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午前９時５７分 開会 

○細川課長補佐 どうも、皆様、おはようございます。 

 定刻より若干早いですけれども、皆様、そろいましたので、ただいまより２回目となりますバイ

オ燃料生産拠点確立事業の検証委員会を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましてはご多忙のところ本日ご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 初にお断りすべきことがありまして、今日、本来ならば司会を務める予定の課長の谷村なんで

すけれども、業務の都合の関係で本日、欠席となっております。代わりに私、細川が代行をさせて

いただきます。また、局長の山下ですけれども、国会の対応が急遽入りまして、欠席となっており

ます。 

 では、早速ですけれども、配付資料の確認をさせていただければと思います。 

 まず、お手元に次第がありまして、出席者名簿、座席図がありまして、次に配付資料一覧と書い

ていますけれども、ここに書いてあるとおり、本日は資料１－１－１ということで、まず、北海道

バイオエタノールさんの事業の自立化・事業計画、次に１－１－２ということで同社の計画の参考

ということでつけております。同じような並びで１－２－１、１－２－２がオエノンノールディン

グさん、１－３－１と１－３－２が全国農業協同組合連合会さんといった順番になっております。 

 また、資料２ですけれども、「バイオエタノール先進国と日本の取組の比較」ということで、Ａ

３の２枚紙の資料を用意しています。次に資料３ですけれども、「３事業実施地区の自立化・事業

化計画の評価を行う上で検証すべき論点（案）」といった１枚ペーパーです。次に参考１というこ

とで、前回の委員会の委員の皆様の「主な指摘事項」ということで、出ています。 

 あと、一番 後につけている資料ですけれども、委員限りということで配付させていただいてお

りますけれども、北海道バイオエタノール株式会社の財務関係書類を委員限りということで配って

おります。会社法で義務づけられている資料の範囲よりも内容が詳細ということもありまして、座

長と相談の上、この資料につきましては、委員限りとしておりますので、あらかじめご了承くださ

い。 

 では、これから、議事に移りますけれども、マスコミの方のカメラ撮影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ければと思います。 

 それでは、塚本座長、進行をよろしくお願いいたします。 

○塚本座長 それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

 今日は、第２回目ということでございますけれども、一応12時までということで予定をしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の議題１ですけれども、先ほどの議事次第を見ていただきますと、議題１は「地区の自立

化・事業化計画」ということになっております。地区ごとに各事業者の方からは、説明が10分、そ

れで、質疑応答で20分ということで、順番に進めさせていただきたいと思います。時間が限られて

おりますので、説明については要点を押さえて、10分以内に終わるように、お願いをしたいと思い

ます。 

 それから、各委員の皆様におかれましては、今回、初めて説明を受けるということになりますの

で、内容に関する質問、疑問点についての確認を中心に今日はお願いして、次回以降、その実現性

とか妥当性につきまして自立化・事業化の観点から検証を深めていきたいと思います。 

 それでは、まず、北海道バイオエタノール株式会社から、説明をお願いいたします。 
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○北海道バイオエタノール それでは、私ども、ご説明いたします。お手元の「バイオ燃料生産拠

点確立事業 自立化・事業化計画」資料に基づいてご説明いたします。 

 資料１－１－１にまとめられている資料をもとに説明しながら、適宜、数値関係につきましては、

資料１－１－２のページをお示ししながら具体的内容を確認願いたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

 それで、資料につきましては、資料１、２という形でこの後はご説明させていただきます。 

 それでは、資料１の１ページからご説明いたします。 

 当社は平成19年６月にＪＡグループを中心といたしまして会社を設立いたしました。工場につき

ましては、平成21年11月より本格操業を行っております。１ページの１の平成19年度事業開始当時

はエタノール製造技術の確立、製造コストの削減等を図りまして平成24年度には補助金に依存しな

い体制を築きながら、平成27年度は事業化を実現することを想定しておりました。 

 この差異につきましては、２ページの２の「事業を取り巻く情勢の変化」で、概要を記載してお

ります。 

 達成できなかった主な要因ですが、中段の参考に記載しておりますとおり、主原料である、てん

菜の作付面積減少に伴いまして、原料調達ができなくなり、小麦及び米への原料シフトを行いまし

た。この中で、国際的な穀物需要の逼迫による原料の価格高騰で製品当たりの原料費が大幅に上昇

いたしました。また、重油等の高騰も運転経費の増嵩の原因となっております。 

 製品エタノールの販売価格につきましても、予想以上の円高の進展の影響を受け、収支的には厳

しい結果となりました。 

 平成24年度実績につきましては、４ページにも記載しておりますが、リッター当たり204円とい

う結果となっております。 

 続きまして、３の「自立化・事業化に向けた取組の考え方」について、ご説明いたします。

（１）の原料の調達につきましては、北海道農業の基幹作物として欠くことのできない小麦、てん

菜、米などの農産物の余剰、過剰、規格外品の有効活用をいたしまして、安定的な原料確保と調達

コスト削減に取り組んでまいります。 

 資料２の８ページの「原料調達・使用計画」をご参照願います。規格外小麦につきましては、効

率運転を考え6,000トンを基本に輸送体系を確立し、安価な原料調達を図ります。てん菜につきま

しては、平成26年産から生産者に対する政策支援制度が見直され、生産者手取りが約８％上昇する

ことから、作付面積の増加が見込まれます。 

 平成28年度以降の原料として計画しております。米につきましてはエタノール製造量を安定確保

するため調達いたします。道内保管品を基本に輸送費の削減を図ってまいります。 

 これらの原料調達を基本にコスト削減の主な内容につきましては、資料２の10ページの原料費及

び原料輸送等費に具体策を記載しております。お目通しをお願いします。 

 （２）といたしまして、「製造技術の確立とコスト削減について」ですが、主な内容といたしま

しては、アといたしまして、工場設備の 大活用と 適操業を図り、満度操業のもとコスト縮減に

つなげてまいります。イといたしまして、酵素等資材費などの製造資材の安価で効率のよい代替品

への置きかえや、工程の見直し改善による製造効率の向上と、平成24年度に導入いたしました省エ

ネ設備の 大活用を図り、燃料費を縮減いたします。これらにつきましても、同じく資料２の10ペ

ージに「運転経費」の項目について記載してございます。 

 （３）といたしまして、「製品・副産物の販売について」でございますが、アとしまして、エタ
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ノール製品については他用途燃料として研究機関を通し連携した取組を含め、有利な販売につなげ

ていきたいと考えております。さらに、エタノールの安定価格の販売体制構築にも取組が必要と考

えます。 

 イとしまして、製品輸送については出荷体制を見直し、輸送の効率化・簡素化による費用削減を

図ります。ウとしまして、副産物については乾燥前蒸留残渣、ＤＷＧといっておりますけれども、

これの飼料化、飼料としての使用拡大と有効性試験確認による液肥用途の普及につなげまして、乾

燥エネルギーの削減を図ってまいります。 

 製品副産物販売計画につきましては、お手元資料２の11ページのほうに記載してございます。製

品価格につきましては、平成25年度の現地価格、あるいは販売価格を基本に、今後の為替等を想定

いたしまして各年度の販売価格を設定しております。 

 （４）の管理費等につきましては、平成28年度に本社機能を工場のほうに移転集約いたしまして、

人員体制の見直しを図り、人件費、一般管理費の削減を図ってまいります。 

 （５）の温室ガス排出量につきましては、エタノール製造効率向上により省エネ、あるいは嫌気

排水設備の 大活用によるバイオガスの有効利用、あるいはＧＨＧ排出量の低い原料等を使いまし

て、ＧＨＧ50％削減を図ってまいりたいと思います。 

 なお、資料２の13ページでは、私ども、粗汁糖液といっていたんですが、表現がロージュースと

いうような形で記載しておりますので、ご了承のほどをお願いいたします。 

 資料１の 後の４ページに、これらの取組を行いまして、平成24年度実績及び29年度、31年度の

計画の費用を積み上げたグラフを記載しております。この中で、24年度及び29年度のグラフでコス

トを削減した内容をご説明いたします。原料費につきましては、てん菜糖液の調達と穀物相場の落

ち着きで小麦及び米の購入単価の低下などによりまして、製品リッター当たり12円の下げを見込ん

でおります。原料輸送等費につきましては、このうち、原料輸送費の小麦及び米の輸送経費につき

まして製品当たりリッター16円ほど削減しますが、てん菜糖液利用に伴います糖液加工費でリッタ

ー当たり10円増加することから、合計では６円の削減となってございます。 

 運転経費につきましては、てん菜原料を使用することによる効果と製造効率向上や省エネ推進、

燃料費、光熱費でリッター当たり11円の削減。安価な代替資源の調達によります酵素等資材費でリ

ッター当たり５円、製造管理費につきましては、原料保管費あるいは各種委託作業費の見直しを行

いましてリッター当たりに10円の削減を見込んでおります。また、本社機能移転による人件費及び

一般管理費の削減につきましても、リッター当たり10円を削減いたします。 

 資料２の14ページにそれらの収支計画に年度ごとの経費の内訳と、同じく９ページに製品リッタ

ー当たりのコストを記載しております。それから、同じくエタノールの製造量、製造効率、製造コ

スト等につきましては、資料２の１ページから２ページの事業目標の項目の中で記載しております

ので、お目通しのほどをお願いいたします。 

 以上、ご説明申し上げましたが、自立化・事業化達成計画に向けまして全力で取り組んでまいり

たいと思っておりますので、ご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げまして説明とさせて

いただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の説明に対しまして各委員の先生方から質問や、ご意見等をお願いしたいと思いま

す。では、沖本先生からどうぞ。 
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○沖本委員 一番 後にリッター当たりいくらという、いろいろな説明がありましたが、これはこ

の資料のどこに書いてあるのですか。例えば人件費が何円とかいうのはどこにあるのですか。 

○北海道バイオエタノール 資料２の９ページ、そちらのほうにリッター当たりのそれぞれの各経

費、製造数量で割ったリッター当たりのコストを掲載しております。 

 それと、同じく資料14ページのところが、全体の金額、項目ごとの金額で、これを製造数量で割

ったものが９ページでございます。 

○沖本委員 拝見していて、これが例えば、10ページに「製造コスト削減の考え方」というのが入

っています。そうすると、ここに具体的にどのくらい削減できるのかということを書いていていた

だかないと、この19ページを見てもちょっとわからないなというふうに思います。 

 ですから、まず、総括表としては、９ページ、10ページがかなり重要な表だと思うのです。私も

これを見るときには、製造コスト削減の考え方があって、この結果、どうしてこういうふうになっ

たのか、その中間地点が抜けていると思います。 

 さらに、副産物では、金額がこのぐらい、平成26年の計画というのがあって、何ページにありま

したか。 

○北海道バイオエタノール 11ページです。 

○沖本委員 11ページ。そこに9,800万円という数字がたしか出ていたと思うのですけど、こうい

った具体的な金額が、ほかの項目でどういうふうになるのか、どの程度の売り上げになるのか、増

減になるのかというところを示していただかないと、この数字を見てもよくわからないと思います。 

 多分、お手元に私が書いた質問資料もいっていると思うのですけれども、その資料の数字を埋め

ていただくことによって、一体本当にこれがどのぐらい増減するのだろうか、どのぐらい増収があ

って、どのぐらいコストが削減するのかという全体像が初めて見えると思うのですね。それが出た

ら、それでは、この数字が本当に削減できるのか、できないのかというのは、個別にヒアリングす

ることにより、より明確になると考えています。 

 時間がない中で作られたので大変だったと思うのですけれども、この次のステップとしては、各

項目の増減がわかって、その原因がわかる、今、結果しか出ていないのですね。 

 それから、もう一つ、余り長くなると恐縮なので、「 大限の効率を図る」という言葉が何度か

出ていると思いますが、これは今までも一生懸命されていたと思うのですが、その上で更に雑巾を

絞るということですか。それとも、今までが甘かったから、もう少し気を入れてやろうということ

なのでしょうか。どういうことなのでしょう。 

○北海道バイオエタノール 私のほうからお答えさせていただきます。今の、私どもの 大能力と

いうのは、１日当たり50キロリットル、これで300日稼働、24時間１日50キロリットル、300日稼働

で１万5,000キロリットル、これをベースにして工場の採算、収支計画を組んでございます。 

 しかしながら、原料の関係、それから、いろんな予算の関係で少ないときは7,500キロリットル

から、多くても１万2,000キロリットルちょっとということで、その工場の能力を生かし切ってな

い。非常に施設投資が大きい装置産業ですから、いかに、製造数量を満度に持っていけるかという

ところが、コストに大きく関わってくる。ここのところが、残念ながら、まだ、この実証事業では

なされてないという、そこのところがかなりのウエートになっております。そのほかにもいろいろ

ございますけれども。 

○沖本委員 私の事前にお渡しした質問資料の中に、損益分岐点は一体どこにあるのかというのも、

多分あったと思うのですけれども、装置産業で固定費が高いので、その損益分岐点の生産量、販売
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量はどの程度かということが重要と思います。減価償却費もかなり落ちてきているので、損的分岐

