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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.２ 農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造のための技術開発 

 

日時：平成25年６月14日(金) 10:00～10:55 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）髙野 浩文 総務課長、平野 統三 研究開発官、塩野 隆弘 研究調整官、 

龍澤 直樹 研究専門官、井上 宏之 研究開発官 

 

後藤審議官：それでは、２つ目の事業にまいります。資料のページは12ページからになります。

「農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造のための技術開発」につきまして、議

論いただきます。 

 大体10時40分ころまでに、またコメントシートを回収させていただきますので、御

準備方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、担当から説明をお願いいたします。５分でお願いできればと思います。 

平野研究開発官：農林水産技術会議事務局の平野と申します。どうかよろしくお願いします。

着座にて説明させていただきます。 

 12ページです。本事業は、平成24年度から４年間、27年度までの事業として研究し

ております。 

 事業の目的ですが、「バイオマス活用推進基本計画」の達成に向けて策定されてお

ります「バイオマス事業化戦略」に基づいて、草本、木質、微細藻類を対象にしまし

て、燃料等を安定供給する技術開発するということです。 

 事業概要ですが、①から③にありますような草本からエタノールをつくる研究、林

地残材からバイオ燃料等をつくる研究、微細藻類から石油代替燃料をつくる研究とい

うふうになってございまして、具体的には18ページ以降に掲げています。18ページ以

降をごらんください。 

 まず、ここでは、草本を利用したバイオエタノールの技術の開発です。24年度は、

１億2,700万円を使っています。 

 資源作物でありますエリアンサスや稲わらを周年安定供給する技術を、まず開発

いたします。こちらのほうに、エリアンサスの実物を持ってまいりました。こうし
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た中で、まず前処理といたしまして、アルカリによる前処理、あとオンサイト酵素

生産、そういった革新的な技術導入によりましてエタノール変換を効率的に行う研

究はやってございます。エリアンサスや稲わらを糖化・発酵いたしましてエタノー

ルにする技術です。 

 実用化時のコスト目標といたしまして、100円・パー・リットルを目指しておりま

して、全体的にコストを下げることが課題というふうに認識しております。 

 次、19ページをお願いいたします。19ページは、林地残材を原料とするバイオ燃料

の技術開発でして、１億3,600万円を使っています。 

 山の中に装置を持ち込めるように、小型化しましたスクリュー型の熱分解機を使っ

ています。バイオオイルの製造と改質を同時に行う技術開発してございまして、林地

内で実証しようと考えております。 

 それで、このスクリュー型の技術につきましては、先行研究がニュージーランドの

ほうにありましたので、その機械をそのまま導入し、改良を加えて研究しておるとい

うことです。 

 真ん中の表を見ていただきますと、バイオオイルの熱分解によりまして、ガスとオ

イルと、あと副産物のチャーができますが、バイオオイルにつきましては、石油代替

燃料といたしまして、ハウス用の暖房ボイラーやバイオディーゼルに活用していきた

いと思っています。ここの改質が課題となっております。あと、副産物のチャーにつ

きましては、土壌改良材や燃料として使っていきたいと思っております。 

 実用化時のコスト目標といたしまして、80円・パー・リットルを目指しております。 

 次に、20ページの木質リグニンからの新素材の製造技術です。木材の中にございま

すリグニンを新しい新素材に使っていく技術でして、コンクリート化学混和剤や高性

能の活性炭素繊維に開発していこうと思っております。 

 コストを引き下げることが課題でして、24年度は4,800万円を使っています。 

 後、21ページですが、微細藻類を利用した石油代替燃料の製造技術でして、２億

8,400万円を使っています。 

 微細藻類の中には、油分の大変高いものがありまして、そういったものを探索、屋

外で大量培養し、そこからマイクロ波等によりまして油を抽出いたしまして、使える

燃料に改質していくということです。 

 現在、 適な要素技術を確定すべく研究しているところでして、全体として効率化
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を図っていくということが課題になっております。 

