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バイオエタノール先進国と日本の取組の比較 

 
アメリカ（世界シェア：約 63％） ブラジル（世界シェア：約 25％） 日本（世界シェア：約 0.03％） 

政策動向 
・中東依存型のエネルギー政策からの脱却等を目的に、エネルギ

ー政策法（2005 年）において、再生可能燃料基準を導入。 

・同基準は、石油会社に対するガソリンへのバイオエタノールの

混合使用義務量を設定（2012 年までに 2,850 万 kL）。 

・その後、エネルギー自立・安全保障法（2007 年）において、導

入区分を「従来型（とうもろこし由来）バイオ燃料」、「セルロ

ース系バイオ燃料」等に分類するとともに、対象年次と使用義

務量を拡大（2022 年までに 13,680 万 kL）。 

・一方、低燃費車の普及やシェール革命により、エネルギー事情

が著しく変貌している中、生産量は 2010 年以降 5,000 万 kL/年

程度と頭打ちの状況。 

・世界的な穀物相場の高騰を招いているとの畜産業界や食品業界

からの批判の声が強くなってきている中、環境保護庁は 2013 年

11 月に使用義務量の下方修正案を提示し、現在検討中。 

・1970 年代の石油危機を契機に「国家アルコール計画」を策定し、

エタノール生産の取組を強化。 

・1993 年にガソリンへのエタノール混合割合を 22％（E22）と法

により義務付け。 

・2003 年には混合義務割合を 25％（E25）に引き上げ。 

・サトウキビの不作を受け、2011 年からは混合義務割合を 20％

（E20）に引き下げ。 

・また、2011 年には生産量・消費量が初めて減少に転じ、アメリ

カ等からの輸入も実施。 

・京都議定書目標達成計画（2005 年４月閣議決定）において、輸

送用燃料におけるバイオ燃料の導入について2010年度までに50

万 kL（原油換算）の目標を設定。 

・「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大」（2007 年２月バイオマス・

ニッポン総合戦略推進会議）において、2011 年度の国産バイオ

燃料生産量の目標を５万 kL に設定。 

・エネルギー基本計画（2010 年６月閣議決定）において、2020 年

のガソリンに占めるバイオ燃料の目標割合を３％以上に設定。 

・エネルギー供給構造高度化法（2009 年７月）において、石油精

製業者によるバイオエタノールの利用義務量を年次ごとに設

定。（原油換算で 2012 年度は 21 万 kL、段階的に増やし 2017 年

度は 50 万 kL）。 

生産量 
 

 

 

 

 

 

 ・2009 年：14,733kL 

・2010 年：22,154kL 

・2011 年：22,237kL 

・2012 年：24,421kL 

 

※北海道バイオエタノール㈱、オエノンホールディングス㈱、 

 ＪＡ全農の生産量の合計 

施設規模 
【トウモロコシ由来】 ・施設数：211 

・製造能力：約 5,700 万 kL/年 

・施設当たり：約 24 万 kL/年/施設 

【セルロース系】      ・施設数：６ 

・製造能力：約７万 kL/年 

・施設当たり：約 1.1 万 kL/年/施設 

※2013 年時点 

・施設数：345 

・製造能力：約 2,250 万 kL/年 

・施設当たり：約 6.5 万 kL/年/施設 

 

※2007 年時点 

・北海道バイオエタノール㈱：1.5 万 kL/年 

・オエノンホールディングス㈱：1.5 万 kL/年 

・ＪＡ全農：0.1kL/年 

 