点はかなり落ちているんじゃないかと思います。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。倉阪委員、どうぞ。 

○倉阪委員 中で頑張れる話と、外部の要因と両方あるわけですね。今回、収益改善が進まなかっ

た要因としては、かなり外部要因が大きくて、外部要因が２つあって、一つが原材料費、もう一つ

がエタノールの販売価格です。両方、当時の見込みから外れている。一番外れているのは、原材料

費だったなんていうふうに思うんですね。2010年に北海道の農協中央会の柴田さんが書かれた文書

の中にも、「原料については当初予定していた規格外小麦の量を減らし、てん菜を中心とした原料

構成となる予定である。原料の９割はてん菜となる。」、そういうふうに書いてありますね。これ

が、全く入ってこなかったということで、これは見込み違いも甚だしいわけです。ここが何とか改

善しないと事業としてはやっていけないのかなというふうに思うんです。 

 そこで、質問なんですが、この資料１の２ページのところの３.で、てん菜については生産者に

対する政策支援制度が見直されたことによる作付面積の増加が見込まれる。この作付面積の増加に

ついて、余剰が出るぐらいに増加するのかどうか。交付対象のところは増加するはずですね。でも、

それを超えて余剰が出ないと入ってこないわけです。そこが、見えないわけです。なので、そこが、

本当に28年度以降入ってくるのかどうかというのが一つ質問です。 

 もう一つは、出口のところですけれども、エタノール販売価格が、リッター120円という形にな

っているんですが、次の資料を見ると、これも前提ですけれども、為替がかなり円安のほうに振れ

ていく、こういうことで、それぐらいでも売れるのではないかということだと思うんですけれども、

本当にそこまで円安が進行していくのかどうか。そこまで進行していくと、恐らく燃料費も上がっ

てくるはずです。だから、そちらのほうの影響もあると思いますから、収支の改善に役立つほどい

い結果が出るのかどうか、その２つです。 

 原材料のところと、あとエタノール販売価格の見通しです、その２つについてお伺いしたいと思

います。 

○北海道バイオエタノール てん菜の増反については、今日、北海道庁の柴田局長がみえておられ

ますけれども、今回、制度が変わりまして８％ですか、収入が増える、てん菜はですね。手取りが

増えるというふうな政策を打っていくということで増反を目指すということと、もう一つ、去年、

おととしから取り組んでございますけれども、北海道庁さん中心に、各製糖工場、８工場、全道に

ございますけれども、これはまさしく農業の６次産業の、北海道の砂糖の製造業というのは大きな

事業、その地域にとっても大きな地域の経済を支える事業になってございます。これを何とか維持

していくためにも、面積を確保していこうというのを、道一丸となって、今、取り組んでいる 中

でございます。 

 その８工場を維持するためには、国の制度も含めて64万トンのお砂糖を作る原料が必要だという

ことになってございます。これは面積でいいましたら、北海道の６万4,000ヘクタールの面積が必

要だということになってございます。そうすると、大体、平年作だと64万トンの砂糖ができる、こ

ういう仕組みになってございます。 

 ただ、豊凶がございますので、去年、おととしみたいな凶作のときは、それが50万トン台になっ

たりしますので、どうしても豊凶のための調整ののりしろがいる、こういうことになります。 

 ですから、作がよくないときでも64万トンを確保するというためののりしろの部分を我々がその

役割をするというふうな考え方できてございます。 
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 そういうことで、道を上げて今、増反運動に取り組んでございます。これはまた、別のお時間で

詳しくしたいと思っておりますけれども。 

 あと、もう一つ、お米の、今、麦とお米を原料にしてございます。これが、この３年ほど、急激

に価格が上がってございます。これは、この間、柴田委員あたりもおっしゃっておられましたけれ

ども、この要因がアメリカのコーンの価格でございます。これは飼料用のコーンでございますけれ

ども、これが近年、大幅に値上げがして、ピーク時８ドルまでいった。これに、私どもの原料を、

麦ですとか規格外小麦、それから、今、政府からいただいております政府米、これに連動いたしま

す。これがピーク時８ドルまでいった。 

 それから、福島の3.11の関係で、日本のお米がぐーんと上がったので、ＭＡ米も含めて政府の在

庫の手持ちのお米も放出価格がものすごく上がりました。それに引きずられて上がりましたけれど

も、今は国際相場も落ち着いてございます。半値以下になってございますので、円安はありますけ

れども、原料価格は落ち着いていくだろうという見方を、私どもはしてございます。 

 円相場については、これは23年に30年までの事業を、私ども、いくらで販売価格を見るか、そし

て、その辺に関わる為替をいくらで見るかというのを出したときに、30年には１ドルが115円にな

ると言ったら笑われました。でも、今はもしかするとなるかもしれない。こういう状況に変化して

ございます。 

 これを、私ども事業を始めたときは、2007年、平成19年は１ドル118円でした。これに対して、

私どもとしては 終的には、この26年、今年は100円と見ていますけれども、29年30年と115円、前

の19年まで戻るだろう。その辺が大体の円の落ち着きどころではないのかなというふうな、これは

ちょっとわかりません、本当にわかりません。ただ、私どもとしてはそういうふうに見ている。 

 あと、それに基づいて輸入価格というのは通関が発表する為替でもって、ドルから円に変わりま

すので、その掛け算です。ですから、残念ながら、私ども、マーケットに私も原価を即、売価で転

換できるわけじゃないですから、ブラジル産のエタノール、輸入価格と連動します。 

 これは輸入する、ドルで輸入するエタノールの価格掛けの為替になります。１ドルいくらか。そ

の為替をいくらで見るか。私どもは為替は115円、29年、30年は115円になるだろうという見方でや

ってございます。 

 すみません、ちょっと長くなりました。 

○倉阪委員 円安になったら、資料２の運転経費の燃料費も上がってくるはずなんですけれども、

燃料費は計画で半減しているんですよね。 

○北海道バイオエタノール これは、一つにはてん菜が入っております。てん菜が入りますと、麦

やお米と違って、その燃料費の使用量が絶対量が劇的に減ります。これは前工程の製糖工場のほう

でほとんど、ビート大根を液化しますので、糖液までしますので、すぐに発酵できるということで。 

 それから残渣が出てまいりません。ですから、今残渣を乾燥させて乾燥飼料にしていますけれど

も、この乾燥代もかからないということで、まず、一つには燃料代が劇的に下がります、使用量が

減ります。それと、もう一つは、今、農業団体を挙げて私どもの使用する燃料代について、特別な

対応を今、していただくということになってございます。 

 将来的にこのまま、日本が高い原油を買い続けるというのも、また、いかがなものかなと思って

ございます。 

 以上です。 

○塚本座長 それでは、左近委員、いかがですか。 
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○左近委員 ご説明ありがとうございます。 

 この資料１の４ページのＡ３紙のところで、収支に改善が少なかった要因として、４点挙げられ

ていますけれども、他方、この下の24年度の当初想定と24年度の実績、これをコスト別に比較しま

すと、際立って高くなっているのが運転経費の部分、それから人件費の部分、それから原料費の部

分かなというふうに、あと、減価償却費というふうに読めるんですけど、このコストに関して、皆

さんの取組で対応できたのにできなかったのか、もしくは外的要因の影響だったのかということも

含めて、なぜに、こういうふうな形の結果になったのかというところについて、少し端的にご説明

いただけるとわかりやすいかと思います。よろしくお願いします。 

○北海道バイオエタノール どう経費を縮減できるかということですか。 

○左近委員 なぜ、この当初の想定と実績を比べたときに、例えば原料費に関してはほぼ倍近くな

っていますし、同じように人件費も倍弱、運転経費にすれば倍弱というふうになっているのは、ど

ういう原因だったのかというところが、上に、進まなかった要因として要約して書かれているんで

すけれども、コスト別にどうだったのかというところについて、少し端的にご説明いただけるとあ

りがたいところです。 

○北海道バイオエタノール まず、先ほど一番 初に言いましたけれども、１万5,000キロリット

ルをベースにしてございます。ですから、これは下に書いていますけれども、１万1,000キロリッ

トルでございます、製造後の実績は。 

 ですから、当然、工場コストの中でも、減価償却費、これはとんでもなく高くなってございます。 

 それから人件費、今、おっしゃったようにもちろんそういうことになってございます。それから、

原料費、これも想定から見たらはるかに高くなってございます。 

 それと、もう一つは、私ども、先ほど申しましたけれども、21年、22年と、てん菜が、過半をて

ん菜で製造してございました。これの技術でずっと、20年、21年、22年ときたわけですけれども、

てん菜がゼロになって、23年から全く製造方法が世界に類を見ない、お米と小麦と両方混ぜた運転

方法の技術をどう確立していくか、というのが大きな課題になってございました。 

 ある日本の大手のメーカーさんとも、いろいろ酒造メーカーさんともご相談をしながら、技術の

教えを受けながら、23年から全く違う技術で製造し始めたというふうなことがございます。これは、

複数で作っているところは世界のどこにもございません。 

 それで、その影響も23年、24年、実はございました。そういう関係で、当初の設定から見たら製

造原料費もかなり上がっていく、こういうことでございます。 

○左近委員 ありがとうございます。 

 てん菜の費用に関しては、このコストでいうと運転経費、原料費、どちらのほうに影響が出るの

でしょうか。 

○北海道バイオエタノール てん菜を使いますと、原料費は安くなります。で、ここでいうと、原

料輸送費等という、「等」のところにてん菜の加工費が入ってございます。 

○左近委員 そうすると、運転経費が倍ほどになったというのは、どういう理由からでしょうか。 

○北海道バイオエタノール それは今、一般的なことを申しました。24年はてん菜を使ってござい

ませんので、製造経費というのは、てん菜を使わないと、まず、粉砕をして、米ですとか麦を粉砕

をして、液化をして糖化をするという。てん菜ですと、もう糖化されたものが入っていますので、

すぐに発酵工程に持っていけますけれども、麦・米ですとそういう工程がありますので、その辺で

の製造経費がかかるということと、あと発酵させるための酵母ですとか、栄養源が酵素ですとか、
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そういう資材が非常にかかる、こういうことになっています。 

