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午前１０時００分 開会 

○谷村課長 皆さん、おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまより、農林水産省が補助事業として実施しておりますバイオ燃

料生産拠点確立事業についての第１回目となる検証委員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては大変ご多忙のところご出席いただき、まことにありがとうござい

ます。 

 開会に当たりまして、農林水産省食料産業局審議官の櫻庭より一言ごあいさつ申し上げます。 

○櫻庭審議官 おはようございます。食料産業局審議官の櫻庭でございます。 

 食料産業局長が今、国会の関係でちょっと遅れております。間もなく駆けつけると思いますけれ

ども、私のほうからごあいさつさせていただきます。 

 本日は、委員の皆様におかれてはご多忙の中お集まりいただきまして感謝申し上げる次第でござ

います。 

 農林水産省では地球温暖化防止、それから農村地域の活性化等の観点から、北海道２地区と新潟

県１地区を対象に、国産バイオエタノール生産に係る原料調達から燃料製造、販売までの経済性の

ある一貫システム構築のための取組を、バイオ燃料生産拠点確立事業により、これまで支援してき

ているところでございます。 

 この取組につきましては、開始してから７年が経っておりますが、事業化に向けては依然として

高コストの構造の是正が大きな課題となっておるところであります。また、先般、自民党の行政改

革推進本部、無駄撲滅プロジェクトチームからも、今後の事業展開の可能性を検証すべき等のご提

案がなされたところでもございます。このような状況を踏まえまして、本委員会におきましてはこ

の補助事業の政策的意義、各事業実施地区の自立化の実現可能性等についてご検証いただき、これ

らを踏まえて今後の補助事業のあり方について、農林水産省として判断してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 年度末までの一定の取りまとめを行うため、委員の皆様にはご多用の中ではございますが、精力

的に、忌憚のないご意見を賜れればと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○谷村課長 次に、本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

 お手元に配付資料一覧がございますが、資料１が「「バイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会」

設置要領」、資料２－１といたしまして「バイオ燃料生産拠点確立事業について」、資料２－２と

して「バイオ燃料生産拠点確立事業について【数値関係資料】」、そして参考１として「バイオ燃

料生産拠点確立事業検証委員会について」、参考２といたしまして、「自民党行政改革推進本部無

駄撲滅プロジェクトチームによる来年度予算概算要求に関するヒアリング報告書」の抜粋があるか

と思います。 

 もしお手元にない場合は事務局までお知らせいただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、本日は初回でございますので、私から各委員のお名前を五十音順にご紹介させてい

ただきます。 

 まず、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授の沖本委員でございます。 

 続きまして、千葉大学大学院人文社会科学研究科教授の倉阪委員でございます。 

 続きまして、新日本有限責任監査法人パブリック・アフェアーズグループシニアマネージャーの

左近委員でございます。 
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 続きまして、株式会社資源・食糧問題研究所代表の柴田委員でございます。 

 続きまして、東京理科大学特命教授の塚本委員でございます。 

 また、本日はオブザーバーといたしまして、本事業を展開しております関係自治体から、北海道

農政部技術普及課の横田農業環境担当課長、新潟市の松宮農林水産部次長にご出席いただいており

ます。 

 なお、農林水産省側の出席者は、出席者名簿によりご確認いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、本日、まず 初に座長の選出をお願いしたいと思います。 

 お手元の資料１に本委員会の設置要領がございます。その第３の２をごらんいただきますと、座

長はメンバーの互選により選出され、座長代理を指名できることになっております。事前に委員の

皆様とご相談させていただきまして、座長には、一昨年、関係７府省で実施いたしましたバイオマ

ス事業化戦略検討チームの座長を務められました東京理科大学の塚本教授にお願いしてはどうかと

思いますが、いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

○谷村課長 ありがとうございます。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 なお、設置要領第４により、本委員会の議事は原則公開となっております。また、委員会の配付

資料及び議事概要につきましても、委員のご了解を得た後に農水省のホームページより公表するこ

とといたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これ以降は塚本委員に座長席にお移りいただきまして、議事進行をお願いしたいと思

います。塚本委員、よろしくお願いします。 

 また、写真撮影につきましては冒頭のみとさせていただいておりますので、ここまでとさせてい

ただきます。 

 それでは、塚本座長より一言ごあいさつをお願いいたします。 

○塚本座長 ただいま座長を拝命しました塚本でございます。よろしくお願いいたします。 

 バイオマスの分野につきましては一昨年のバイオマス事業化戦略チームのほか、本年度から７府

省で取り組んでいただいておりますバイオマス産業都市構想の選定委員も務めさせていただいたわ

けでございますけれども、今回、農林水産省のバイオ燃料生産拠点確立事業の検証に関しまして、

委員の皆様方におかれましてはバイオマス、それから環境経済、公共経済、経営、それから農業、

資源事情、それぞれの委員の皆様のご専門的な知見から、検証のための十分なご議論をお願いした

いと思っております。 

 先ほど櫻庭審議官からお話がございましたように、年度末までに一定の取りまとめということで

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 委員の皆様のご協力を得まして座長の役割を果たしてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、座長代理を選出したいと思います。 

 お配りしてあります設置要領の第３の２において、委員会の承認を得て座長が座長代理を指名す

ることができるとされておりますので、私といたしましては、農林水産省の入札等監視委員会の委

員長などを歴任されております沖本委員にお願いしてはどうかと思いますが、皆様いかがでしょう

か。 
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（異議なし） 

○塚本座長 ありがとうございます。 

 それでは沖本委員、よろしくお願いいたします。 

 ただいま山下局長が見えましたが、何か一言ございますでしょうか。 

○山下局長 外の会議が延びたものですから、ちょっと遅れまして申しわけございませんでした。 

 この事業につきましては、先ほどもおそらく櫻庭審議官からお話し申し上げたと思いますけれど

も、依然としてコスト高で大きな課題を抱えておりますので、委員の先生方のご意見を頂戴いたし

まして、先ほどもお話にありましたけれども、年度内に何らかの結論を得て行きたいと思いますの

で、何とぞよろしくお願いいたします。 

○塚本座長 局長、どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りますけれども、本日は12時終了を予定しております。時間が限られており