 実用化時のコスト目標としては、80円・パー・リットルを目指しております。 

 以上、４つの研究ですが、いずれも重要なものと考えておりまして、よろしくご審

議のほどをお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

後藤審議官：続きまして、予算課長からこの事業についての論点の説明をお願いいたします。 

山口予算課長：論点について御説明いたします。３点あります。 

 １つ目は、成果目標についてです。この成果目標は、草本からのエタノール製造コ

ストを100円／リットルなど、記載されておるところです。これらの目標の根拠がま

ずどうなっているかということ、また成果実績につきましては、60課題を達成したと

いうことになっておりますけれども、製造コスト等の目標に対する達成度合について、

明らかにしていただくべきではないかと思っております。 

 それと、２つ目ですが、研究課題の重点化ということです。本事業では、３つの研

究テーマにつきまして60の研究課題が実施されておりまして、１課題当たりで見ます

と990万円の事業費となっておりますが、これで十分な成果が出るのか。また、既に

民間で類似の研究がなされているもの、こういったものは取りやめるなど、研究課題

の絞り込みを図るべきではないかというのが２つ目の論点です。 

 ３つ目は、研究成果の実用化の時期です。本事業での研究成果の実用化レベルにつ

いて、例えば微細藻類であれば20年後ということになっておりますが、成果が出る時

期が遅過ぎるのではないかということです。 

 また、これらの研究成果が、その時点、例えば20年後の農林水産業の政策課題を見

通したものとなっているのかということです。 

 以上です。 

後藤審議官：それでは、委員の皆様からの御質問、御意見をお願いいたします。基本的に、一

問一答形式で行いたいと思いますので、回答は簡潔明瞭にお願いできればと思います。 

 それでは、伊永委員。 

伊永委員： 初に確認させていただきたいんですが、事業シートの13ページ、重複排除のとこ

ろでお伺いします。 

 この種のバイオエタノールの製造に当たっての原理は同じなわけですが、内閣府の

総合科学技術会議の調整があったとは書いてありますが、文部科学省、経済産業省、

私は、環境省もやっていたような気がしますし、各国立大学や民間でも、さまざまな
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ところが同じような技術をやっている。これが、特に国でも幾つかの省が同じものを

ターゲットにやっている、別々にやらなければならない理由をまず説明していただけ

ますか。 

平野研究開発官：総合科学技術会議では、予算要求に、あるいはプロジェクトの確立に当たり

まして、各省庁からヒアリングされておりまして、その中で、各省ごとの役割分担と

いうのはきちっと図っていこうということになってございます。 

 それで、経産省におきましては、大規模な開発、これは開発輸入も念頭に置いた大

規模な開発をやっていこうということでして、農林水産省の場合は、それに対しまし

て、農山漁村地域におけるエネルギーの地産地消を目指したような中小規模のプラン

トでつくっていこうということになってございます。 

 それで、特にバイオマスの研究につきましては、よく「大は小を兼ねない」とい

うふうに言われておりまして、これは、大きなプラントのほうが、やはり単なるス

ケールメリットだけでなくて、熱効率の観点からも有利だというところがございま

す。それで、中小規模のプラントの場合には、熱利用技術を使うに当たって、非常

に制約が出るというところもございまして、私どもは、そういう方法はとらないと

いうことをやってございます。また…… 

伊永委員：それはそれで、説明等はわかりますが、経済産業省がやっている技術はこうで、農

林水産省がやっている技術はこうだという技術の違いはあるんですか。大きい、小さ

い、スケールの問題だけでなくて、要素技術の違いはあるんですか。 

平野研究開発官：よくほかの研究機関でとられておりますのは、熱水分解方式というのが多う

ございまして、それは、前処理から糖化までを熱水、要するに水を臨界状態に近い状

態にいたしまして、一気に糖化まで持っていくというような技術が多いのですが、そ

れは、やはり大きな炉があるという前提でして、私どもがそれをやりますと、恐らく

かなり熱効率の悪いものになると思っておりますので、私どもは、アルカリの前処理

をした後、中小規模で、同じ炉の中で糖化・発酵ができるような、そういう技術にし

ています。 

伊永委員：それは、単なる前処理の研究であって、バイオエタノールをつくる根幹の部分は恐

らく共通だと思うんですが、セルロースをグルコースに変えるというようなプロセス

の前処理の問題で、今、述べておられるだけでして、肝心な糖をアルコールに変える

部分については、余り変わらないのではないか。 
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 そういう中で、別々にやることが、国民にどういうメリットがあるのかを説明し