○左近委員 そうすると、ちょっと要約すると、てん菜が調達できなかったゆえに、運転経費及び

原料費が倍近くかかった、そういう理由でしょうか。 

○北海道バイオエタノール はい、それが非常に大きいです。 

○左近委員 もう一点、 後に、計画の生産量が未達だったというのは、どういう理由からでしょ

うか。これも原材料費の問題でしょうか。 

○北海道バイオエタノール 一つには、実は、てん菜に、理想的なのはてん菜８に対して小麦２な

んですけど、これですと、１日50キロリットル、スムーズに私ども24時間回すことができます。 

 で、これが小麦だけですと、30キロリットルちょっとしか出ません。非常に製造に負荷がかかる

ということもございまして。そういうこともあって、てん菜がない場合に、なかなか１万5,000キ

ロリットルつくれないという現状がございます。 

 それともう一つは、予算の関係もございます。 

 その２つが大きな要因で、作れなかったということでございます。 

○左近委員 ありがとうございます。 

○塚本座長 柴田委員。 

○柴田委員 ご説明ありがとうございました。 

 私も４ページのグラフの比較のところで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、収益のところ

で、収益はエタノールの販売と副産物の販売からなるということですが、エタノールの販売価格と

いうのは、先ほどの２ページのほうの参考の表から見れば、販売というのは、まさに上の為替国際

マーケットに連動してくるという、こういう見方でよろしいですか。 

○北海道バイオエタノール それと、今、大きくもう一つ影響しているのが、ご存じのように、ブ

ラジルの通貨が非常に不安定だということがございます。で、これは現地ではあくまでもエタノー

ルの場合には、大体10％から15％ぐらいが輸出に回る。過半はご存じのようにブラジルの燃料、ガ

ソリンの代替燃料になるわけです。 

 ですから、ほとんどレアルの価格で流通しているわけですけれども、それを輸出代行者の方はド

ルで買われる、こういうことですから、今、レアルは非常に安くなっているということで、その辺

の影響はかなり受けております 

○柴田委員 レアルも確認したら、平成19年の時点では、１ドル当たり1.94レアル。で、24年は

1.95、ほとんどここは変わっていない。現在が2.2ぐらいですかね。 

○北海道バイオエタノール そうです。直近にかなり影響されてございます。 

○柴田委員 レアル安には振れてきていますね。ただ、今、円ドルでいくと２割ほど現状は為替が

安くなってきている。レアルを円建て、円レアルの関係で見ると46円ぐらいですかね、今。 

 だから、これがどういうふうに、４ページのところで、29年度というのはどういうふうに、為替

が安くなる部分がそのままエタノールにも反映されていくのか。 

○北海道バイオエタノール 端的に申しますと、去年の販売単価が、24年度が83円でございました。 

 エタノールの私どもの販売平均単価がございます。このときの去年の為替が、79円82銭でござい

ます。今までの 安値で、年平均でございます。 

 今年、為替が25年は97円65銭になってございます。私どものエタノールの売りが97円50銭ですか、

こういうことになって、まさしく、もくろみよりもちょっと安いのは、先ほど直近のレアルドルの

関係でございますけれども、まさしく我々の販売価格と為替とはまさしく連動している、こういう
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結果になってございます。 

○柴田委員 一方で原油高というのは、この重油価格を押し上げて原料高になるので、コスト面で

負担が続く。 

○北海道バイオエタノール その辺は、シェールガスからシェールオイルからいろいろございます。 

 それから日本の貿易赤字云々の中で、果たして今のままのオイルの価格でいいのかということ

等々も含めて、それから先ほど申しましたけれども、この１月からは私ども農業団体のグループを

挙げて、私どもの供給もいろいろ考慮していただいた、こういうことです。 

○柴田委員 あと、もう一点ですけれども、副産物の販売ですけれども、これは24年当初、想定よ

りは倍になってきていますね。ここはご説明あったかもわからないですが…… 

○北海道バイオエタノール これはちょっと説明しないとわからないと思うんです。 

 当初は、糖液がメインで製造していました。糖液の場合はほとんど副産物になる残渣がございま

せん。ですから、２％ぐらいですか。で、小麦が大体残渣にいって回る量が大体２割ぐらい。お米

で大体、私どもは12％ぐらいで計算しています。 

○柴田委員 残渣の出るものを使ったということですね。 

○北海道バイオエタノール そういうことです。当初から見たら、残渣を乾燥させて高品質の飼料

としますので、私どもはＤＤＧと言っています。オエノンさんはＤＤＧＳとしてはやっていますけ

ど。で、高タンパクな飼料を畜産の方に供給している、こういう形になってございます。 

○柴田委員 だから29年度については、また、てん菜というものに移動するようになったらどうな

るのか。 

○北海道バイオエタノール そうです。ですから、ＤＤＧの乾燥した飼料の量が少なくなる、こう

いうことでございます。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。どうぞ。 

○沖本委員 今、個別にいろいろご説明していただいたのですけど、やはり一つの核となるところ

がないと、どうしても議論が拡散してくると思うのですね。 

 例えば、せっかくお作りになった販売とか原材料とか原料輸送等とかいうところに絡めてそうい

う説明を一度、きれいに整理していただくとわかりやすいと思います。 

 実は、事前に質問事項を投げかけてあります。どうしてかというと、この委員会の会議中では、

とても時間が短いので聞き切れないということで、私の書いた質問資料を渡してあります。ですか

ら、それを答えていただくと、かなり明確になるかと思うのですね。 

 ぜひ、そこら辺をうまく説明していただいて、かつ、この各項目でどれだけ増収になるのか。そ

の増収になるのは、今は副産物ができるものを使っていたからできたのだけれども、今後はこうな

るとか、もう少し具体的にしていただかないと、わずか４回か５回ぐらいの委員会で、我々が判断

する材料ができないと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○塚本座長 よろしいですか。では、どうぞ。 

○倉阪委員 私、また一つ質問があります。お聞きしていると、やはり、てん菜を使えるかどうか

というのは、かなり大きく効いてくると思うんです。 

 当初は、交付金対象外てん菜を見込んでいたわけですね。今回、北海道庁の新しい取組によって、

こちらの原材料として納入されるものというのは、何か８％ですか、特別のインセンティブがつく

ことになるのか。それとも、インセンティブがつくのは、お砂糖としての原材料に限っていて、農

業予算のいわば見込み違いの部分に頼って、てん菜を仕入れようとしているのか、そこはどちらな
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んですか。 

○北海道バイオエタノール てん菜支援の仕組みをお話しすると長くなるんですけれども、実際に

は、てん菜が売れて製品になったときの品代と、数量当たりの価格というのが、二本建てで生産者

に支払われる仕組みになっています。それが両方合わせて、大体１万8,000円ぐらいの価格になる

んですけれども、今回、国のほうで支援をしていただける、法の制度が変わりまして、てん菜は糖

分取引になったんです。糖分に応じた価格を重量に応じて支払いをする。そういう価格になってお

りますので、その基準糖分の価格が、糖分の基準が下がったんです。今まで17.1％だったものが

16.3％まで引き下げました。それに伴って、生産者の収入というのが約８％増加をいたします。 

○倉阪委員 それは、お砂糖として売れたら収入が増えるということであって、こちらのバイオエ

タノールの原材料として出した場合は、その部分ではプラスはないというふうに考えてよろしいの

ですか。 

○北海道バイオエタノール そのプラスになった分というのは、国が支援をしている部分ですから、

64万トンを超えた分というのは、交付金、国の支援がない部分になりますので、それとは関係ない

といいますか、交付金がない場合は、国際的な粗糖相場に連動した価格で買うことになります。要

するに国の支援がないわけですから。 

○倉阪委員 そうすると、交付金対象外のてん菜を見込んでいる、そこは変わらないわけですよね。 

○北海道バイオエタノール そうです。 

○倉阪委員 そこは変わらないわけですよね。 

○北海道バイオエタノール はい。 

○倉阪委員 だから、そこは、いわば農業者の見込み違いに依存をしようとしている。仮に、てん

菜がたくさん作られたら余ってくるけれども、不作の場合は入ってこない、そういう不安定な原材

料供給であるということは変わらないということでしょうか。 

○北海道バイオエタノール そうですね。全体的に生産者は、作付動向がプラスになるといえば、

当然そういう中で出てくるのかな、そんなふうに思っていますけれども。 

○塚本座長 ちょっと時間も経過しておりますので、今日は概要について、骨子等の概要について

ご説明いただき、まだ十分に各委員の先生方の十分な情報がまだ、今日のご説明だけでは、不十分

な点もあろうかというようなことの意見があったようです。 

 それで、私として、全体的に総括しますと、この資料２の９ページ目、10ページ目、特に10ペー

ジ目、これは沖本委員からもお話がありましたように、この各コスト削減の考え方について、ずっ

とここ、文章で書いてございますね。これをもうちょっと内訳を、例えば、原料の多様化に取り組

み、原料購入費を削減するとなって、あとは結論が670万円の原料費削減と、米代が、この辺がも

うちょっと分解しないと、分解とともに年次展開も含めてどういうふうに、どういう原料を想定を

して、それがいくらで想定し、どういうふうに下がっていくのか。それと、多分、てん菜のところ

と一番関係あるんじゃないかと思うんですけれども、その辺を少しブレイクダウンしていただく必

要があるのかなと思います。 

 原料費、それから、原料輸送費ですか、それから、特に運転経費あたりのところは。そういうと

ころをより整理していただく必要があろうかなと思います。 

 それから、先ほどの資料の１の４ページ目の、改善収支が進まない理由で一番大きい原料費の増

大、運転経費の増大、これはとりもなおさず、多分一言でいうと、てん菜が使えなかったがゆえに、

結果的にこういう話になったという要因がどうも一番大きそうですけれども、その辺については、



 11

もう一度、数字でその内訳を明示していただく必要があるのかなと思います。 

 それから、自立化に向けた取組で、ここに４の右側にずっと、まさしく書いてございます。これ

は先ほどの、コスト削減の考え方あたりと同じですけれども、ここに自立化・事業化に向けた取組

の、ずっとここに項目を列挙してありますけれども、ここをもう少しブレークダウンして、どうい

うふうにして自立化・事業化に向けた取組を図っていくのかというのを定量的に説明しないとなか

なか理解するには、ということでございますので、その辺について、少し、また整理をしていただ

いて、また次回以降お聞かせいただくということでお願いします。 

 その辺については、また事務局からも、少し整理をしてこういう資料を作っていただきたいとい

うようなことをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 今日は、どうもご説明ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、オエノンホールディングス株式会社様から、ご説明をお願いいたします。 

○オエノンホールディングス それでは、「バイオ燃料生産拠点確立事業 自立化・事業化計画」

をご説明していきます。 

 私、苫小牧の工場の工場長をしております松本です。 

 初に、オエノンホールディングス会社の紹介を若干したいと思います。そこに酒造会社と書い

てあるんですけれども、いわゆるバイオエタノールに関連する酒類、工業用のアルコールの生産を

行っております。 

 当社、旧社名を合同酒精というんですけれども、戦前、北海道の旭川で馬鈴薯、これジャガイモ

ですね、それとトウモロコシ等を原料として酒類用のアルコールを生産しておりました。その一方、

やはりトウモロコシを原料として、航空燃料のアセトンブタノール、この発酵も行って販売をして

おりました。ですから、70年経って、また当社で燃料のアルコールを生産を開始したという形にな

ろうかと思います。 

 それでは、平成19年度の事業開始当時の想定の部分をご説明していきたいと思います。 

 エタノール製造技術の確立、施設稼働率の向上や、減価償却費の減少により、製造コストを削減

するとともに、エタノール販売のほかに製造過程で発生した副産物、これは蒸留残渣を濃縮乾燥し

たもの、ＤＤＧＳと称しておりますけれども、飼料として販売することによる収益の向上を図り、

平成24年度には事業化を実現することを想定していた。 

 そして、原料となる道産多収米については、北海道農業研究センターで育種された多収米品種、

「きたあおば」の試験栽培が始まったばかりであり、不足分はＭＡ米で補塡する計画である。 

 事業開始時の原料米単価は輸送保管費を含めてキログラム当たり15円、エタノール販売価格はリ

ッター当たり100円として事業収支を試算しております。 

 ですから、非常に安い単価で原料単価を想定していたわけなんですけど、リッターに直すと原料

費としては33円。で、収益が106円となっているんですけれども、100円がバイオエタノールの単価、

６円が、この当時１万5,000キロリットルのバイオエタノール生産で3,000トンのＤＤＧＳ、これが

大体30円前後で販売できるだろうということで、それを１万5,000キロリットルで割ると６円とい

うことで、収益としては106円を想定しておりました。 

 それでは、次のページ、２ページ目、２の「事業を取り巻く情勢の変化」についてご説明してお

きます。 

 エタノール製造技術の確立、製造効率や品質適合度についての目標は達成したものの、国際的な

穀物需要の逼迫による主原料の価格高騰、重油等の光熱費の高騰等により、製造コストの削減が当
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初の想定どおりに進まなかった。 