ますので、議事の進行にご協力をお願いいたします。 

 お手元の議事次第にありますように、本日の議題は事業の経緯、それから現状等についてでござ

いますので、まず、事務局より資料に基づき説明をお願いします。 

○谷村課長 バイオマス循環資源課長の谷村でございます。よろしくお願いいたします。 

 初に、本委員会についてでございますけれども、参考１をごらんいただければと思います。 

 まず、今後のスケジュール等についてでございます。 

 先ほど局長、審議官及び座長からもお話がありましたように、年度末までに一定の取りまとめを

行っていただきたいと考えておりますので、本日は第１回目でございますけれども、２月20日に第

２回目、そして第３回、第４回という形で３月まで開かせていただきたいと思います。当然、議論

の状況によっては追加の開催もあり得ると考えています。 

 あわせて、委員のご意向、ご都合等ございますが、可能であれば現地にも行っていただいて、ぜ

ひプラントを見ていただきたいと思っております。 

 主な検討事項でございますが、まずは国産バイオエタノールの生産を拡大していくという事業の

政策的な意義。もちろん過去にもございましたけれども、今日的、将来に向けての意義についてご

意見をいただければと思っております。 

 また、現在、事業を実施しております３事業自治体に、第２回以降、自立化・事業化計画を説明

していただくことになりますけれども、それについての実現可能性、当然これまでの成果について

の評価もあわせてしていただければと思っておりますけれども、そういうことについてご意見をい

ただきたい。 

 ３番目に、このような補助事業を今後どうしていくのか。政策目的と照らしてこういう手法はど

うなのかといったことについて、ご意見いただきたいと思っております。自民党行革本部からは、

やはり政策目的と、公的な資金を投入することの効果の関係についてご指摘いただいております。

公的な資金を投入する価値のある事業なのかといったことが問われているということでございます

ので、その点についてもあわせてもう一度、確認の意味でお話しさせていただきたいと思います。 

 それでは、資料２－１、２－２に基づきまして、これまでの経緯、そして現在どのようになって

いるかという状況についてご説明させていただきます。 

 できるだけ簡潔にとは思っておりますけれども、第１回目でございますので、今の状況について

できるだけご理解いただけるよう、ちょっと長くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたしま

す。 
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 資料２－１をごらんください。 

 １ページにつきましては、バイオエタノールとは何かということ。これは既にご案内のことでご

ざいますけれども、要はガソリンの代替燃料として活用するという意味で、糖質なりでんぷん質を

含む食物資源を発酵させてつくるという性格のものでございます。当然カーボンニュートラルとい

う特性を持ちますので、地球温暖化防止であったり、化石燃料と違いまして持続的・循環的な利用

ができるという性格を持つものでございます。 

 ２ページ、バイオエタノールの原料と製造方法でございます。 

 製造方法でございますが、基本的には蒸留してアルコールの濃度を上げていくということでござ

いますので、糖質を原料にするもであれでんぷん質を原料とするものであれ、セルロース系を原料

とするものであれ、まずそれを糖化して、発酵、蒸留、脱水という過程を踏んでいくものでござい

ます。 

 ３ページ、では、そのバイオエタノールをどのようにガソリン代替燃料として利用するかという

ことでございますけれども、大きく２つございます。ガソリンと直接混合する方式と、バイオエタ

ノールから添加物─ＥＴＢＥを製造して、それをガソリンに添加する方式の２種類ございます。

後ほど事業実施地区のところでご説明いたしますけれども、今この事業で支援しております３地区

のうち、新潟地区では直接混合による方式をとっております。そして北海道の２地区につきまして

は、ＥＴＢＥの原料となるエタノールを供給する事業となっております。 

 ４ページ、この事業を創設したときの情勢、背景について簡潔にご説明させていただきます。 

 先ほど審議官等のごあいさつの中でこの事業が始まってから７年と申し上げましたけれども、バ

イオ燃料生産拠点確立事業は平成24年からでございます。その前の事業、後ほどご説明いたします

けれども、バイオ燃料地域利用モデル実証事業が平成19年にスタートしておりますので、この平成

19年からの５年間と平成24年からの２年間、合わせて７年間ということでございます。なので事業

創設時というのは平成19年のちょっと前、大体平成15～16年から18年ぐらいまでの状況と考えてい

ただければと思います。 

 まず、海外の情勢でございます。 

 委員の方々もご記憶にあろうかと思いますけれども、当時は地球温暖化防止、そして原油価格の

高騰によりエネルギー利用の多様化を図らなければならないということで、ブラジル、アメリカ等

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と。特にアメリカでは、当時

のブッシュ大統領の一般教書演説において石油依存度を劇的に下げるといったことがあって、非常

に野心的な目標が設定されたところでございます。 

 下のグラフを見ていただきますと、エタノールの製造が急激に上がった時期、2004年─平成

16年でございます。それまで世界で大体2,000万キロリットルオーダーで推移していたものが、

2004年ぐらいからぐっと右肩上がり、急速に上がっていったことが見てとれるかと思います。 

 補足ですけれども、今現在は大体8,000万キロリットル強でございますけれども、そのうち大体

６割、5,000万キロリットルぐらいがアメリカで、そして25％程度、2,000万キロリットルぐらいが

ブラジルで生産されているという状況になっております。日本のバイオエタノールの輸入先は、ブ

ラジルがほとんどでございます。 

 アメリカのエタノール工場は、昨年２月末で211社という資料がございます。平均生産能力が大

体年24万キロリットルでございます。 

 それでは、国内の情勢はどうだったかと申しますと、５ページでございます。 
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 我が国においては、バイオ燃料の利用、導入は若干遅れておりました。バイオ燃料というのは

─バイオ液体燃料だとお考えいただきたいと思いますけれども、バイオディーゼルとバイオエ

タノールの２つがございまして、バイオディーゼルの方は軽油代替でございます。そしてバイオエ

タノールがガソリン代替でございますけれども、このバイオ燃料の利用を加速させるために、京都

議定書の目標達成計画の中でバイオ燃料50万キロリットルの導入目標が設定された。これはバイオ

ディーゼルとバイオエタノールを足した量でございます。これはあくまでも原油換算でございます

ので、これをエタノール等に換算すると0.6で割り戻せばいいという感じでございますので、80万

キロリットルのバイオ燃料を国内で使うと考えていただければ結構かと思います。 

 京都議定書目標達成計画が平成17年４月で、その年度末の平成18年３月に「バイオマス・ニッポ

ン総合戦略」が閣議決定されまして、国産バイオマスの輸送量燃料利用の促進が位置づけられたと

ころでございます。 

 それを受けまして、６ページでございますけれども、平成19年３月にバイオマス・ニッポン総合

戦略推進会議、これは下にあります関係７府省、資料の下のほうに内閣府、総務省等々書いてござ

いますが、この関係７府省の局長級から成る会議でございますけれども、そのバイオマス・ニッポ

ン総合戦略推進会議において「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて」というものが取りまと

められております。これには、国産のバイオ燃料の利用が食料・農業や環境、エネルギー問題の解

決に加えて、地域の雇用確保とか農地を使っていくことによる農地や国土の保全につながる、非常

に重要な取組であるという前提に立って、かつ技術開発等がなされれば2030年─平成41年ぐら

いですけれども、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大が可能だといったことが書かれております。 

 そして、どのように進めようとしていたかがその下でございます。 

 2011年、まずは糖質・でんぷん、規格外の農産物とか副産物を使って５万キロリットルの国産バ

イオ燃料を生産する。その後、上に書いてありますいろいろな技術開発ですね、収集・運搬コスト

の低減とか資源作物の開発であるとか、エタノール変換効率の向上等を通じて大幅な生産拡大を図

る。農林水産省の試算では600万キロリットルのポテンシャルがあるのではないかということでし

た。 

 ７ページをごらんください。 

 そのころバイオエタノール生産の原料として何が考えられていたかというと、基本的には、糖質

を含むかでんぷん質を含む農産物であれば利用は可能でございますけれども、面積当たりの製造量、

つまり１ヘクタールから何トンの農産物が原料としてとれるか、それをエタノールに変換するとき

にどうなのかということでございますが、１ヘクタール当たりのエタノール製造量としては、てん

菜が一番効率的だと。そして重量当たり、１トン使ったときにどのぐらいエタノールがつくれるか。

重量当たりの製造量で見ると、米、麦が非常に有効である。 

 そして、原料ですからやはり安価に調達できないといけないので、安価に原料として調達できる

可能性が高い作物として当時、考えられていたのが、経営安定化対策等の交付金の対象外となるて

ん菜であったり、規格外の小麦であったりくず米等でございます。 

 ８ページでございます。 

 そして、当然ながらこの取組は、当時、今も当然この問題は抱えておりますけれども、人口の減

少と高齢化による農産物の国内での消費の減少とか、担い手不足による耕作放棄地の増加という問

題を考えたときに、食料・飼料用以外にエネルギーの原料用として耕地を使用することで、従来の

食料生産の枠を超えた対応によって、そのような問題解決の一助になることが期待されていた。 
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 そして９ページでございますけれども、今まで申し上げたことを総括いたしますと、国産のバイ