- 2 - 
 

 
アメリカ（世界シェア：約 63％） ブラジル（世界シェア：約 25％） 日本（世界シェア：約 0.03％） 

支援措置 
【税制措置】 

・小規模エタノール生産者税控除措置（年間生産能力 6,000 万ガ

ロン（約 23 万 kL）未満の生産事業者を対象として、年間 150 万

ガロン（約 0.6 万 kL）を上限に１ガロン当たり 10 セントを税額

控除） 

・セルロース系バイオ燃料生産者税控除措置（セルロース系バイ

オ燃料生産事業者を対象として、年間 150 万ガロン（約 0.6 万

kL）を上限に１ガロン当たり 1.01 ドルを税額控除） 

・セルロース系バイオ燃料生産特別償却措置（セルロース系バイ

オ燃料設備の建設・設置費用のうち、その半分を建設・設置し

た年に償却可能） 

・容量エタノール物品税控除措置（混合事業者に対してエタノー

ル１ガロン当たり 45 セントの物品税を控除）→2011 年末で廃止 

 ※2012 年 11 月時点 

【混合率の引き上げ】 

・大気浄化法により、10％（E10）まで混合が可能。 

・一部自動車を対象に、許される混合上限を 15％（E15）まで引き

上げを決定（2011 年１月）。 

【蒸気圧規制の緩和】 

・大気浄化法に基づき、ガソリン蒸気圧を規制。 

・エタノール混合率 10％のガソリン（E10）については、蒸気圧規

制の上限値を緩和（プラス約 6.9 キロパスカル）。 

・エタノールについては、燃料税は免税。 

・法人税は、ガソリン 0.26 レアル/L に対し、エタノールは 0.12

レアル/L まで減税。 

・混合義務割合を 20％（E20）に設定。 

 

【予算措置（※バイオ燃料生産拠点確立事業の場合）】 

・施設整備費の一定割合の補助 

・実証経費の補助（原料費、減価償却費は除く） 

【税制措置】 

・混合ガソリンのエタノール分については、揮発税が免税（2019

年３月まで） 

・農林漁業バイオ燃料法に基づく認定を受けた場合は、固定資産

税の課税標準を３年間１/２に軽減。 

【品質規格の整備】 

・基本は３％（E3） 

・2012 年４月より、E10 対応ガソリン車に限定して、E10 を販売す

ることが可能。 

エタノール

混合の規定 

・石油会社に対してエタノール混合使用義務量を設定。 

（2020 年までに 13,680 万 kL） 

・全てのガソリンスタンドにおいて、E20 以上が義務付け。 ・石油精製業者に対してエタノール利用義務量を設定。（原油換算

で 2012 年度は 21 万 kL、段階的に増やし 2017 年度は 50 万 kL）

生産構造 
・施設の大規模化によるスケールメリット、原料となるトウモロ

コシの大規模低コスト栽培などにより、低コスト生産構造を確

立。 

・エタノール生産コスト（原料：トウモロコシ）は、0.25 ドル/L。 

（参考） 

・トウモロコシの生産コスト：89～164 ドル/10a 

・施設の大規模化によるスケールメリット、原料となるサトウキ

ビの生産性向上、エタノール製造施設を砂糖製造施設に併設す

ることによる原料供給利用システムの効率化、バガス（サトウ

キビの搾汁後の残渣）を用いた大規模コジェネ設備の導入によ

る施設運営・余剰分の売電や蒸留残渣液の肥料販売といった副

収入の確保などの取組を通じて、低コスト生産構造を確立。 

・エタノール生産コスト（原料：サトウキビ）は、0.20 ドル/L。

・ガソリンとの燃費効率を加味しても充分な価格優位性（混合ガ

ソリン（E25）143 円/L に対して、エタノール 100％は 65 円/L）

が確立されており、新車販売に占める FFV の割合は約 88％（2007

年時点）。 
※FFV：フレックス燃料車（flexible-fuel vehicle）。ガソリンとエタノール  
など、1種類以上の燃料が混合して走行が出来るように設計された車両。 

（参考） 

・サトウキビの生産コスト：約 143 ドル/10a（１ドル＝2.15 ﾚｱﾙ）

原料費や燃料費が高水準であること、施設規模が比較的小規模

でありスケールメリットが出にくいこと等から、製造コストは販

売価格を大幅に上回っている状況。 

 

・北海道バイオエタノール㈱：コスト 204 円/L、販売  83 円/L 

・オエノンホールディングス㈱：コスト 196 円/L、販売  82 円/L

・ＪＡ全農：コスト 654 円/L、販売 128 円/L 

（参考） 

・米の生産コスト：約 14 万円/10a 

 

（参考文献）・バイオエタノールの現状 -JETRO・ブラジルバイオエタノールミッション報告- 
・2012 年度 米国食糧及びバイオ燃料生産の現状と課題（JETRO シカゴ事務所） 
・USDA ホームページ 
・Competitives of Brazilian Sugarcane Ethanol Compared to US Corn Ethanol 