 これは、後ほど原料の項目で、もう少し詳しく説明しますけど、その後、また製造されたエタノ

ールはブラジル産エタノール価格に関税等が加味された価格で、横浜市根岸精油所に販売されるこ

とになっているが、予想以上の円高の進展の影響を受け、収益も当初の予定どおりにならなかった。 

 そこに参考として、原料米の想定当時の価格、それと平成24年度の状況ということで、米がキロ

当たり15円、それに対して24年度の状況がキロ当たり36円。また、燃料として使用しております重

油が65円に対して78円。また収益に大きく影響するエタノール販売価格についても、想定が100円

に対して24年が80円という形になっている。 

 エタノール製造数量は当初24年度１万5,000キロリットルの生産を計画していましたが、24年度

の状況については１万2,600キロリットル、約80～85％の操業で終わってしまっている。 

 で、この辺の単価については、資料２の６ページをごらんいただきたいと思います。 

 そこに平成24年の実績ということで、上からエタノールリッター当たりの原料費、原料輸送等費

が記載されておりますが、例えば先ほど原料がキロ当たり、輸送費も含めて15円、リッター当たり

の原料費が試算すると33円ということで計画を立てていたんですけれども、24年度の実績について

は63円プラス27円ということで、原料調達費合計で90円となっている。ここで大きな開きがある。 

 更には人件費、それと運転経費等、これを全て足し込んだのが、いわゆる我々が当初考えていた

製造経費ということで考えていたんですけれども、これも当初見込んでいた50円に対して78円でし

た、この辺の合計が。 

 ですから、これも大きく差が出ているということで、 終的に平成24年の実績が196円というこ

とで、先ほどの計画、99円のほぼ倍の単価になっているということであります。 

 続いて、それでは、こういう状況の中で、自立化、事業化に向けた取組の考え方をご説明してい

きたいと思います。 

 初に、取組の前提となるものが、資料２の１ページ目の下、事業目標であります。ここには、

バイオエタノールの製造量、販売量、更にはバイオエタノールの製造効率等々が計画されておりま

す。で、昨年の平成25年、本年度の見込みが9,132キロリットル、これはもう既に製造を終了して

おります。 

 で、26年度以降の計画なんですけれども、26年が9,000キロリットル、27年が１万2,000キロリッ

トル、28年から操業100％、１日50キロリットルの300日稼働で、１万5,000キロリットルを製造す

る計画を立てております。 

 ここの③のバイオエタノール製造効率を見ていただきたいんですけれども、これはお米１トンか

ら何キロリットルのエタノールができるということの効率です。目標値が白米が0.49、玄米が0.45

ということなんですけれども、もう既に平成23年の段階で、この製造効率の目標は達成しておりま

す。 

 で、基本的にお米中のデンプン量を考えると、これ以上の効率アップは非常に難しいです。とい

うことは、例えば製造コストを下げる場合には、このエタノール収率を高めるのが一番簡単なんで

すけど、その手法はもう当社、これ以降はとれないというところであります。 

 それでは、具体的に製造コストの削減に向けた考え方を原料費、運転経費、そしてエタノール輸

送費、一般管理費の削減の順序で、ご説明していきたいと思います。 

 まず、原料費の削減、ここでお話ししておきたいんですけど、当社で使う原料、主にお米を使っ

ているんですけれども、コスト低減の前に、どうやってこの量を確保するか、これも非常に大きな
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問題であります。 

 で、その辺の具体的な調達計画が資料２の４ページをご覧いただきたいと思うんですけど、先ほ

ど冒頭で、この事業が始まった当時、バイオ米はまだ、いわゆる多収米が試験栽培が始まったばか

りで、それをＭＡ米、政府所有米でカバーしていくというお話をしたんですけど、平成24年の実績

を見ていただいてもわかるように、実際に、道内で調達できた道産米は728トン、それに対して政

府所有米ＭＡ米が２万5,000トンということで、この事業そのものが、いまだ政府所有米、ＭＡ米

に頼ってしまっているというところであります。 

 確かに、いろんな事情によって、道内での多収米栽培が進まなかったんですけど、今後のいわゆ

る原料調達計画においては、やはり原点に戻って、道産といわなくても国産米を使ったバイオ生産、

エタノール生産を行っていきたいということで、その４ページの上の道産バイオ米、東北バイオ米

ということで、順次、数量を増やしていく。さらに、購入単価も下げていくという計画を作ってお

ります。 

 で、道内がたしか、昨年の実績で、飼料米を入れても多収米の生産が500ヘクタールぐらい、非

常に微々たるもの。それに対して東北が、もう昨年、既に北海道の10倍ぐらいの面積を栽培してい

る中で、いわゆる、今後、道内だけでなく、東北地方にまで広げて、このバイオ米の調達を図って

いきたいというふうに考えています。 

 この考えの一つのベースとなるものが、昨今、減反廃止に伴う飼料米の増産を国の政策で考えて

いる。で、今までは多収米、飼料米に関しては、面積当たりの補償、いわゆる面積払いです、数量

がどんな低くても１反当たり８万円を出すというものが、今後、飼料米については、いわゆる数量

払い、ですから、一定の面積の中で収量を上げるほど、いわゆる補償が増えていく、こういう制度

を飼料米だけでなく、バイオ米にも広めていただいて、その中で当初目標としておりました国産の

多収米を使って、バイオエタノールを生産していきたいというのが４ページの思いです。 

 ですから、原料多様化で、いろんなものがそこに記載されています。白糠、小麦（４等粉）、そ

れといろんなぬか類です。ただ、やはり24年度、これらのいろんな原料を使って試験をやってみた

んですけど、苫小牧工場のプラント自体がお米、いわゆる丸米を原料として設計している中で、そ

れ以外の原料を使うのは非常に厳しいという中で、やはり今後は原点に戻って、お米、いわゆる国

産米を使ってバイオエタノールを生産していこうという考えをそこに記しております。 

 次に②、運転経費の削減、これについても具体的な単価として６ページに記載されております。 

 人件費については、当然、生産数量が増えれば単価は下がっていくんですけど、この中の計画と

しては現在、苫小牧工場33名で運転を行っているんですけれども、これを 終的に平成29年には20

名まで減らしていく。 

 さらに、この人件費の中には、いわゆる工場以外、本社費用を含めて人件費が入っていますけど、

これらについても経理業務とか、あるいは開発業務、これは研究所のほうでやっていた部分なんで

すけど、これらを全て苫小牧のほうに集約して、今現在、24年のリッター当たりの単価24円に対し

て、 終的には10円まで引き下げていこうというふうに考えております。 

 そこに、あと、酵素資材費、あるいは燃料費、水、光熱費に関しても仕込み配合の 適化、原料

処理から飼料化工程までの全行程の見直し、改善等によりコスト削減を実現する。先ほど申しまし

たように、もうエタノール収率はこれ以上高めることができませんので、燃料費、水、光熱費につ

いては、それぞれについて毎年、目標を決めて削減。その中で徹底した削減を図っていく。 

 その方法については７ページの製造コスト削減の考え方にまとめております。 
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 続いて、３番目、エタノール輸送費。一般管理費の削減について、そこに記載のとおり横浜から

室蘭へのＥＴＢＥタンカーを利用して、エタノール、いわゆる帰り荷物として、こういうことがで

きないかとか。 

 あるいは当社、先ほども申しましたように、苫小牧工場でもお酒、酒類、あるいは工業用のアル

コールを生産しているんですけど、その原料であります粗留アルコール輸送タンカーの有効活用を

図って、海上輸送費の削減につなげていきたいというふうに考えております。 

 本社管理費、これ一番下の一般管理費の部分なんですけど、等については、補助金の管理業務、

エタノール及び副産物の営業活動、更には基礎研究所業務を苫小牧工場に集約することで削減する

ということで、平成24年がリッター当たりが４円ですか、これを 終的には27年が１円、28年から

はもう本社管理費はゼロにするという考え方であります。 

 後に、エタノール販売及び副産物販売ということで、これまで、平成21年から平成24年、ある

いは25年までの実績を見ると販売価格の低さ、あるいは年間月ごとの大幅な変動、これはもう事業

の自立への大きな妨げとなっており、エタノールの一定価格買取制度、これは、例の太陽光発電の

電気みたいなものなんですけど、これを導入していっていただきたい。 

 当然、仕組みの導入に当たっては、国産バイオ燃料の理念、農業政策、エネルギー政策、環境政

策を、こういう点で検証して、本当に国としてこの事業が必要だという位置付けを明確にした後で、

こういう議論が出てくるのかなというふうには考えております。 

 また、米からのエタノール生産において、循環型農業を確立するために未乾燥蒸留残渣、これは

ＤＷＧＳ、の水田における元肥、液肥としての利用を推進するとともに、畑作地、牧草地で利用も

展開していく。 

 また、苫小牧近郊の養豚場への供給を継続的に行い、米由来、ＤＷＧＳの有効性を確認し、販売

価格のアップにつなげる。これも昨年、近場の養豚、かなり大きな工場というか飼育設備なんです

けど、今、リッター当たり１円で販売しています。ただ、これだとＤＤＧＳ、いわゆる乾燥させて

販売したほうが利益が大きいということで、その辺の販売価格の見直し、この辺も継続的にやって

いく必要があるかなというふうに考えております。 

 後のページに、これまでのまとめということで、平成24年製造コスト196円、これを平成29年

には製造コストを116円、さらに、平成31年には110円まで下げていく。 

 収益については、販売価格を100円と設定して、この10円が、いわゆる当初もくろんでいた６円

でしたか、ＤＤＧＳとＤＷＧＳ、これを10円上げて収益としては110円ということで、先ほど申し

ましたように、特に原料の価格、これはこれから多収米、いわゆる飼料用を含めた仕組みがどうな

るかによっても変わってきますし、販売価格についても、いわゆる円安だけで本当に高値が維持さ

れるのか、非常に心配な部分もあります。 

 ただ、我々としてはアルコール製造会社として、いわゆる運転経費、製造経費、この部分につい

ては、非常に難しいです。これまでかなりの省エネをやってきていますので。 

 それでも、さらに、雑巾を絞ってじゃないですけど、この部分の取組をきちんとしていきたいな

というふうに考えています。 

 以上です。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 それでは、各委員からよろしくお願いします。 

○沖本委員 どうも、ありがとうございました。 
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 やはり、先ほどのお話と同じように、６ページ目と７ページ目のリンケージ、これがどういうふ