オエタノール生産を進めることについては食料・農業、エネルギー、環境、この３つの視点からそ

れぞれこのような利点があるという認識に基づいて、バイオエタノール生産事業の検討、創設が具

体化していったところでございます。 

 10ページから、具体的な事業の説明でございます。 

 先ほど申し上げましたように、まず、平成19年からバイオ燃料地域利用モデル実証事業という形

でスタートさせていただいております。当然このスタート前にも小規模な実証事業レベル、数百キ

ロリットルというレベルのものはあったわけでございますけれども、先ほど申し上げたように本格

的に利用促進を図っていくという観点からすると、小規模な実証試験にとどまらない形での実用化

に向けたモデルを示すことが大きな課題であるという前提に立って、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するという事業を創設した

わけでございます。 

 11ページに具体的な姿が書いてあります。 

 先ほど申し上げたように、原料の調達から燃料の供給まで一体となった取組ということでござい

ますので、地域における協議会等でどうやって原料調達等をやるのか議論していただく、その協議

会で議論した結果を踏まえて、施設整備と今後の一番効率的な原料調達なり、原料の組み合わせな

り輸送なりを考えるための実証経費、この２つ、ハード事業とソフト事業にそれぞれ２分の１と定

額の事業予算を組んだところでございます。補助率は、ハードは２分の１、ソフトは定額でござい

ますけれども、それぞれ５年間、平成19年から23年までやった上で、その後には補助金に依存しな

い形で事業が展開できる姿を目指すという事業でございました。 

 12ページ、事業実施地区の概要でございます。 

 ３地区ございます。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でございますが、このうち北海道バイオエタノール株式会社というのは、バ

イオエタノールの生産のためにホクレンやＪＡ北海道中央会及び北海道の経済界が出資する形でで

きた会社でございます。その他の２カ所につきましては、要はそれぞれのプロジェクトという形で

事業展開がなされております。 

 事業は平成19年にスタートしましたが、生産するための施設整備に平成19年、20年かかっており

ますので、３地区とも基本的には平成21年度から本格的にエタノールの生産開始となってございま

す。 

 13ページでございます。かぶるところはございますけれども、それぞれの生産能力や雇用人数等

と、エタノール出荷までの状況についてまとめてございます。製造能力については 大限のもので

ございまして、常に1.5万キロリットル出しているわけではございませんし、結果のバイオ燃料の

販売能力も、1.5万キロリットルという 大能力が発揮された場合に50万キロリットルというふう

にごらんいただければと思います。 

 出資者につきましては、先ほども言ったように北海道バイオエタノールにつきましてはホクレン

や三菱商事、北海道信連、全国共済連、ＪＡ北海道中央会等が出資している。 

 雇用人数につきましては、この事業を展開したことによって実際にエタノール施設で雇用してい

る人数を書かせていただいておりますが、それぞれ32人、33人、15人、合わせて80人程度がこの事

業によって直接的に雇用されている。もちろん関連するものはほかにございますが、直接的にこの

施設で雇用しているのはこの人数ということでございます。 
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 14ページでございます。 

 この事業を始めた後に、先ほど事業を始める前の状況をご説明しましたが、その状況がどう変わ

ったかをまとめた資料でございます。 

 てん菜糖について、平成19年に事業がスタートしたときを境に、その前は、いわゆる国内の製糖

工場を100％稼働させても余りが相当出た。それもなかなか減らない状況にあった。しかし、平成

20年にプラントの製造が終わって、平成21年から本格的にエタノールを生産する段階になって病気

が流行した。てん菜というのは播きっ放しにはいきませんで、１回移植したりという手間もかかる、

その重労働感もあったりして、てん菜の生産がちょっと減り、余剰が発生しなくなった。そういう

意味で、北海道バイオエタノールについて申し上げれば、一番念頭に置いていたてん菜糖が入らな

くなった。 

 また、我が国では飼料用穀物は相当部分海外に依存しておりますけれども、その価格が非常に上

昇したことによって、国内であまり相手にされていなかった規格外の小麦等であっても、餌用の需

要が出ることによってそれに価格が引っ張られていった。そういう意味では、エタノールの原料と

して使う前提の値段では調達が難しくなってきたということでございます。 

 そして、後ほど詳しくご説明いたしますけれども、エタノールの販売価格、先ほど北海道の２カ

所につきましては添加物をつくるための原料として供給すると申し上げましたけれども、これの引

取価格でございます。この買取価格は、日本がエタノールに関して相当依存している、９割ぐらい

依存しているブラジル産のエタノール価格が基準になっております。そこを基準とした形で一定の

プレミアム等をつけていただく形での引取には当然なるんですけれども、そこがベースになります

ので、ブラジル産のエタノール価格が円高の進行により低下してしまうと、それに合わせて国産エ

タノールの販売価格も下がるという状況が生じます。 

 そしてもう一点、エタノールのプラントを動かすためには当然重油等が必要です。その重油価格

が上昇することによって製造コストが上がるといった形で、入口の原料調達の部分において、想定

したものが入らなくなってきたということと、想定していたものであっても価格が上がったこと、

そして出口においては、円高が進んだことによって販売価格が想定したよりも伸び悩んでしまった

こと、そしてもう一点、製造コストについても重油価格の上昇によって増加した。こういった情勢

がございました。 

 こういう状況を踏まえまして、15ページでございます。平成19年から23年度の事業を見るに当た

って、いわゆる技術については製造量であったり製造効率であったり、できたものの品質であった

りという目標は達成した。また、農村地域での雇用創出等にも一定の成果がありましたが、他方、

先ほど申し上げたような状況の変化があったことによって、その段階で自立化・事業化するのは非

常に難しい状況になったということと、新たな課題として、温室効果ガス排出削減義務への対応が

出てきたということでございます。 

 17ページでございます。 

 このような今までの実証で明確になった事業化に向けた課題を克服して、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するという形で、平成24年から28年までの５年間で

バイオ燃料生産拠点確立事業をスタートさせたという経緯があります。そして今、平成25年度でご

ざいますので、２年度目に入ったということでございます。 

 各事業実施地区についての状況が次のページからになりますけれども、これ以降につきましては

資料２－２、数値関係の資料もあわせて見ていただければと思います。 
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 総括表は後ほどご説明しますけれども、２ページ、北海道バイオエタノールの状況でございます。 

