備を実施（約
2,000万円/軒）。

【籾殻ブリケット及びガス化残渣の利用】

・もみ殻をブリケット化し、燃料として利用
（毎年1,000t程度）。
・ガス化した後の残渣（炭）は、土壌改良
材や消雪材として加工し販売。

計 画 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

販売SS数 19 19 19 19 19

ガソリン販売量 33,000kL 27,807kL 38,166kL 38,442kL 38,282kL
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■自立化・事業化に向けた取組内容

項 目 取組内容

原料調達の多様化・安定化 ・現行の多収穫米供給体制の維持

製造コストの更なる削減

・もみ殻ガス化施設増強、燃料転換（重油からもみ殻ブリケット）、
防雪・ 防風施設整備の実施
・副産物の液飼利用等による乾燥費の削減
・配員の見直し 等

温室効果ガス削減義務への対応
・もみ殻ガス化施設増強、燃料転換（重油からもみ殻ブリケット）、
防雪・防風施設整備の実施
・副産物の液飼利用等による乾燥費の削減

販売方法の多様化
・もみ殻ガス化残渣の高付加価値化（活性炭、消雪材）
・E10導入の検討
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