うにしてこういうふうになっていくのかということの説明がないと判断がしにくいということだと

思います。事前に質問資料を出しているところも、これをどうして実行するのですかという質問な

ので、ぜひ、そこのところをしっかり答えていただきたい。 

 さらに、ご自分の力でなるものと、ならないもの、というものを分けておかないといけないと思

うのです。 

 それが、今のご説明にありましたように、多収米は面積払いから数量払いになりましたね。そう

するとバイオ米もそういうふうにしてほしいということであれば、これはどういうふうに、どのタ

イミングでこれを実現するために、どういう手を打っているのかということまで考えておかないと

まずいのではないかと思います。 

 いろいろ絞るところはもうないというふうにおっしゃっていますけれども、本当にそうだとは思

うのですけど、それであっても、ここはこういうふうにしてこういうふうになるのだというところ

を、ぜひ、ご説明いただければありがたいと思います。 

○塚本座長 倉阪委員。 

○倉阪委員 こちらのほうは、お米を原材料とするということで、政府所有米にかなり頼っていた

ところがあるということですが、恐らく、政府所有米についてもいろんな用途で引き合いがあって、

なかなか安定的に安く入手することができないということなのかなと思うんですが、これは、農水

省さんに聞いたほうがいいのかもしれませんが、今後の政府所有米の供給可能性、バイオ米を倍々

ゲームで上げていくにしても、なお、政府所有米のところはかなりあるわけですね。 

 だから、そこについて、平成29年からの新規原料に、その分が一気に入れかわるような形で４ペ

ージに書いてあるんですが、これは何かというのもあわせて聞きたいのですけれども、恐らく、こ

んなにすぐに、この分量を入れかえることはできないと思うんですが、ここの新規原料とは何かと

いうことを、事業会社さんにお聞きして、政府所有米の今後の供給可能性については、農水省さん

にお聞きしたいというふうに思います。 

○塚本座長 ありがとうございます。左近委員、お願いします。 

○左近委員 先ほど、沖本委員からの発言でもあったのですが、この資料２の６ページ目と７ペー

ジ目の関連というのは、 初の事業者さんを含めて、非常に大事になってくると思います。 

 特に皆さんの努力によって、実現が確実に見込まれる部分と、外的要因によって非常に影響を受

けやすいようなものというものは、きちっと分けていただくとともに、先ほどのてん菜の話もそう

ですし、今回の米の話もそうなんですけど、例えば通常のシナリオでいくとこういう状況だ。悲観

的な状況というだと、こうなる。 悪の状況だとこうなるというような、いくつかのシナリオとい

うのが、おそらく過去の経験から描けると思いますので、おそらく３つぐらい何らかのシナリオを

描いていただいて、仮にこういう状況になった場合には、こうなってしまうというところも可視化

をして、どこにリスクがあって、そのリスクというのは、どういう見込みなのかというところを見

えるような状況にしていただくと、おそらく、この対策についてもよりわかりやすくなるのではな

いかなというふうに思っています。 

 特に、今回24年の達成見込みが実現できなかったということで、そのあたりはかなり、事業者さ

んのほうも、農水省さんのほうも、厳密にストーリーを描いて、全て外的要因でだめでしたという

ことでは、多分、今回は済まないと思いますので、その辺りをかなり慎重にというか、厳密に分析

していく必要があるのではと思います。 
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 それで、一点、質問なんですけれども、先ほどの一つ目の事業者さんに関しては、てん菜だとい

う話が一つポイントだったと思うんですけど、こちらのオエノンホールディングスさんの場合は、

米の問題がやはり非常に大きかったというふうに、当初の想定に達しなかったのは米の問題だとい

う形の理解というか結論なんでしょうか。よろしくお願いします。 

○オエノンホールディングス もともと、基本的には、実証期間、21年から23年まで実際にバイオ

エタノールを生産しているんですけど、この期間に全てＭＡ米を道産米に置きかえるという計画で

ありました。ただ、実際にはかなり無理のある計画でした、当初から。それでも、やはり道産米が

たかだか500トン、面積で100ヘクタールとか150。ですから、これはやはり当初想定したものに比

べても、かなり進捗としては悪かったのかなというふうに考えています。 

○塚本座長 ありがとうございます。柴田委員。 

○柴田委員 全体の感想というか、ちょっと伺いたいんですけれども、４ページのグラフの推移の

ところで、コスト面と収益面、収益については、余り無理な収益増加を想定しておられなくて、現

実的なのかなと。 

 したがって、問題はこのコストですよね。コストが倍になってしまった部分と、それがまた半減

するという、こういうふうな見通しになっているわけですけれども、その中で、再三、ほかの委員

の方からもご指摘があったように、原料費の部分が、どう見るかというのが大きいかな。 

 そうすると、多収量米というか、ここって、北海道の道産の多収米って導入したばかりだという

ことですけれども、ヘクタール当たりどのぐらいの収量があるんですかね。 

○オエノンホールディングス 実は、北海道、このきたあおばを、この事業開始当時、試験栽培等

を行っていたんですけど、余り高くないんです、多収性が。せいぜい600キロぐらいですから。 

○柴田委員 じゃあ、普通の米と一緒。 

○オエノンホールディングス もう通常のお米は、大体、北海道だと500から530ぐらい取れますの

で、それほど変わらない。ですから、この中にも記載しているんですけれども、もう少しいい品種、

北海道の気候にあった多収米、当然、北農研センターで次々といろんな新しいものを出しているん

ですけど、それが実際の一般栽培まで広まっていかないと、道内で作っていくのは難しいかな。 

 東北については、先ほど申しましたように、あの地区の多収米栽培はかなり進んでいます。反収

も700とか800を実際に出しています。ですから、逆に、今回も飼料米に対する補助をバイオ米まで

広めていただければ、逆に東北での栽培のほうが早いのかなというふうに見ています。 

 ただ、やはり北海道に立地している企業なので、道産米を主体に使っていきたいなという思いも

あります。 

○柴田委員 例えば、中国の黒竜江省なんかも、同じようにスーパーハイブリットライスというん

ですね。超多収米。これ、籾ベースですが、13トンとか14トンとかを作っているわけで、だから10

トン以上取れるようになれば、かなりまた採算が違ってくるのかなという疑問が一つと、あと、ト

ウモロコシという考えはなかったんですか。 

○オエノンホールディングス トウモロコシについても、まず、道内で実際にバイオ原料としての

トウモロコシが栽培されているかどうか、いろんな調査を行っています。 

 で、基本的には、北海道で作っているトウモロコシというのは、飼料用、いわゆるサイレージ用

で、葉っぱが多くて実が少ないんですよ。バイオエタノールを生産するためには実のほうが必要な

ので、それで、そこで断念した。 

 それと、あと、これはＭＡ米から道産米の趣旨に反するかもしれないんですけど、いわゆる輸入
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コーンです、トウモロコシ、これについても価格あるいは実際の工場での試験等も含めてやってみ

たんですけど、やはり、今日は、余り議題には挙がってきていないんですけれども、いわゆるＬＣ

Ａ的にガソリン費50％以上の炭酸ガスを出さないような作り方をしなきゃいけない、という法律が

あるんですけれどもね、それに、なかなか輸入コーンだと合致しないなということがわかっており

ますので、今のところやっぱりお米をメインに考えて。いや、お米でも厳しいんですよ、50％以下

というのは。ただ、そういう中で、コーンはもっと厳しいかな。 

 先ほど、28年度以降の政府所有米から新規原料という、これ中身は何だというご質問があったん

ですけど、当然、一つには継続して政府所有米、ＭＡ米はもらいたいんです。ただ、余り長々、ず

るずると政府米に頼るのもあれだなということで新規って書いたんですけれども、これは、一つの

考え方としては、ＭＡ米は国が輸入しています。で、いわゆる今のＴＰＰの流れによってどうなる

か全くわからないですけれども、米とかコーンとか自分のところで引っ張って来られれば、安いも

のを、その可能性もあるのかなということで新規と書いただけです。基本はＭＡ米を継続していた

だきたいというところです。 

○柴田委員 あと、資料１の３ページで、エタノール販売及び副産物販売の部分ですけれども、こ

の自立の妨げとなっており、エタノールの一定価格買い取り制度の仕組みを導入すべきである。こ

れは、自立化というようなところであると、他力本願ですけれども、これにはそういう考えという

か、具体的にこういう制度というのはあるんですかね。 

○オエノンホールディングス ですから、例えばアメリカにしてもヨーロッパにしても、バイオエ

タノールを作っている中で、いわゆる原料となる農産物にお金を入れていくか、あるいはでき上が

った製品に入れていくか、いろんな考え方があろうかと思うんですけれども、ただ、実際に買取制

度の中で、じゃあ、いくらで買い取るような制度にしたらいいかというのは、非常に考え方として

難しいと思います。 

 というのは、製造コストが原料によってもどんどん変動する中で、いくらで買うということもな

いので、例えば一つの考え方として、当然、このバイオエタノールはガソリンに混ぜて燃料として

使うわけで、そのいわゆるガソリン価格、これが卸値がいいのか、製造がいいのか、それを基準に

してプラスいくらとか、そういう考え方になるのかな。あくまでも、自分の考えの中での話です。

ですから、この買取制度で単価を決めるのも、結構やっかいだなというふうには感じています。 

○柴田委員 これは、ブラジルなんかにしても、やっぱり何というか、周りから全体で育てようと

いう制度にはなっているんですよね。ブラジルの国家アルコール計画というのも、見回したら一つ

はエタノール価格の補償ですね、生産者に対する買い入れと、いわゆる小売りの価格というのはあ

る程度補償しているし、それから、ガソリンへの混合技術、こういうのも入れている。それから、

アルコールを使っている車に対する税制面での多少補助みたいなものもあって、総掛かりで育てる

かたちです。ただ、ここは自立の話ですから、やっぱりこういう制度というのは、ある程度必要な

のかなという気はします。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 ちょっと時間も押していますので、先ほど、北海道バイオさんと同様に、この資料の６ページ、

要因の部分と結果の部分と、６ページ目７ページ目です、ここのつながりをより詳細に説明をして

いただくような資料を、また、お願いしたいと思います。 

 それから、今回の話は特にお米の原料ということで、さきほど特に左近委員からおっしゃった点、

各委員も共通しているんですけれども、自分でコスト削減確実にできる部分と、やっぱり他力とい
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いますか、ほかの要因からの部分を、より分けて、その分けた中で削減の考え方、そういうものに

対する取組の方法について、定量的によく説明をしていただく。それが視覚化といいますか、まさ

しく、こういうふうに時間をかけてこういうふうな形で削減をしていくというところが見えるよう

な工夫をしていただきたいなと思います。 

 そういう中で、やっぱり、先ほどてん菜、今回はお米ですけど、お米の原料調達先の問題とか、

それから国の今後の米作等に対する制度の変化みたいなものも、どうも、そういうこともある程度

読み込みながら、いろいろなコスト削減の原料削減の考え方を整理されているみたいですので、そ

ういうところがどういうことになっているのかというのをもう一度、今日ご説明いただきましたけ

れども、更に明確にしていただくことが重要かなと思いますので、また事務局からもお願いいたし

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。どうぞ。 

○沖本委員 一つ、お渡しした質問資料の中には、優先度というのを、たしか私入れていたと思い

ます。優先度というのと重要性とか、これ本当にできるのか、できないのか、希望的観測なのかと

か、やるとしたらこれからやろうとするのかとか、そういったところもリンクを作るときには入れ

ていただければなと。 

○倉阪委員 やはり、このケースは政府所有米を安く、それも輸送費がかからないようなところか

ら、このオエノンさんに政府が出せるのかどうかというのに、かなりかかってくるはずなんです。 

 輸送費、これ、４分の１になっていますよね。東北からバイオ米を持ってこようとすると輸送費

がかかるはずです。更に自力で輸入するということになると、またかかります。だから、輸送費を

４分の１にしようと思ったら、やはり政府所有米ＭＡ米を北海道の倉庫からこちらのほうに出さな

いといけないんですが、それは本当にできるのかどうか。これはオエノンさんの話じゃなくて農水

省の話。 

○オエノンホールディングス 実際に、もう既に、農水省の中の生産局ですね、ＭＡ米の中で、い

わゆる道内からの出荷をやっていただいています。ちょうど、当社は苫小牧に工場があるんですけ

ど、苫小牧にかなり政府の所有する倉庫がありますので、苫小牧の倉庫から当社に運ぶとキロ当た

り50銭で持ってこられます。 

 実際に、内地というか、中国、四国とかその辺から持ってくると、たしかキロ当たり10円ぐらい

かかっていたので、もう劇的にいわゆる輸送費については下がります。 

○倉阪委員 今後も安定的に、それができるかどうか。 

○細川課長補佐 では、私から補足しますと、このＭＡ米の倉庫が全国各地にあるわけですけど、

そこからどう運ぶか、配船するかといった問題については、農水省内でも生産局と調整していまし

て25年度からは、できる限り道の中にある倉庫から運べるように、できる限り輸送費が安くなるよ

うな方向にということで、お願いして、ある程度は、道が運べるような体制にはしております。 

 引き続き、生産局さんにはお願いして、できる限りの配慮は、全部が全部というわけにはできな

いと思うんですけれども、できる限りのお願いは今しているところでございます。 

 あと、倉阪委員から先ほどご質問がありましたけど、政府所有米の今後の見通しですけれども、

19年当時、ＭＡ米については、200万トンぐらい在庫があって、その処理をどうするかといったと

ころが課題になっていたわけですけど、その後、飼料用米の用途にどんどんはけていって、今実質

は50万トンとすごい少なくなっていまして、今後も飼料用米の用途で引き続き使えていけると。今、

水田フル活用という考え方が、今後約450万トンほど、飼料用米のポテンシャルがあるといったこ
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ともありまして、今後、量的な確保の面については、飼料米との競合というところでは、実際的に