 どのような施設があるか等については、資料２－１の18ページ、19ページをごらんいただきなが

らお聞きいただければと思います。 

 北海道バイオエタノールにつきましては、平成19年の事業開始時においては、いわゆる事業終了

後、平成23年が当初事業終了年度でございましたので、平成24年度についてはまだ若干製造コスト

が収益を上回るような状況にございますけれども、まず補助金には依存しない体制として、このぐ

らいまで製造コストを下げる。その上で、更なるコスト削減等の努力を続けることによって事業終

了４年後の平成27年度に事業化を実現するというのが当初想定していた姿でございます。 

 実績といたしましては、３ページをごらんください。 

 製造量、販売量、製造効率とございます。製造量、販売量等についてはここに書いてあるとおり

です。製造効率につきましても、米については相当高いということで、技術的には相当成果があっ

たところでございますし、品質適合度も100％でございます。 

 しかし、製造コストについて申し上げるとこのような状況でございまして、平成24年度実績でリ

ッター当たり204円という状況でございます。コストの内訳は４ページにございますので、見てい

ただければと思いますけれども、基本的にはエタノール製造というのは装置産業でございますので、

当初の施設整備、減価償却が相当重くかかってくる。これは北海道バイオエタノールに限らず、オ

エノンホールディングスであってもＪＡ全農であってもそういう特色は当然あろうかと思っており

ます。 

 それに対して販売はどのようになっているかということでございます。６ページをごらんくださ

い。 

 エタノールの販売単価は大体83円という状況です。それに副産物収入等々ございますけれども、

そういう意味では、やはりコストとエタノールの販売価格には100円を超えるギャップがある状況

でありまして、この差をどう埋めていくかが課題となるということでございます。 

 続きまして、オエノンホールディングスの状況でございます。 

 施設概要等は、資料２－１の21ページをごらんいただければと思います。 

 オエノンホールディングスにつきましては、当初、事業終了１年後の平成24年度に事業化を実現

するという前提で取組をスタートいたしました。 

 製造実績等は資料２－２の８ページをごらんいただければと思いますけれども、平成24年度でリ

ッター当たり196円というのがコストになってございます。それに対しましてリッター当たりの販

売価格がどうなっているかというと、11ページをごらんください。平成24年度で82円。当然これも

副産物収入はございますけれども、やはり100円強のギャップがある状況になっております。 

 この２地区の取組につきましては、冒頭、北海道バイオエタノールにつきましては余剰のてん菜

糖と規格外小麦、オエノンホールディングスについては米を使うと。当面不足する分についてはミ

ニマムアクセス米の使用もあるという前提でスタートしている状況でございますが、この原料の調

達について、北海道バイオもそうですが、オエノンホールディングスは、本当はオエノンホールデ

ィングがあります苫小牧の近辺において多収穫米を生産して、それをこちらの原料として主体的に

使っていくという計画であったわけでございますけれども、10ページをごらんいただければと思い

ます。 

 バイオ燃料米としての米の作付け実績を書いてございます。平成24年度ですと150ヘクタールあ

るわけでございますけれども、多収米として期待していた品種がなかなか多収米と言える収量を上
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げることができないという状況がございまして、反当たり500キロを切るぐらいの収量になった。

そういう点においても、当初想定していた姿がなかなか描けなかったという状況がございます。 

 続きまして、全国農業協同組合連合会の取組でございます。施設等の概要については、資料２－

１の24ページをごらんいただければと思います。 

 ＪＡ全農については、前の２つとちょっと違っております。先ほど申し上げしたように、北海道

の２地区はあくまでＥＴＢＥと呼ばれる添加物を生成するための原料としてのエタノール供給をや

っておりますけれども、ＪＡ全農の場合は自らエタノールとガソリンを混合した混合ガソリンを製

造いたしまして、地域において循環させるという取組としてスタートしております。そういう意味

で、他の２カ所が1.5万キロリットルという規模になっているのに対しましてＪＡ全農は1,000キロ

リットルの規模になってございます。 

 そのスタート時の想定でございますけれども、再三申し上げているように装置産業という性格も

ございますので、エタノール生産の部分だけ取り上げて、1,000キロリットルの規模だけで完全に

自立化というのは難しいんですけれども、後ほどちょっとご説明します地域の循環の姿もございま

すけれども、当初から、平成24年度、事業終了１年後に、いわゆる補助金に依存しない体制として

200円ぐらいのギャップがあることを前提としていた。これは、その程度まで下がることによって、

あとはシステム全体としての評価をすることによって、組織内でここまで対応できる、そして社会

がもっとバイオエタノールを使うような状況が進んでくるとか、コスト削減等の取組がもっと進ん

で規模を拡大するような状況になった場合には、自己資金において規模拡大を行って、事業成果を

もとに取り組んで、事業化を実現させるというのがＪＡ全農の取組のスタートでございます。 

 実績については、次のページを見ていただければと思います。 

 製造コストについては、今、リッター当たり654円です。販売価格につきましては、16ページに

ございますように124円でございます。当然まだ当初想定より幅があるんでございますけれども、

この新潟の取組の場合は当初から、原料は全部新潟で多収米を生産して、それを原料につくること

を前提にしておりまして、資料２－１の26ページをごらんいただければと思いますが、こういう形

で稲を栽培して、混合して、ＪＡのガソリンスタンドで売るといった形で循環させているものでご

ざいます。 

 作付けは年間大体300ヘクタールで安定しております。反収も、多収米という意味で700キロ弱の

収量を上げているという状況がございます。 

 原料の調達においても、当初想定していたとおりの量と価格と場所で調達できている。ただ、や

はり製造にかかる経費ですね、先ほどの原油価格の高騰等は非常に大きく響いてきますし、やはり

1,000キロリットルでスケールメリットを出すことはなかなか難しいことを前提とした事業ではご

ざいますけれども、想定以上に、例えば製造にかかるコスト等が上がったことによって、今のとこ

ろ当初想定よりもギャップが大きいというのがＪＡ全農の状況でございます。 

 そして、これらの事業にこれまで農林水産省、国からどれだけの予算が投入されたかは、資料２

－２の１ページをごらんください。 

 基本的には予算の執行額をベースにしておりますけれども、平成25年度はまだ年度途中でござい

ますので、平成25年度に限っては予算額を入れさせていただいております。 

 それをトータルいたしますと、それぞれのところに施設整備、いわゆる実証経費、先ほどの地域

の合意形成のための地域協議会と、大きく分けて３つの補助をしておりますけれども、トータルで

は、右下の合計のところを見ていただきたいと思いますが、約208億円となっておりまして、内ハ
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ード、いわゆる２分の１補助の部分がおおむね66億円、ソフト経費、実証と地域協議会の経費につ

いて142億円というのが、現時点でこの３地区に対して執行もしくは交付した予算額となっており

ます。 

 事業計画としては、平成28年度まででございますけれども、これまでのこのような予算執行の経

緯、これまで上げてきた成果なり今明らかになっている課題等を踏まえながら、今後、この地区で

の事業及びこの補助事業全体をどうしていくのかを、ここで１度きちんと検証することによって考

えていきたいというのが今回の目的でございますので、よろしくお願いいたします。 

 非常に駆け足でございましたけれども、不明な点等ありましたら、この後、ご質問していただけ

ればと思います。 

○塚本座長 大変詳細な説明をいただきましたけれども、これから委員の皆様方に、いろいろな確

度からご意見を賜りたいと思います。 

 なお、本日は事業者の方々にも控えていただいておりますので、第２回目以降に事業者の方から

具体的に今までの取組、今後の取組等についてご説明いただきたいと思っておりますけれども、今

回の質疑応答の中で、特に事業者の方からご説明いただいたほうがいいのではないかという意見が

ございましたら、座長が指名する限りにおきましてご発言いただくこともあるかもしれませんので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、各委員からいろいろなご意見を賜りたいと思います。 