ていただけますか。大事なのは、国民にメリットがあるかどうかなので、そこが説

明してほしいんです。 

平野研究開発官：前処理だけじゃなくて、今の糖化のところまで熱水で一気に持っていくとい

うのが、熱水、関連技術で…… 

太田委員：言葉が通じていないみたいなんですけども、要は、御省と経済産業省さんと文部科

学省さんで、３つでやったほうが、どこか１つがやるよりも、国民にとって望ましい

理由は何ですかというので、個々の技術の話を聞いているわけじゃないと思うんです。 

平野研究開発官：そうですね。やはり入り口と、あと出口がそれぞれ違いまして、要するに何

をバイオマスとして利用していくかというところのまず入り口が違いますし、出口、

これも、私どもは、農村地域にいろんなものを還元していくという循環型で考えてお

りますので、遺伝子の組み換えの微生物を使わないとか、そういう制約もございます

ので、その出口の部分も違います。 

 あと、途中の開発コンセプトも、非常に大規模なものと中小規模なものとでは、使

う技術が違ってきますので、それぞれまた…… 

太田委員：それを一本化してやったほうが……だめな理由は何ですか。 

後藤審議官：技術の差というのが、具体的にどういうメリットであるかというのを簡明にお答

えいただければと思います。 

吉田委員：今の質問にかぶせての質問なんですが、もっとはっきり言えば、国民の目から見て、

整理するというのはどういう意味かというと、縦割りの弊害の排除なんですよね。こ

こで整理していると書いているけども、結局、農業振興地域だったり森林地域が、農

水省のテリトリーですよということしか言っていないわけですよ。それは、国民の目

から見たら、整理ではないんです、縦割りを肯定しているだけの話なので。 

 だから、研究開発に関しては、裾野が広い問題ですよね。あらゆる技術が出てくる

話なので、なぜ組織の縦割りに合わせて分割しなくちゃいけないのか。もし、農林水

産省が、そういう研究開発で特異なポジショニングがあるとすれば、１つは、その原

材料調達を担うのは生産者だという場合があり得るということですよね。だったら、

生産者の原材料調達に関する部分は農水省でということも言えるのですが……それで

も、別に分けてやる必要はないわけですよね。 

 だから、ここに書いてある数字を見ても、生産者の生産費や収益率など一切、数字
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が出てきていない。リッター100円でつくれるというような根拠のない数字しか出て

きていない。本来は、農水省がこだわるのであれば、生産者視点以外にはないと思っ

ているんですよ。もしくは、農地の保全とかという話しかないわけですよね。 

 もう一回繰り返すと、縦割りを肯定することを整理とは言わない。じゃ、縦割り

でやる必要性、一本化できない理由というのを明確に示してくれ、そういうことに

なると思います。 

太田委員：別の比喩で言いますと、トランクという仕切りがないほうが、いっぱい物が入りま

すよね。仕切りを３つの省庁にすると、こっちが余っていても、それは有効活用でき

ないわけですよね。実は、そんなに研究開発ですから、当然、失敗がいっぱいあって、

計画どおりには進まないはずなので、そうするとこれは、この予算が要ると思ってい

たけども、実は、今の技術のいき方だとここは要らないなといったときに、全部一つ

の枠になっていれば、その中でより望ましいところに持っていけるはずですが、３つ

に割ってしまうとその中でしか動かせないので、全体のお金の使い方が非効率になる

わけですよね。であるにもかかわらず、なぜ３つの省庁で分割してやらないといけな

いのか、そういうことなんです。 

塩野研究調整官：塩野と申します。 

 農水省で行う部分につきましては、１つは、農村の活性化という部分がございます

が、先ほど吉田委員から若干御指摘いただきましたけども、その部分で、１つは、稲

わらを収集するということに関しては、当然、農業の作業の中の後で行われるもので

して、農家の方の作業の中で、非常に密接なものになってきます。当然、その中で、

農村の営みの中で作業をうまく調整しながら収集しなければならないという部分があ

ります。 

 その収集のコストというのは、非常にバイオエタノールをつくる場合きいてくるも

のですから、そこの部分は、なるべく農家サイドに立った収集の仕方というのが１つ

必要になってきます。 

 もう一つは、こちらにありますようなエリアンサスみたいな、こういう資源作物

を利用して、それを耕作放棄地等に、使っていない農地に植えることで、より材料

をうまく調達して、低コスト化につなげていこうという視点がございます。その中

で、仮に農村でこういった原料調達ができてくると、農村の活性化、６次産業化と

言っていいかどうかわからないですけども、そういう新しい産業に結びつくような
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試みができるのではないかというふうに考えております。 

伊永委員：大変いいことを言っていただいているので、稲わらとかエリアンサスの生産と収集

に農水省は特化したら非常にいい。根幹の部分のアルコール発酵の部分は、むしろ３

省が一体となって、そこは物すごくスピードアップしてつくるというように、分ける

部分と集中する部分、選択と集中をやるほうが、国民のための利益になるのではない

んですか。 

沖本委員：基礎研究をやろうとしているのですね。そうすると、別に農地じゃなくても、ほか

に草もたくさんあります。したがって、今おっしゃったように、基礎研究ときちっと

分けておかないと、整合性がつかないし、効率的にならないのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