は、量を確保するという点では、価格的にも含めてですけれども、現在と同様に厳しくなるかなと

思っております。 

○塚本座長 ありがとうございました。それではご説明ありがとうございました。 

 それでは、全農様から、よろしくお願いします。 

○全国農業協同組合連合会 全農バイオマス資源開発室の内海と申します。私のほうから説明させ

ていただきます。 

 私の説明につきましては、委員の方々に全農に取り組んでいる内容について、まずご理解いただ

きたいと思いまして、概要を中心に説明をさせていただきたいと思います。ですので、資料１－３

－２の１ページ目、２ページ目の中身を中心に説明させていただきたいと思っております。 

 まず、全農は、この事業を始めるに当たりまして、水田農業の振興策、それから生産調整の対応

策として、この事業の検討を始めました。この事業を行っている新潟県は、非常に良質なお米がと

れる地域ではありますが、全国ほぼ一律に生産調整の割当てというのがかけられていまして、もと

もと新潟というのは、湿地が多くて、畑への転換が難しいということもあって、地元の農家は何と

かお米を作れないかという要望があって、検討して、これから需要の拡大の可能性がある燃料用の

エタノールの原料にするということに注目をして始めました。ですので、全農としては、原料稲の

生産とセットでこの事業を捉えておりまして、実際、現在300ヘクタールで原料を栽培して、2,000

トンを収穫して、原料については自給自足でやっております。 

 価格につきましてはキロ20円ということで生産者のほうと契約をして買い上げております。これ

につきましては、事前に行いました栽培実証などで生産コスト等を検証して、あとは、その当時の

補助金の制度とかをあわせまして、農家の手取りを考えて20円ということをお互い決めて取り組ん

でおります。あと、逆に言いますと、お米大体１キロから500ＣＣ程度のエタノールが取れますの

で、リッター当たりに直すと原料のコストが40円から50円くらいになりますので、原料として買い

上げる価格はこれくらいが限界である。少しでも高く買い上げられればいいんですけれども、エタ

ノールの原料としてみるとこの辺の価格が妥当であるということで設定をしております。 

 あらかじめご説明をさせていただきますと、イネという用語を使っておりますけれども、これは

食べるお米と区別するために、ちょうど19年当初、食料競合の問題があって、非常に問題になりま

したので、食べるお米と区別するためにイネという言葉を使っております。ただ、原料として使っ

ているのは、玄米とか白米でありまして、稲わらではありませんので、そこをちょっとご注意いた

だきたいと思います。 

 あと、資料によっては米と書いてあるところもありまして、統一できてなくて申しわけありませ

んが、指しているものは米もイネも一緒、お米そのもののことを指してございます。 

 それでは、資料１－３－２のイメージ図にありますとおり、全農としてはバイオエタノール製造

だけではなくて、原料の生産からバイオエタノール混合ガソリンの販売、それから副産物の有効利

用まで一貫して行って、地産地消でエネルギーの循環モデルというものを作ってまいりました。 

 このように地域循環で完結する事業は、国内ではここだけではないかなというふうに考えており

ます。将来の事業化に向けて、この地域循環システムとしての課題の抽出や課題の解決を行ってい

くことが、当初から全農としてやっている目的の一つでございました。この地域循環を自前で完結

するために、まずバイオエタノール混合ガソリンの販売の目標を決めております。３万3,000キロ

という目標に設定いたしまして、これは新潟県内のＪＡグループで売っているガソリン10万キロの
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３分の１をバイオ燃料に置きかえようという目標にしました。で、３％混合しますので、エタノー

ルの必要量が1,000キロリットルということになりまして、プラントが1,000キロリットルの規模で

建設をしました。 

 ですので、北海道が１万5,000キロリットルというプラントに比べまして15分の１という非常に

小さなプラントを設定したのは、ここから来ています。小さいプラントでありますから、コスト的

には非常に厳しいというのはわかっておったんですけれども、余ってしまってもしょうがないので、

この規模で設定をしておりまして、この規模のプラントでどこまで収支を黒字に近づけることがで

きるのか。もしくは、大型化する場合はどれくらいの規模が適切なのかということを検証すること

も実証事業の一部で取り組んでございます。 

 それから、前回、委員の方から質問がありましたが、バイオエタノールの価格につきましては、

全農としては、バイオエタノール単品を販売しているわけではないので、ガソリンと混ぜて販売し

ております。ですので、全農内部のガソリンの価格の指標で値決めをしておりまして、そのために

北海道の２社と価格の決め方が違うので、全く販売単価が違っております。 

 それから、製造施設につきましても、ヨーロッパで小麦を原料として実用化されています連続発

酵という技術を輸入をして採用しております。この連続発酵で米を原料としている本格的なプラン

トというのは世界でも新潟のプラントだけかなというふうに聞いております。 

 それから、あと、もみ殻をエタノールを製造する過程の熱源として利用する技術にも取り組んで

おりまして、実際にこのもみ殻を熱源として工場を動かしているというような例はほかにはないの

ではないかなというふうに思っております。 

 このように、製造プラントについても、効率を追求する形ではなく、技術についてもチャレンジ

ングな取組を行って、技術的な改善を行って次のステップに生かしていくということも実証として

行っているということを申し上げておきます。 

 それから、資料のところに、実証のテーマについて、いろいろ列記してございますが、非常に、

原料からエタノールの流通までいろんなことをやってございます。原料の栽培から輸送、バイオエ

タノール混合ガソリンの販売における品質確認、販売促進、それから副産物の有効利用や、副産物

を利用した農産物のブランド化など、全農としてはどれだけいろんなことを取り組めるかというこ

とを重要な役割だとか価値だと考えております。 

 ですので、実証事業終了後は、このような実証だとか実験的な要素を外していけば、一定コスト

は下げることは可能だとは思っております。ただ、なかなかそれで継続できるようなコストには下

がらないところではありますけれども、現在600円ぐらいかかっているコストが300円くらいまでに

は落とせるかなというふうには考えてございます。 

 それで、２ページ目にいきまして、事業化に向けてどのような姿を考えているかということでご

ざいます。これはすぐに29年度実現するような形ではございませんが、この地域循環モデルをやっ

ている中で、こういう形でやっていくことが必要かなと、全農で考えていることでございます。 

 まずは、今後も食用米が余っていく状況は拡大していくと考えられ、バイオ燃料米栽培を転作だ

とか、米の需給調整の重要な手段として捉えて、米政策の中で位置付けを明確にしていただいて、

政策の整備などの提言を行って、バイオエタノール製造とセットで作付面積の拡大に取り組んでい

きたいと思っております。それから、もみ殻ガス化システムを実用化して、現在はバイオエタノー

ルの製造に使う蒸気の熱源に使っておりますけれども、発電などへの利用についても検証してバイ

オマスの利用の拡大を図りたいと思っております。 
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 また、新たにプラントを建設する際は、焼却施設など、熱の発生する施設、逆に温水を利用する

施設など、複合化の施設を検討して熱の共同利用だとか二次利用することで、効率化していかない

となかなか厳しいかなというふうに思っております。それから、発酵残渣につきましては、ＤＤＧ

ＳとかＤＷＧＳというのは、国内に余り流通していないものですから、価格の基準というのが余り

なくて、先ほどオエノンさんもありましたけれども、特にリキッド飼料として今３分の２ほど、養

豚農家に供給しておりますけれども、うちは１リットル１円で渡しておりますけれども、この飼料

の価値、効果について認識いただいて、少しでも価格を上昇できないかなというふうに考えており

ます。 

 また、今、薬科大学と共同で研究をしておりまして、この中の有効成分を取り出して商品にでき

ないかということも検討しておりまして、ラットの試験でやった中では、メタボリックの抑制効果

だとか、肝機能の改善効果があるというような結果が出ておりますので、これをうまく商品化でき

ないかなというふうに検討しております。 

 続いて、もみ殻を使った後のガス化後の炭です。こちらのほうは主に土壌改良材として、地元の

農家の方々に利用していただいておりますけれども、より高く売れる工業用などの需要開拓も行っ

ていきたいと思っております。それから、更に炭を加工いたしまして、シリカ分を抽出して、それ

を販売したり、それから高機能活性炭に加工していくということも今、共同で開発をしているとこ

ろでございまして、こちらでの販売収入の拡大も図っていきたいと思っております。 

 それから、バイオ燃料も実際に販売しておりますけれども、今後、10％、この燃料のE10にも取

り組みたいと思っておりますけれども、こちらもただ、環境に優しいというだけでは使ってもらえ

ないと思われますので、どのような促進策が考えられるかということも検討していきたいと思って

おります。 

 それから、エタノールにつきましても、洗浄だとか消毒などで繰り返し繰り返し使って、その後

終的にまた蒸留をかけて燃料にするなど、反復利用だとかハイブリット使用ができないかという

ようなことも考えて、燃料以外での利用拡大も図っていきたいと思っております。 

 それから、あと再生可能エネルギーの循環を地域で評価して、地域でメリットを享受する仕組み

だとか、地域で支える仕組みについて、協議会メンバーで検討を行いたいと思っておりまして、資

料の一番 後のページ、12ページの、その他事項に書いてございますが、考えられるような波及効

果として地域の水田、農地の維持管理、水田の持つ洪水防止機能の強化、それから転作による農家

の負担の軽減や、収入の向上・安定、農協の保有施設の有効活用、これは倉庫だとか、乾燥室でご

ざいますが、そういうこと。それから副産物の商品化ですとか、副産物を利用した農産物のブラン

ド化、地域のエネルギー自給率の向上や非常時の燃料の確保。地域の温室効果ガスの抑制や、削減

目標の達成、それから排出権取引による利益の還元、このような波及効果をできないかなと思って

おりますが、これは数値化したり、お金に置きかえるのも難しいものも結構ございますので、どの

ような評価ができるかというのも、これからの検討事項でございます。 

 こういうものが地域で評価されれば、コストが高い分は地域で負担して、この事業を継続できな

いかなということも考えていきたいと思っております。 

 それから、あと、実証事業と並行して社会条件の整備も事業化に向けて必要だと考えております

が、なかなか19年当初、想定したとおりに進捗していないというのが現実でございます。例といた

しましては、平成22年度に１年だけバイオ原料イネに品目に対して10アール当たり８万円という補

助金がつきまして、私たちとしては、やっとここまで来たと思ったんですが、１年で補助金が打ち
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切られてしまって、翌年補助金がなくなってしまって、作付けできないという危機がございました。 