 今、課長からいろいろなご説明がございました。資料２－１、２－２、事業がスタートした経緯

とか現状、いろいろな問題点、３つの事業の現状、コストがどの程度になっているのかといったお

話がございましたけれども、私として思いますのが、１つは、この事業はある意味では政策的な背

景を持ってスタートしている。バイオ燃料を積極的に導入していこうではないかという国全体の方

針に基づいてスタートしたということでありますし、そういう意味で、この事業の政策的意義とい

いますか、そういうことについて、１つ大きな枠組みとしてご議論があるのかなと思います。 

 ２つ目は、今、３地区でそれぞれ事業を実施していただいているわけですけれども、こういう事

業について、いろいろな角度からの評価が必要なのかなと。食料・農業、それからエネルギー、環

境、まさにそういういろいろな視点から、この事業が果たしてきている役割といいますか、そうい

うものについてそれなりのご議論をいただく必要があるのかなと。 

 それから、地域の活性化といいますか、そういう観点からのご議論もあるのかなと思います。 

 それから、自立化・事業化に向けた取組の内容、前提条件、この辺につきましては第２回目の事

業者のご意見も十分踏まえながらということになると思いますけれども、そういうことも一つのご

議論になるのかなと。 

 ３つ目は、今、まさしく補助事業として農水省のほうで補助されているわけですけれども、こう

いう補助のあり方といいますか、自立化に向けた補助のあり方、事業化に向けた補助のあり方が、

この補助をするという手法そのものが有効な方法なのかどうか、ないしは今後の自立化といったこ

とを考えたときに、何か有効な手法が考えられるのか。 

 それから、これまでの各事業のさまざまな成果があると思いますけれども、こういうものをどう

認識したらいいのか、そういったところをいろいろご議論いただく必要があるのかなというのが私

自身の頭に今、浮かんだ点ですけれども、そういうものも参考にしながら、先生方からこの３つの

事業の自立化・事業化に向けた検証という意味で、この補助事業の検証という意味で、議論すべき

論点をいろいろな角度から出していただきたい。 
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 いろいろな角度から忌憚なく論点を出していただいて、それを第２回以降、事務局も含めて整理

いたしまして、さらに検証作業を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 どなたかご意見ございますでしょうか。 

○沖本委員 まず、この事業に社会的にどのような意義があるのかという話が一番重要だと思いま

す。もしこの事業を民間でやるのであれば、それは民間はきちっと自分のお金でやっていくわけで

す。そして相当厳しく採算を管理するだろう。決してここが甘くやっているという意味ではありま

せんが。 

 こういう補助事業は民間でできないことをやっているのだということであれば、その必要性をし

っかり認識することが必要でしょうね。だから、この事業がエネルギー政策にとってどれだけ重要

なことなのかが、まず先にあると考えます。座長がおっしゃった事業のさまざまな角度からの検討

も、今の脈絡の中で出てくるでしょうね。それから、地域活性化の議論もその中の一部だと思いま

す。 

 これは、やはりおっしゃった補助のあり方の議論等もありますので、まず、これを補助事業でや

ることの意義を明確にすると、おのずと答えが出てくると思います。 

 さらに、今日いただいたこの資料を事前に見てみましたが、これだけだと何が問題なのかが全く

わかりません。計画を立てたときの予想貸借対照表と予想損益計算書があるはずですね。そういっ

たものがしっかりあって、そしてさらに実績貸借対照表と実績損益計算書が必要だろうと思います。

そうするとその差異の分析ができることによって、為替変動等、非常に不幸な事情があったとは思

うのですけれども、そういったことも考えた上できちっと再分析する必要があるだろうと思います。 

 それから、課長のお話にもありましたけれども、では減価償却額を考えた場合に、減価償却資産

額や減価償却の期間はどうだったのだろうかといったことが必要でしょうね。それから原価分析、

原価計算書、キャッシュフローの分析も必要だろうと思います。 

 これをもう一度整理しますと、座長がおっしゃったように補助事業のあり方が１つ、もう一つは、

この事業がどのように採算を見込んでいて何が悪かったのか。大きく分けてこの２つになろうと思

います。 

 コストの話のもう一つの観点として、効率化ということも必要だろうと思います。今、私はコス

トの再分析と申し上げましたけれども、では、どういったところでコストを削減しているのか、経

営マネジメントはどのようにしているのかということにかかわってくると思うので、大きく分けて

この３つかなと、お話を聞いていて思いました。 

○塚本座長 大変重要な点だと思います。政策的な意義、それからいろいろな事業の分析といいま

すか、詳細なコスト分析、減価償却期間、キャッシュフロー、それから貸借対照表、損益計算書等

もきちっと整理して、コストの再分析ですか、それからこれまでの経営努力、マネジメントの努力

の実績等を評価し、今後の見通しも含めてということだと思いますけれども、そういうコメントだ

ったと思います。ありがとうございます。 

 それでは、順番によろしいでしょうか。 

○倉阪委員 まず、このバイオ燃料を推進する政策の背景には、やはりそれなりに妥当性はあった

はずなんですね。エネルギー自給を高めるとかカーボンニュートラルで二酸化炭素対策にもなると

か、そもそもエネルギー効率の高い生産方法であり、日本国内に雇用を生み─というさまざま

な期待はあったわけです。 

 石連のほうの2011年の供給目標は、一応達成しました。ただし、ほとんどが輸入であるというこ
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とで、結果的に国内の雇用対策にはほとんどつながっていない状況である。これからの経済状況を