塩野研究調整官：基礎研究……線引きは難しいと思うんですけども、私どもは、原料調達から

後の出口まで、実用化を目指す意味では、やっぱり個々の研究だけをやるのではな

くて、一貫してやることで、それぞれの個々の研究、いわゆる個々の研究の出口が次

のプロセスにうまくつながっていくことで、 初の出口を迎えるわけですので、一つ

の一貫した工程を全てやることで、研究として技術開発することで…… 

太田委員：ただ、真ん中の部分は、重なっているので、重複投資になるわけですよね。よその

省庁さんがおやりになっている技術開発と同じことをするとなると、全体をやること

によるメリットもあるんですが、同じことをやるデメリットもあるので、そのデメリ

ットをメリットが上回るという説明いただきたいんです。 

 もし、本当に全体をやったほうがいいのであれば、よその省庁さんの予算ももらっ

て、全部、農林水産省さんでやればいいわけですよね。 

井上研究開発官：よろしいですか。研究というのは、いろんな角度からやるべきだと思われま

す。農水省と文科省、経産省、それぞれ違ったスタンスで研究に取り組んでいると思

うんですよね。 

 エタノールの生産という技術はよく知られているんですけども、例えば文科省が、

基本的に基礎的な研究というのを言われるわけですけども、その場合は、例えばエタ

ノール生産の微生物が、どういうふうにしたらたくさんエタノールができるかという

ようなもうちょっと遺伝子的な、基礎的なレベルのことを大学さんはよくやられるわ

けですね。そういうのは、農水省はなかなか難しい。 

 また、経産省におきましては、今度は、彼らは、開発輸入のところも考えて、大
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量にどんどんやりましょう。その場合は、当然、遺伝子組み換えというコンセプト

が入って、やっぱりできるだけいかに産業にするかという視点からの研究というの

が必要になってくるわけです。これは、例えばエタノール発酵もそうですし、その

前処理技術、糖化、全てそういう視点から、やはり経産省さんだったらそういう視

点から研究していかないといけない。 

 ただ、農水省の場合は、先ほども塩野が言いましたが、原料というのが、まず国産

のものに限られて、農地の活性化という制約がある中で、どうやってエタノールをつ

くるかというのは、どちらかというと地に足の着いたいろんな研究、文科省さんが出

された研究であり、ＮＥＤＯさんが出されている研究を少しずつ吸収しながら、農水

省独自に、組みかえもせずに、いかに環境に優しい……国内でやれるか、むしろ国民

のためにエタノールをつくっているような部分がございます。 

太田委員：組織の目的が違いますから、観点が違うのはよくわかるんですが、観点が違うから

といって分けたら、一緒にやった場合よりも、非常にデメリットが大きくなる可能性

が高くないですか、重複投資するから。 

井上研究開発官：例えば、一つの省庁さんに……僕、そこはわからないですが、まとめていろ

んな研究をやりましょうといったときに、それはそれで、テーマが拡散してしまうと

思うんですよね。 

吉田委員：じゃ、もっと具体的に今の質問を聞きましょう。これは、補助対象設備は大学であ

ったり企業だったりするわけですけども、補助金を申請する側からすると、経産省の

補助対象にはならないけども、農水省の補助対象にはなるとか、そういう要件の差が

あるんですか。要するに、農水省でしかこの研究は支援してもらえない、それぐらい

の差があるのかないのかですよね。 

太田委員：例えば、一つの同じ研究室が、この３省のところに３つアプリケーションを出すこ

とが可能なんですか。全然違う学科でやっているとか、そういうレベルなんですか。

そうすると、３回アプリケーションを書かないといけない、手間が３倍になる、その

現場のレベルの研究者として。ただ、全然もうそもそもやっている研究者が別の人た

ちで、技術に重なりがないんですか。 

平野研究開発官：恐らく３つのアプリケーションを出すということは可能だと思いますけれど

も、そこに書いてございます研究目的なりコンセプト、使おうとしている技術とかを

見ていきますと、それは、やはりどうしても方向性が変わってきますので、それは採
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択されないということがあると思います。 