 このときは、関係者のご尽力で、補助金の中の産地資金という項目がありまして、これは県のほ

うに予算が配分されて、県のほうでどの作物にどれぐらいつけるかという裁量を持って運用されて

いる補助金でございますが、その枠の中で新潟のバイオ米ということで補助金を継続されましたの

で、現在まで継続できておりますが、予算の上限がございますので、300ヘクタール以上の面積の

拡大はちょっと難しいというのが実態でございます。 

 それから、バイオエタノール混合ガソリンの販売につきましても、新潟で自前で販売できるのは

現在３倍、ガソリンでいえば、10万キロリットル、エタノールで言えば3,000キロリットルまでで

ございまして、更に混ぜるためのガソリンのほうは韓国から全部輸入しております。先方の供給能

力ですとか、それから輸入価格の問題もあって、どこまで輸入量を拡大できるかというのも、不透

明なところもございまして、ガソリンについても、これから拡大するにはいろんな不安の要素がご

ざいます。 

 原料確保ですとか、製品の流通拡大の見通しが立たないと、なかなか大型化という次のステップ

には進みにくいかなというふうに感じております。 

 後に、この内容とは関係ないところではございますが、新潟での実証事業につきましては、全

農単独ではなく、農家や農協、新潟県庁を初めとする地域行政にも参画いただいて、運営しており

まして、28年度まで実証事業を行う前提でそれぞれ計画に沿って活動しております。 

 事業の途中で大幅な予算の削減ですとか、執行停止がありますと、全農以外の農家、農協に対し

ても影響が派生してまいりますので、その辺のところもご考慮いただいて、方向性を考えていただ

きたいなと思っております。 

 ちょっと資料と外れるところもございますが、説明は以上にさせていただきたいと思います。 

○塚本座長 どうも、ありがとうございました。では。 

○沖本委員 ほかの事業者さんとも同じですが、やはり６ページと７ページが非常に重要になって

いるのですが、私の質問資料の中にも、いただいた資料にあまり記載がなかったので、私も質問を

書いてないのですけれども、本当に削減余地がないのかというのを、全項目に当てはまると思うの

ですね。いい仕事をされているのはよくわかるのですけれども、やはり、今回の問題が「バイオ燃

料生産拠点確立事業」、自立化ということなので、そのほかの要件もいろいろ言われたいこともた

くさん理解できるのですけれども、やはりこれが自立化できるかできないかということを、まず、

考えた上で、そしてその後どうするかという話につなげていくべきだと思います。そこが重要なの

で、まず、我々には、ここの事業が本当に自立化できるかどうかというところで６ページ、７ペー

ジをもう少し丁寧に、時間もなかったと思うのですが、丁寧に書いていただきたいと思います。そ

こが今回の趣旨だと思っております。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

○倉阪委員 ６ページを見ますと、平成29年のところで、いきなり原料輸送費がリッター52円です

か、それから人件費が30円と下がっている。 

 これは７ページを見ると生産者との負担割合を変更するというふうに書いてある。 

 ５ページを見ると、生産者に対する補助金が整備されれば、乾燥調整費、輸送負担費の企業の負

担割合は変更可だと書いてある。 

 ということは、この29年度の見込みというのは、補助金がないと達成できない。そういう、新た

な補助金がないと達成できないという計画なのでしょうか。 
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 そこをお聞かせいただきたいと思います。 

○全国農業協同組合連合会 新たな補助金というよりは、米全体の補助金制度に関わりますので、

例えば飼料米と大幅な格差があった場合は、農家の方、作っていただけないので、現在、今年度か

ら10万5,000円に補助金が増額されますので、同じような条件にしてもらえれば、農家の方にいろ

んな経費を負担していただくことも可能かなと思っております。 

 バイオ米だけ特別な補助金をつけていただくというわけではなく、お米の全体の補助金制度の中

で、同じような補助金をつけていただければ可能かなと思います。 

 ちなみに飼料米につきましては、いろんな、乾燥したり調整したり輸送する経費というのは、も

ともと農家の負担になっておりまして、その辺は何とか理解いただけるかなというふうに思ってお

ります。 

○左近委員 すみません。ここの資料１のほうの４ページのところの、このグラフを拝見しますと、

先ほどの北海道の２つの事業者さんと違って、29年度、31年度も引き続き製造コストのほうが収益

を上回っているというような計画が示されていて、ご説明の中では、いわゆる地域でコストを負担

するということのお考えなんですけれども、実際、地域でコストを負担して、仮にそれが持続可能

なものになるとしても、その負担する意義とか目的とか、そのあたりがちゃんと共有できていない

と、そこは達成できないというふうに思うんですけれども、そこのあたりは２つあって、１つは先

ほどの北海道さんのようにビジネスとしての収益の確保という道については、お考えとしてはない

のかというところと、２つ目が、仮にないということなのであれば、その負担というものをどのよ

うに担保しようというふうにお考えなのか、というところのご説明をいただけますでしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 まず、これは現状の規模のプラントでやった場合はここまでしか、ほ

ぼコストは下がらないだろうなという試算に基づいておりまして、始めた当初からこの規模でずっ

とというのは難しいだろうな、実証事業が終わった段階である程度プラントに手を入れて規模拡大

なりしていかないと難しいだろうなという前提では動いておりますので、そういう単価でございま

すので、ビジネス的に成り立つのであれば、新たにプラントを改造するなり、大きなものを作ると

いうことが必要でございます。 

 また、それについては、原料がちゃんと確保できるのかとか、できたものがちゃんと流通できる

のかという裏付けがないとなかなか取り組めませんので、そちらとの兼ね合いで考えていくという

ことでございます。 

 それから、地元の地域の負担ということでございますが、当然、そういう意義が認知されないと

難しいわけでございますが、例えば行政に対してそういう効果があるということを認知していただ

ければ、行政の車については、このバイオエタノールが入ったガソリンはある程度、価格を上乗せ

した形で利用してもらうとか、農協とか農家の方も若干高い価格で買っていただくことで、コスト

を負担できないかなということを考えているのが案の一つでございます。 

○塚本座長 柴田先生。 

○柴田委員 どうもありがとうございます。 

 随分、北海道の２つの例と比べると、性格が違うなという感じがいたします。 

 北海道の場合には、単独で経済的価値、産業面から追求していくということだと思うんですけれ

ども、この新潟のケースはかなり地域政策で、地域の社会的な価値を全体で追求していくんだとい

うようなことであります。 

 地域完結型のエネルギー、この循環モデルというイメージでありますけれども、一つ、先ほども
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ご指摘がありましたけれども、気になるのは地域で完結しているかというと、韓国から基材ガソリ

ンの輸入に依存しているということですが、これはいわゆる石油業界というか、こちらとの問題と

いうのがあるわけでしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 そうですね。 

○柴田委員 じゃあ、これはずっと残るわけですね、そうすると。 

○全国農業協同組合連合会 そうですね。石油元売りさんのほうに、こういう規格のガソリンを供

給いただけないかということは打診しましたけれども、いろんな問題があってできないという回答

をいただきまして、国内で沖縄の会社が１社だけできますけれども、運賃の問題で買っておりませ

んけれども、あとは、環境省のほうで、蒸気圧という規格があるんですけれども、この緩和につい

て検討を行うということが課題で残っておりまして、もし、その蒸気圧の規格について緩和されれ

ば、通常流通しているガソリンに混ぜても規格を外れなくなりますので、そうすれば、新潟で、地

元で流通しているものを利用することも可能になります。 

○柴田委員 あと、図の４ページの部分ですけれども、先ほど左近委員のほうからもご指摘があり

ましたけれども、コストと収益の差が依然として残るわけですが、これは、私も前回申し上げまし

た、地域資源の丸ごと保全というか、水田も農地も、水も、地域コミュニティを含めた、こういう

循環型、丸ごとフル活用という方向で、住民の理解がここの部分、共感として得られているという

前提だと思うんですけれども、これはそういうことでよろしいんでしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 そういうことが前提であると思いますけれども、現在、そうかという

と、まだまだ足りない部分があると思っています。 

○柴田委員 その部分が、こういうモデルができれば、全国的に、今後の話になるわけですけれど

も、地域社会全体で負担していくというようなところにある共感というのは、一つの先行モデルに

はなるのかなという気がするんですけれども、さはさりながら、やっぱりコストをいかに削減して

いくかというのが課題かなと。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 それでは、大体よろしいですか。 

 ほかの２事業者の方と同様に、６ページ目、７ページ目の今後の製造コストの内訳と今後の見込

みの目標と、それから、それをどうやって達成するかのところについては、より詳細な説明を、資

料作成をお願いしたいと思います。 

 それから、私１点だけ、この資料１の４ページ目の、まさしく今ご指摘のあった製造コストと収

益のところで、これ平成31年度でも製造コストが大きくて、これの差額は、これは地域で負担する

という意味ですか、それとも何か補助金を負担してくれということなんですか。 

○全国農業協同組合連合会 地域で負担していただく分と全農で吸収できる分は全農で吸収すると

いうことで。ただ、これは非常に厳しいと思っていますので、やっぱり大型化なりして、もっとコ

ストは下げなきゃいけないなというふうに思っています。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 それでは、ご説明ありがとうございました。 

 今、３事業者から、一応ご説明がございましたけれども、各事業、３事業について、大体ご指摘

の点、共通した部分が多いかと思いますので、その辺は、まさしくコスト分析のところをより詳細

に視覚化できるように、何しろ自分でできる部分、それから、他の要因が大きく絡む部分、そうい

うことを分けて、更にそこが自分でできる部分が、本当にぎりぎりまで削減努力がなされる見込み
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なのかどうか。それから、他の要因に大きく影響を受ける部分についての見通しの妥当性等がポイ

ントかと思いますので、その辺については、事務局を通じて更に各事業者の方には、もう少し詳細

な資料の作成をお願いしたいと思います。 

 予定の時間12時までということでございましたけれども、少し、今日は時間が足りなくなってお

りますけれども、各委員のご了解を得られれば、30分程度延長というのは、可能でございますか。 

 残りは、外国でどういうふうな助成になっているかという事務局の説明と、それから、皆さん方

から前回いただいた論点の整理、私がまとめましたので、それについては、こういうことでよろし

いかという確認だけさせていただきたいと思いますので、それでは、よろしいでしょうか。 

 じゃあ、12時半までということでやらせていただきますので、事務局から、海外の比較について

よろしくお願いいたします。 

○細川課長補佐 それでは、私のほうから、資料２に基づきましてバイオエタノール先進国と日本

の取組の違い、どういう違いがあるのかと簡潔に説明させていただきます。 

 今回は、世界のシェアの約６割を占めるアメリカと、約25％を占めるブラジルと日本の違いとい

うところで項目別に整理しておりまして、順番に話をさせていただきますと、まず、アメリカにつ

いては、この政策動向を書いていますが、中東依存型のエネルギー政策からの脱却、こういう国家

命題のもと、2005年のエネルギー政策法、2007年のエネルギー自立安全保障法、こういった枠組み

の中で使用義務量をどんどん増やしていこうといった政策であります。 

 そういった影響もありまして、下の生産量の棒グラフがありますけれども、急激に伸びていった

といった状況であります。 

 ただ、一方で、近年低燃費車の普及とか、シェール革命とか、いろいろエネルギーを巡る状況も

変わってきているといったこともありまして、2010年以降の生産量が年間5,000万キロリットル程

度と、落ち着いてきたといった状況であります。 

 施設規模ですけれども、これは2013年時点のものですけど、トウモロコシ由来、従来型の原料ベ

ースですと施設数は211、これを平均化しますと、一施設当たり年間約24万キロリットルの生産能

力があるということで、日本と違いまして、かなり規模が大きいといったことであります。 

 次のページをめくっていただきまして、このアメリカがどんな支援措置をしているのかというこ

とを整理していまして、まず、一つ目がこの税制措置です。これは小規模なエタノール生産者に限

定しているわけですけれども、生産者税の軽減措置を１ガロン当たり10セント、リッター当たりに

しますと0.03ドル、軽減がなされております。これは日本でいう法人税の軽減措置といったような

位置付けであります。 

 特に、セルロース系、次世代型の原料の場合は、この生産者税というのは、控除を手厚くしたり

とか、またこのセルロース系については特別償却措置ということで、建設費用のうちの半分を初年

度に償却可能のようなスキームが作られている、ということであります。 

 また、この容量エタノール物品税控除措置ということで、これ日本でいいますと、燃料税という

ような位置付けなわけですけど、これについては、2011年末で廃止ということで、流れ的には支援

については縮小していくということと、あと、支援の対象をセルロース系に重点を置き始めたとい

ったことが読み取ることができます。 

 一方で、この社会環境的な面はどうかといいますと、混合率の部分については基本的には10％ま

でが可能。一部自動車を対象に15％までは対応ができるような条件が整えられております。 

 また、蒸気圧の規制の緩和ということで、通常のガソリンにエタノールを直接混ぜちゃうと、蒸
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気圧が上がりまして、光化学スモッグの原因となるようなＶＯＣという物質がちょっと多めに出た