考えて、円高傾向から円安傾向になってくる中で、日本全体として高コスト構造が払拭されるのか

どうか、それともこの地点、今、選んだ３つの地点がたまたま当初の見込みから外れて高コストに

なってしまったのか、そこは見極める必要があると思います。 

 日本の国内生産を続けていく、それを支援していく価値があるのかどうかですね。日本全体とし

て高コストでアメリカ、ブラジルには立ち行かないということであるならば、国内自給を諦めると

いう選択肢もある。そうではなくて、これは2006年段階の農水省の試算でありますけれども、国内

の規格外小麦でリッター151円。これはガソリン税込みで製造コストが98円という試算が出ていた

りするわけですね。国内の糖蜜でいくと製造コストが90円という試算が出ていたりするわけです。

それに比べるとかなり高コストなんですね。 

 これは原材料が上がっているという話もありますけれども、中身を見せていただきますと、製造

コストもかなり高いということでありまして、2006年の農水省の製造コストという定義とこの資料

の製造コストという定義は若干違うのかもしれませんけれども、例えば北海道バイオエタノールで

は、恐らく平成23年度からてん菜が入らなくなって、さらに製造経費が上がっている。製造経費だ

けで87円とか、それが平成24年度に圧縮されて66円になっていますけれども、それだけでもかなり

高いわけです。 

 なので、この地点に固有の問題なのかどうかという見極めをしたいと思っています。 

 補助金全体で、単純に３万キロリットルで割り戻すと、今、年間出している補助金でリッター83

円ぐらい、単純に割るとそのぐらい出しているわけですね。それを生産拠点にあげるのか、それと

もデマンド側というか、引き取る側の石連のようなところに出すのか。そうするともっと国内で低

コストな生産拠点が手を挙げるような、そういった状況にあるのかどうか、そこも知りたいと思い

ます。そういう引き取り側に補助金を出すとなると、農水省の事業ではなくなるのかもしれません

けれども、国内におけるバイオ燃料の供給を国として支えるということであるならば、そういう生

産側、個別の拠点にお金をあげるというやり方と流通のほうにインセンティブを与えるやり方と両

方ありますので、そこはやはりニュートラルに検討した上で、生産拠点を選ぶという従来のやり方

を続けるかどうかも考える必要があると思います。 

○塚本座長 検討の視点として、この３事業の中におけるコスト分析の結果、製造経費のところと

ともに、いろいろな販売等がかかっているので、事業として見たときに、どの段階で補助をするの

が 適なのか等、そういうところもよく整理する必要があろうというお話だったと思います。 

 私も今ちょっと気づきましたけれども、この製造コストという、例えば資料２－１の８ページの

「製造コスト」と「製造経費」というのが、よく整理しておかないと混乱する可能性がありますね。 

 ８ページの表には製造コスト、例えば平成24年度196円とありますね。それから、９ページの

「製造コスト内訳」という表の中に「製造経費」とありますね。製造経費と言うと普通は製造コス

トのことで、その中に人件費も原料代も含まれていると思いますけれども、その辺のところがちょ

っとよくわからないですね。 

 それから減価償却費あたりも、どのように計算してあるのかということで、私もちょっとよくわ

からないのは、いろいろな補助事業で施設補助とかいうときに、補助したものがどのようにコスト

の中に、本来であれば事業者か負担するところを補助によって負担していない、それをベースに計

算してあるコストなのか、それによっても全然数字が違ってくる可能性もありますので、その辺も

よく整理していただいたほうがいいのかなと。私も気づいたところを随時お話ししていきますけれ
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ども。 

○左近委員 大きく２点伺いたいと思いますが、前提として少し整理したいことがございます。 

 まず１点目でございますけれども、資料２－１の４ページで、世界的にエタノールの生産量が非

常に伸びている。特にアメリカ、ブラジルといった国での生産が非常に増加している。つまり、ブ

ラジル、アメリカは生産ですとか製造ですとか流通も含めて、ある種うまくいっているというか、

成功しているモデルの国だと思うんですけれども、こういった成功している国において、エタノー

ル事業がなぜ機能しているのか。それは両方とも農業大国だという、いわゆる原材料の生産面の話

なのか、あるいは技術的な問題なのか、あるいは流通の問題なのか、こういった国々と日本にはど

ういう違いがあって、差があるのか、その違いや差は決定的に克服し難いものなのか、あるいは何

らかの点をクリアすれば到達し得るのか、そういったところは学べるよい題材ではないかと思いま

すので、そのあたりについて、私自身この分野の専門性があるわけではないので、少し勉強させて

いただければと思います。 

 その上で、農水省さんとしてアメリカ、ブラジルといった先行している国をモデルにして、そこ

をある種ベンチマークとして追従していくようなことをお考えなのか、あるいはそれらの国と違い

があるので日本独自のやり方、方法を探っていかなければならないのか。そういった点での、この

数年、実証事業をおやりになられた現時点でのお考えみたいなところを含めてお聞かせいただけれ

ばと思っております。 

 ２つ目でございますけれども、当初の事業の政策的な目的とか意義は非常にわかりやすく、「な

るほど」ということで、一般的には非常に理解されやすいものだと思うんですが、５年である程度

自立的にやっていくという目標を掲げられた中で、まだうまくいっていない。もし仮に、ここ数年

でこの実証事業をやめてしまった場合の日本としての政策的な損失というか、そういうものはどう

なるんだろうか。単純に国内での生産は非常に厳しいのでやめて、代替的な対応なり措置なりを考

え得るのか、あるいはやめてしまうと何らか将来的に大きく失われるものがあるのか、ないのかみ

たいなところを少し勉強させていただきたいと思います。 

○塚本座長 米国とか、具体的に事業が成立している中で、どのような、例えば農業政策とか技術

の優位性とか流通コストとか、そういうことを分析して日本とどこがどう違うのか、そういうとこ

ろをよく整理すべしということだと思います。 

 それから、米国やブラジルとは事情が違うから全く独立して日本独自のモデルを考えていくのか、

その辺についてどう考えるのかという点。 

 それから、仮にこの事業を中止したときに、政策的にどのような損失があり、何か代替措置があ

るのかどうか。そういうことについて、より整理したほうがいいのではないかというご意見だった

と思います。ありがとうございます。 

○柴田委員 冒頭の谷村課長からの詳細なご説明で、やはり当初のバイオエタノール事業には意義

があったと思うんですね。それは私は現在も続いていると思うんですけれども、ただ、自立化とい

う点でなかなか困難があるというところで、ご説明の中で状況が変わったということでありました。

事業実施後の情勢の変化ということで、なかなか高コスト体質から抜け切れない、それに追い打ち

をかけるように病気の流行とか、いくつか指摘されておりますけれども、これらは一時的な要因な

のか、恒常的、構造的な問題なのかを考えた場合、どうも一時的な要因である。しかも足元では、

情勢もまた新たな変化の局面にあるなという感じがします。 

 先ほどもどなたかの指摘にありましたように、為替は円安の方向に向かいますし、海外の穀物価
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格、水準は高いとはいえかつてのピークから見ると半値ぐらいに落ちておりますし、日本の農政に