りする場合もあるわけですけれども、アメリカについては、とはいうもののＥ10、エタノールを推

進するという観点からＥ10については規制の緩和を行われているところであります。 

 こういうエタノールの利活用を社会全体で促進していこうといった面は、日本と違ってやはりア

メリカは進んでいるのかなといったところであります。 

 生産構造の部分ですけれども、先ほどの24万という数字が出ましたけれども、やはり施設そのも

のが規模が大きいということと、あと、トウモロコシの原料の生産費が大体89ドルから164ドル、

反当たりですけれども、という範囲で日本の米の大体10分の１といったこともありまして、エタノ

ール生産コストも日本の約10分の１といった、こういう低コストな生産構造が確立されている状況

であります。 

 次に、ブラジルですけれども、これもまた 初のページに戻っていただきまして、ブラジルにつ

いてはすごい歴史が長いということなんですけれども、70年代の石油危機を契機に国家アルコール

計画というものを策定しまして、それに沿って、エタノール生産の取組を強化してきたといった長

い歴史があります。 

 混合義務割合については、いろいろ過去変遷があるわけですけれども、現在はＥ20といったこと

が義務化されているところであります。施設の規模についてですけれども、少しデータが古いもの

しか見当たらなかったんですけれども、2007年時点で施設345、平均すると１施設当たり年間約6.5

万キロ以上の生産能力があるといったことであります。 

 次のページですけれども、その支援措置の部分ですけれども、燃料税については免税、法人税に

ついてはガソリンよりもエタノールを優遇するといったものがなされておるところでございます。 

 このブラジルにつきましては、生産者の支援というのは、基本的には縮小傾向といったところに

なっていまして、そういったものがなくても事業化ができるといった取組がどんどん増えていって

いる状況でございます。 

 具体的にどういった工夫がなされているかといったところが、生産構造のところに書いています

けれども、施設の大規模化といったこととか、エタノール製造施設を砂糖製造施設に併設して、原

料供給利用システムの効率化を図っていくといったこと。また、バガス、サトウキビを絞った後の

残渣ですけれども、これを燃やしまして、それで電気と熱を施設に供給していく。余剰分について

は、電力会社に売電して副収入を確保していく。また、蒸留残渣液についても肥料販売ということ

で、副収入を確保していくといった、こういういろいろ工夫をしながら低コストな構造を確立され

ている状況でございます。 

 生産コストは、ここに書いているとおりでして、ガソリンとの燃費効率を加味しても、十分やっ

ていけるような価格が設定されているところでございます。 

 一方で、日本はどうなのかといったところなんですけれども、１ページに戻っていただきまして、

近の国の枠組みの中ですけれども、日本の場合は、まだ歴史が浅いといったこともありますけれ

ども、エネルギー基本計画については、2020年のガソリンに占めるバイオ燃料の目標割合が３％以

上といったことに目標がされております。 

 ただ、このバイオ燃料ですけれども、これについては、国産、海外産問わずということになって

おります。また、エネルギー供給構造高度化法、この中で石油精製業者に対して、エタノールの利

用義務量が設定されておりまして、2012年度は原油換算で21万キロリットル、エタノール換算で35

万キロリットルの義務がなされております。これについても、国産、海外産を問わずということで、
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実態といたしましては、この35万キロリットルの大半がブラジル産のエタノールが使われている状

況であります。 

 施設規模ですけれども、この北海道バイオさんとオエノンさんが日本の中では一番大きいという

ことで、それでもアメリカ、ブラジルに比べるとかなり小さいといったところであります。 

 そういう日本における支援措置の状況が次のページですけれども、まず、予算措置です。これは

農水省の事業に関してということで書いていますけれども、施設整備費の一定割合の補助といった

ことと、実証経費、これは原料費などは除いているわけですけれども、一定の実証経費を補助して

いるといったこと。また、税制ですけれども、揮発税、これはガソリンですとリッター約53円かか

るわけですけれども、それが免税がなされていったこととか、あと、農林漁業バイオ燃料法という

ものがありまして、それに基づく計画認定を受けた場合は、固定資産税の課税標準は３年間、２分

の１、半分に軽減していくといった、こういういろんな措置が、支援のメニューがあるといったと

ころでございます。 

 また、生産コストは、リッター約200円、約２ドルといった生産コストの違いはアメリカ、ブラ

ジルと比べてあるわけですけれども、それなりの支援措置が日本としてもあるのかなという感じが

しております。 

 ただ、一方で、社会全体でこのエタノールを利用していくといった環境という面では、混合率の

問題とか、蒸気圧規制の緩和とかといった点で、アメリカ・ブラジルに比べてかなり遅れていると

いったことが、比較してみると実態なのかな、といったところがわかった次第でございます。 

 以上でございます。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 今の説明に対して、何か質問等、ございますでしょうか。 

 これにつきましては、とりあえず、整理をしていただいたということで、事務局からの説明だけ

で、この助成措置のレベルが定量的にどういうふうに理解していいのか、というところが十分じゃ

ないかもしれませんので、その辺も、もう一度よく事務局も含めて検討をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、続きまして、資料３、これは皆様から前回いただきました検証すべき論点ということ

でございますけれども、参考資料の１に第１回の主な指摘事項ということで整理をしてございます。 

 資料３及び、参考資料１をご覧いただきたいと思います。 

 それで、重要な論点ということでございまして、今日は、まず、本委員会として、議論の中心の

部分、コアの部分について整理を、検証すべき論点ということで整理をしてございます。 

 事業の政策的な意義とか、その辺についてもご議論、出ておりますけれども、事業化という観点

からのコア部分ということで整理をしてございまして、政策的意義等については、また別途、よく

議論したいと思いますけれども、この資料３を見ていただきますと、まず一つが、「高コスト生産

構造の分析」ということで、製造コストを構成する費目ごとの分析、それから「削減が当初想定ど

おりに進んでいない費目に係る以下の観点からの分析」ということで、削減が進まなかった要因、

それから、事業実施地区固有のものか、日本全体のものか、一時的なものか、構造的なものか、こ

ういう点です。 

 それから、２点目として、３事業実施主体の自立化・事業化計画の前提となっている諸条件（原

料調達（量及び価格）販売価格）の妥当性。 

 ３点目として、３事業実施地区におけるこれまでの成果に対する分析評価。４.これは今説明し
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たばかりですけれども、商業的バイオエタノール生産が行われている諸外国における取組に関わる

以下の観点から分析、ということで、商業的取組が継続している要因、上記要因を日本において実

現することが可能か（日本において克服できる課題かどうか）、公的支援の効果。 

 こういうことについて、コアな論点として整理をさせていただきましたので、今日は各事業者か

らご説明があった点、それから事務局からご説明があった点も含めて、この検証すべき論点の中で、

更に深く突っ込んで、３事業実施地区ごとに事業の継続性について評価をする、そういうことであ

ろうかと思いますので、この検証すべき論点等につきまして、また、委員の先生方から追加等のご

意見があれば、また事務局にいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして、事務局から、今後の予定日程等をご説明いただければと思います。 

○細川課長補佐 今後の予定ですけれども、既に委員の皆様には、事前にお知らせしておりますけ

れども、第３回の委員会は３月12日の水曜日15時から、本日と同じ場所で引き続き、今日同様、各

地区から自立化・事業化計画について議論、検証を深めていきたいと思っておりますので、ご多忙

のところ恐縮ですけれども、ご協力いただきますよう、お願いいたします。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 予定では30分延長しないと思ったんですけれども、大体、議事、終了したようでございます。 

 また、来週以降、現地調査も含めまして、更に検証を深めてまいりたいと思いますし、３回目は

３月12日15時からということで、今日の事業者からのご説明、ないしご指摘をよく更に整理をさせ

ていただいて、更に検証を進め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。 

○左近委員 １点だけ。 

 論点整理していただいて、非常にクリアだというふうに思うんですけれども、２.のところの事

業化計画の前提となる諸条件に関しては、先ほども、ちょっと私が申し上げましたけれども、諸条

件に関して、仮にその現状が続いた場合はどうなのか。 

 諸条件が、楽観的になった場合はどうなんだろうか。あるいは悲観的になった場合はどうなった

んだろうかみたいなところの、いくつかのパターンでシミュレーションしていくようなところとい

うのは、今回、まさに事業化の是非が問われているところですので、そのあたりまで、少し踏み込

んだ形で各事業者さんにやっていただくと、よりわかるのかな。あるいはリスクが可視化されるの

かなというふうに思いますので、そこだけ、可能であればそういうところまで踏み込んでいただき

たいなというふうに思います。 

 以上です。 

○塚本座長 ありがとうございます。 

○倉阪委員 今のご意見は、まさに私もそういうふうに思います。それに加えて、やはりそのリス

クを払拭するための政策というのは、そこから生まれてくると思うんですね。 

 特に、今、ヒアリングで、この原料調達のところが、かなりキーになってくるというふうに思い

ます。なので、そういったところについて、リスクが明確になれば、政策を当てていくということ

ができると思いますので、今の悲観的なケース、これもやはり出していただいて、楽観的な予想だ

けではない検討をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

○沖本委員 後で書けばいいでしょう。 

○塚本座長 そうですね。今、コメントをいただけない場合には、また追加的に必要であれば、事
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務局のほうに。 

○沖本委員 改善点の妥当性、それから、優先順位、それをしっかり作っていただきたいというこ

とと、それから、自分でコントロールできる条件とできない条件というのを、ちゃんと分けて分析

してほしいと思うのですね。 

 そうすると、自分でコントロールできない部分については、やはり悪いシナリオも当然、あり得

ますよね。ですから、自分でコントロールできるもの、できないもの、できないところで、こうい

うふうに為替相場が悪くなったとか、そういったことによっておかしくなるということもあり得る

ので、そこら辺の分類というのが大切だと思います。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 今、追加的に、この論点に対して、今日の議論を踏まえた各委員からの指摘がございましたので、

その辺も含めて、より突っ込んだ整理をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 では、これをもちまして、本日の第２回バイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会を終了したいと

思います。 

 どうも、ご協力ありがとうございました。 

午後１２時１４分 閉会 