おいても水田フル活用、あるいは農業資源のフル活用というところで考えますと、やはりフル活用

していくためには単に農地を維持するだけでは難しいわけでありまして、農業の水利、水資源であ

ったり水源涵養林であったり、人材であったり地域コミュニティ、地域経済であったり、全体の地

域資源の循環といった捉え方が必要になってきているなと思うわけです。 

 すなわち地域資源を丸ごと保全し、さらに活用していく、こういうことがまさに必要になってい

るなと思うわけでありますが、その場合に個別、単独である事業を捉えて採算が合う、合わないと

いう話ではなくて、丸ごとということが重要だと思うんですね。全体と丸ごとは全く違うわけであ

りまして、丸ごとの場合はすべての要因が相互に有機的に結びついて地域の活性化を促していくと

いうことであります。特に北海道の場合、麦類とか豆類、てん菜、馬鈴薯、こういった４品目によ

る輪作体系がもうでき上がっていて、地力が維持されて、そこに雇用が生まれるということであり

ますから、こういう連関の中で位置づけていくことが、まず重要なのかなと。 

 とはいえ、自立に向けた努力も必要でありますけれども、この自立の部分では製造コスト─

何をもってコストとするのかはご指摘ありましたけれども、傾向的には低下傾向にあるということ

で、まだ、実際に現地プラント等を見させていただいた上での判断になるかと思いますけれども、

コスト削減の可能性はまだまだあるなという印象は受けました。 

○塚本座長 事業スタート時の意義はあるのではないかと、ただ、自立化に向けた情勢変化につい

て、特にこれはてん菜のことだと思いますけれども、褐斑病とか黒根病ですか、そういうものにつ

いて、しかしこれは恒常的なものというより一時的な要因が強いのではないかというご指摘ですね。 

 それから、その中でこういう物事を考える際に、やはり丸ごとといいますか、全体の地域資源循

環という観点から考えていくべきではないかというご指摘。ただ、そうは言いながらも自立化のコ

ストのところについて、これまでそれなりの低下傾向もあるけれども、さらにコスト削減あたりが

どうできるのか、現地プラントを見ながら検証すべきだというご指摘だったと思います。ありがと

うございました。 

○沖本委員 この３つの事業の意義は、とにかく考えておかなければいけないのですけれども、も

う一つ考えておかなければいけないのは、生産者の論理からどうしても入ってしまいますね。製造

コストはどのように削減するのか等。しかし、需要をどのように喚起したらよいのかという観点も

必要です。需要を伸ばすことによって、また活路が見出せる可能性もあるかと思うのですね。また、

このいろいろな赤字の原因とか何かが一時的なものであれば、それが回復すればちゃんと製造でき

るようになる。そうであれば、いかにして需要を伸ばすか。これは私もいつも俯瞰学と言っている

のですけれども、需要と供給の全体を見ながら落とし所を見ていくことが大事かなと思います。 

 今までこの議論の中では生産者の論理、コストを下げるとか等の話になっていますけれども、や

はり需要をどうするのだということも考えてやるべきではないかということをつけ加えます。 

○塚本座長 論点として、生産者の論点だけではなくて需要をどうしていくのか、そういう視点も

十分検討すべしというお話だと思います。ありがとうございます。 

 それでは、また後ほどご意見もいただきますけれども、とりあえず今、各委員からいろいろご指

摘がありましたので、それについて総括的に事務局からコメントをお願いします。 

○谷村課長 いろいろありがとうございました。 

 まず、沖本委員からお話があった損益、貸借、キャッシュフロー等のお話でございますけれども、

これは次回以降、また相談したいと思っておりますが、先ほど申し上げましたように、北海道バイ
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オエタノールとオエノンホールディングス、ＪＡ全農とは事業の取り組み方が違っております。北

海道エタノールはこの事業のためだけの会社ですので、会社の損益、貸借イコールこの事業のもの

になりますが、オエノンホールディングス及びＪＡ全農については、全体の企業の運営の中で１プ

ロジェクトとしてやっておりますので、どういう形が可能なのか、どういうものを出せば委員がお

っしゃったことに堪えられるものになるのか、事業主体の方々ともちょっと相談させていただいた

上で、第２回以降、ご説明したいと思います。 

 それから、各委員から補助事業の意義等についてご指摘がありましたけれども、我々も、地球環

境への貢献とかエネルギーなりの貢献とか、食料・農業への貢献という政策的な意義自体は当然あ

ると思っていますが、他方、この事業が自立化・事業化をうたいながらやっているという点がござ

いますので、そういう意味では先ほど倉阪委員からもございましたけれども、この自立化・事業化

を支援するという形でこの事業をやった場合に、これが３地区固有の問題なのか、日本全体の状況

の中で自立化・事業化がなかなか難しい状況にあるのか。地区の問題ではなくて今の国内の状況が

問題なのかというご指摘がありましたので、それについては考え方を整理してみたいと思っており

ます。 

 また、左近委員からお話があった、先進国、いわゆるブラジル、アメリカ等の事例については次

回までに調べられる範囲で調べてみたいと思っておりますが、確かにこれ、エタノールは装置産業

でございますので、基本的には規模が非常に大きな部分であるのは間違いないと思っております。

その規模も、施設を大きくすればするほど当然集めなければいけない原材料が増えてまいりますの

で、原料を運搬する距離等を考えた場合に、日本において施設を大規模化したからといって、それ

に堪えられるだけのものが集められるのかというのは当然あると思いますし、バイオ燃料を使うと

いう社会的な、どの程度使っていくかということについての取組も、やはり我が国より進んでいる

というのは当然あると思います。もともと混合率が高いとか。 

 日本の場合、流通させる場合にはガソリンであれば基本的に３％以内、上限が３％となっており

ますので、特別に許可を取ったりした場合は若干上がることはありますけれども、商売で流通させ

る場合には３％が混合率の上限であります。なので直接混合する場合も３％ですし、ＥＴＢＥとい

う形で添加物を入れる場合も、エタノール由来の部分は３％という上限がかかっております。そう

いう意味では、エタノールを燃料として使っていく場合の使いやすさにも確かに違いはあろうかと

思いますので、そういうところについても整理させていただきたいと思っております。 

 そして、やめた場合の損失というのは、この３地区に限って言えば、まさにその３地区がやって

きた成果なりがどうなるのかという問題もありますし、バイオエタノール生産というのは継続的に

やっておかなければいけないことなのかどうかというのも、多分あると思います。そういうところ

についてはまた整理させていただければと思います。 

 そして柴田委員からお話がありました、状況の変化が一時的な要因によるのか、恒常的なのか。

これは先ほど倉阪委員からもお話がありましたように、自立化、事業化をするに当たっての今の国

内の状況が、一時的な要因を除けば今後、できるような情勢にあるのかどうかにもつながってくる

と思いますので、そういう視点からも整理させていただければと思っております。 

 ちょっと補足ですけれども、今回のきっかけの１つでありました自民党行革本部でのご議論の中

でも、事業の意義自体は当然、国がやることだから何らかの意義があるし、当然エネルギーの問題

なり、この事業がうまく回ればいいことは間違いない、それは否定するものではないと。ただ、そ

れが補助事業の目的どおりにいくものなのか、そういう環境にあるものなのか、そこが問題なんだ
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というご指摘を受けておりまして、今の先生方のご指摘も、まさに意義は認められるものであって

も、その意義どおりに事業を今後、展開していけるのかといった点についてのいろいろなご指摘だ

なと認識しましたので、これについて、次回までに可能な限り整理させていただければと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

○塚本座長 次回以降、事務局から、今日のご指摘を踏まえてよく整理していただければと思いま

す。 

○谷村課長 すみません、「製造コスト」と「製造経費」という言葉ですけれども、コストという

のは単にリッター当たりいくらかかっているかという考え方でやりましたけれども、「製造経費」

というのは、基本的にはプラントの燃料費、光熱費的なものということで我々、整理させていただ

きました。 

 それで、補助事業でございますので、単純に言えばこの経費の中身になっているもののうち、今、

補助対象になっていないものを参考に申し上げると、いわゆる原料を買う経費ですね、調達費、こ

れは補助対象外でございます。なので事業者が自ら払っております。それから減価償却費、これも

当然補助対象から外している。もともと施設は補助対象ということでやっておりますので、減価償

却費は当然、経費全体の補助対象から外しております。その他の部分は基本的に補助対象にしてい

るとお考えいただければと思います。 

 そういう意味では、技術実証で定額で出しているところではありますけれども、原料経費とか、

装置産業ですから当然減価償却が当初、大きくかかりますので、今であっても１リットルつくるた

めの経費のうち、その３分の１強は補助対象の外で事業者が見ているとお考えいただければと思い

ます。 

○沖本委員 そこら辺の話も、原価計算書やキャッシュフロー計算書をつくってもらったらわかる

ので。会計学で言うのと同じ用語を使っていないとわからないのですよね。 

○谷村課長 わかりました。そこは検討させていただきます。 

○塚本座長 その辺、よろしくお願いしておきます。 

 まだ他に先生方からご意見があれば伺いたいと思いますけれども、いかがですか。 

○柴田委員 先ほどのアメリカのエタノール政策ですけれども、あれはもともともっと大きな、国

家エネルギーの安全保障自立戦略というんですか、ご承知のように2007年のブッシュ大統領時代か

ら本格的に始められたもので、要は原油の比率を下げて中東への依存度を下げ、原発、そしてグリ

ーンエネルギーという流れの中で来て、当時は１ガロン─3.8リットル当たり51セントか何か、

当時ガソリンの値段が２ドル弱のときに50セントの補助をつけて推進したものであって、現在も多

分41セントか何かの補助金がくっついている。 

 アメリカの農家からすれば、まさに自分のすぐ近所にエタノールの原料事業という新しい市場が

生まれて、そこに勤めることもできてトウモロコシの価格も上昇して、すべてハッピーだったわけ

ですね。畜産農家は原料が上がって困っていましたけれども、そういう流れの中で出てきたもので、

かなり国の政策絡み。 

 ブラジルの場合は、70年代の第一次オイルショックで原油の輸入赤字が拡大したという流れの中

で、サトウキビのエタノール化を進めてきた。かなり長い時間での戦略的な対応になっているとい

うことで、そういう意味では足元のこの数年間というのは、もっと長い時間軸での政策的な考えが

必要ではないかという気がいたします。 

○倉阪委員 さりとてこのコスト構造を見ると、実際問題として、この３カ所に対して引き続き資
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金を投入するという政策的な妥当性をうまく説明するのが難しい状況にあるのかなと思っておりま

す。 

 先ほどちょっと私が言いましたけれども、この施設にあげるということではなくて、生産された

ものを高く買い上げるような政策に転換すれば、装置産業なので 初の数年間は結果的にこの施設

から出てくるものが買われることになって、この施設に対してもお金が継続的に入ることになるだ

ろう。そういったことで長期的に対応する中で、より低コストな生産拠点がもしもあらわれれば、

そちらのほうに転換する。政策的にも「この３カ所を続けていきます」というよりはうまく説明で

きるのではないか。 

 なので、どこにお金を出すかということですね。この設備を目がけて出すのか、そうではなくて

切り換えるのか、そういったところの政策判断もしていただいたほうが、結果的にいいのではない

かと思っています。 

○塚本座長 今のご指摘は大変重要なポイントだと思います。 

 この３事業の自立化・事業化という補助事業の目的と、より広い意味でのエネルギー政策、それ

から地域政策の中でどこに、ただ単に生産のところに補助金ではなくて、もうちょっと視点を変え

た検討もあるのではないかというご指摘ではないかと思いますので、その辺も今後、よく検討させ

ていただきたいと思います。 

 他に何かございますか。 

 皆さんからいろいろ重要なご指摘があったので、事務局にもまた論点を整理していただきますし、

また、今日の各委員のご指摘も踏まえて検証作業が十分できるような論点整理をさせていただきた

いと思います。 

 それから、これは私の個人的なコメントですけれども、資料２－２の13ページに、新潟での取組

の製造コストが654円と。これは相当差ができているなという感じですし、654円というのは北海道

に比べたらまた約３倍にもなっていますね。その辺について、これは規模が小さいからということ

もあろうかと思いますけれども、そういう話。ただ、ここでは販売単価は、これは124円で販売さ

れているんですかね。16ページ。その辺の、製造コストと販売価格。 

 それから、ここは飼料とかいろいろなものをつくっておられるような感じもありますので、何か

複合的にいろいろな事業を展開するとコストがある意味では薄まるような効果があるのか、その辺

も教えていただきたいと思います。 

 それについては、今後の自立化・事業化、継続事業をどの範囲で見るかにもよると思うんですね。

エタノールの販売だけの範囲で見るのか、それとももうちょっと広い意味での国産飼料とか肥料と

か、そういう観点でもうちょっと広げてみると、何か事業性があるのかどうか、そういうことも含

めて整理していただくとありがたいなと思います。 

○谷村課長 今、座長からお話のありました点、販売価格が北海道の２つと違っているのは、ちょ

っと申し上げましたが、ここはガソリンと直接混合して売りますので、基本的にこの価格は、いわ

ゆるガソリンとして流通している価格見合いの数字となりますので、124円ということでございま

す。 

 そして、装置産業としてのあれでどうしても当初、規模は小さくても一定程度の装置を置く以上

は、製造能力が10分の１だから製造経費も10分の１となるのはなかなか難しい点があるのも事実で

ございますけれども、次回の説明のときには、今日は事業者も来ておりますので、今、座長からご

指摘があったように、この部分だけの収支ではなくて、システム全体を回していく中での農地の関



 18

係であるとか副産物の収入の関係、事業者であるＪＡ全農としてシステム全体としてどのような評

価をしているのか、その部分については今の座長のご指摘を踏まえた形での説明ができるように、

事業者ともよく相談していきたいと思っております。 

 後に、さっき需要側のお話がありましたけれども、今、日本においてバイオエタノールの利用

に関してどういう目標があるか、 後に１点触れておきますと、京都議定書目標達成計画なり2010

年目標なり、先ほど触れた国産バイオ燃料の大幅生産拡大についての2011年国産バイオ５万キロリ

ットルというのはあるんですけれども、今、生きているものとして、平成21年７月にエネルギー供

給構造高度化法というのができていて、その中で、我が国の石油精製業者には、バイオエタノール

を一定量使うという利用目標が設定されております。2012年度から順次ありますけれども、今年、

いわゆる2013年度であれば26万キロリットルが、いわゆる原油換算ですけれども、バイオエタノー

ルの利用目標として掲げられております。これをエタノールに換算すると、先ほど言ったように

0.6で除していただければと思いますけれども、これが順次上がっていって、2017年度には原油換

算で50万キロリットルのバイオエタノールを利用するというのが、今、エネルギー供給構造高度化

法のもとでの利用目標でございまして、今、おおむねこの１割がこの事業主体から出ているエタノ

ールを利用されていて、残りの９割ぐらいがブラジル産という状況になっております。 

 あくまでバイオエタノールの利用目標で国産の利用目標ではございませんで、バイオエタノール

をどれだけ使うかという利用目標になってございます。 

○塚本座長 他に何かコメントございますでしょうか。 

 それでは、先ほど申しましたように、今日のご議論も踏まえて論点整理をさせていただくという

ことでございます。 

 それから、事務局から今後の予定等についてご説明いただきますけれども、山下局長、せっかく

お見えになっていますので、何かコメントがございましたら。 

○山下局長 谷村からそれぞれご説明させていただきましたけれども、本日は座長を初め委員の皆

様、本当にお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日伺いましたご意見を踏まえて論点を整理させていただきまして、次回以降、また貴重なご意

見をいただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。 

 それでは今後のスケジュール等についてご説明いただければと思います。 

○谷村課長 ありがとうございました。 

 既に委員の皆様方には事前にお知らせしておりますけれども、第２回目は２月20日の木曜日10時

から、本日と同じこの農林水産省７階の第３特別会議室で開催いたします。 

 まずは各事業自治体から今後の自立化・事業化に向けた計画についての説明と、もう一点、本日、

委員の方々からご指摘があった内容について整理いたしまして、間に合う限りご説明したいと思っ

ております。 

 あわせて冒頭、座長からお話がありましたように、今日いろいろいただいたご意見を踏まえて論

点を整理させていただいて、それを配付させていただいてご説明させていただきたいと思っており

ます。 

 そして、 初にもご説明しましたが、委員のご意向なりご都合を踏まえまして、今後、現地の調

査もセットさせていただければと思っております。その点についてはまたこちらからお諮りさせて
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いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○塚本座長 それでは、予定では12時までということでございますけれども、議事の進行に大変協

力をいただきましたので、少し早目に終わらせていただきます。 

 これをもちまして第１回バイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会を終了します。 

 どうもありがとうございました。 

午前１１時３８分 閉会 