太田委員：現場の研究費としては、例えば同じそれを３つ、たまたま３つもらうということは

ないんでしょうけれども、あったとしたら、何かの研究をしたときに、この研究費の

領収書は、絶対、農水省さんのほうでしかあり得ないという感じで、領収書がきちっ

と分けられるものなんでしょうか。共通部分があるんでしょうか。同じであると、分

けた意味は全くないですよね。 

塩野研究調整官：研究室レベルでは、多分、絶対はっきり分かれるということは、あるとは断

言できないと思います。 

太田委員：であれば、そこは１つにしたほうがいいんじゃないでしょうか。 

二村委員：省庁間での連携はとられておられますでしょうか。例えば、ここだったら、大学な

んですから、文科省があり、今だったら経産省の名前も出てきましたけれども、担当

部署での連絡会議みたいなものがあるかどうか、もしくは、 低でも情報交換ぐらい

が行われているかどうかというのを確認したいんですが。 

平野研究開発官：それは、行政レベルあるいは独法の研究機関レベル…… 

二村委員：いえ、まず行政レベルで、いわゆる事業を出すのが行政レベルなわけですから。 

平野研究開発官：それぞれのレベルで、推進協議会というのをつくっておりまして、それは、

情報交換とか、そういうのはやってございます。 

後藤審議官：マーケットレベルでもということですか。 

二村委員：いえいえ、省庁間でもって、それぞれ要は事業を３つ立てて、それぞれ別々にやっ

ているのであれば、まずその前提として、情報交換が行われているかどうかの確認と、

その段階で分けるべきだという判断が行われたその根拠を伺えば、今のお答えになる

のかなというふうに思いまして伺いました。 

平野研究開発官：この24年度からのプロジェクトを始めるに当たりまして、これは総合科学技

術会議の専門委員の方々に２回ヒアリングを受けていただきまして、その中で、役割

分担をきちっとするということと、あと重複がないということをまず確認してござい

ます。 

 昨年度、プロジェクトが始まった後にも、一回、課長クラスが全員集まりまして、

お互いの研究内容を開示、見まして、重複がないということは確認してございます。 

伊永委員：いろいろお答えいただいているんですが、こちらからも、国民の利益がどうなるか

というのは、何もお答えがないんですよ。もう３省庁が、別々に、目的別にそれぞれ
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の分掌業務に従ってやっている。それを総合科学技術会議が調整しているということ

にすぎないわけでして、そうではなくて、今のようなやり方が、どれだけ国民にどう

いう利益をもたらしているのか、きちっと御説明いただきたいんです。 

後藤審議官：わかりやすくお願いできますか。 

平野研究開発官：それは、やはり私どもは、今、農村地域にあります稲わらですとか、あと耕

作放棄地とかに植えていこうと考えておりますエリアンサスというものを使うという

前提でのその前処理から、糖化・発酵までを一連の技術として開発しておりますので、

それをできるだけ早くきちっと国民の皆様に提供するために、 善の体制をしいてお

るということです。 

沖本委員：どこの研究室も同じようなことをされているはずだということをおっしゃっていま

したけども、私は、一つの目的を達成するにしても、いろんなアプローチがあって、

みんなが一緒になっていろいろな研究をすることによって、新たなものがクリエート

してくるのではないか、これは私の持論ですけども、全てを画一的にするということ

は、同じ金太郎あめみたいになっていけないと思います。 

 私は、農水省の代弁者じゃないのですけども、もし言うとすれば、目的は一つで

あるが、いろんな多様な研究をすることで、色々な分野の専門家が切磋琢磨してや

っていくために、技術開発は分けたほうがいいのかということもあり得るかと思う

のですね。余り技術論的なことではなくて、やはり多くの人で、多くの人が参画し

て考えていくということがあるということでしょうか。 

後藤審議官：コメントシートの御記入もよろしくお願いいたします。失礼いたしました。御回

答をお願いします。 

平野研究開発官：私ども、この独法の農研機構につきましては、ＣａＣＣＯ法というやり方で

特許を取ってございまして、現在、糖化・発酵のほうにつきましても、独自の技術を

開発しようとしております。 

 現在、民間のアドバイザーとかも外部有識者の方に入っていただいておりますが、

本当に大変高い評価をいただいておりまして、このバイオエタノール生産技術につき

まして、ブレークスルーになり得るものだとか、あるいは大変ポテンシャルとして高

いものだという評価を受けてございますので、この技術を確立して、全体的な技術に

つきましては、特許権等の申請の見通し等がついてきましたら、いろんな民間企業等

にも声をかけさせていただいて、連携を深めていきたいというふうに思っております
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が、今この時点で、本当に技術が細部で開発される寸前ですので、ここでいろんな機

関の方に入っていただくというのはなかなか難しいかな。 

沖本委員：今の説明は、私が質問したことの裏返しですよね。多様性が要るのだということを

考えてやっているのか。 

 私も、いろいろなやり方があると思いますが、統一してやることの弊害というの

は、１人の天才がすべて行うと、それ以外の人はわからない。ところが、いろんな

人が、ソフトで言うとリナックスみたいにしてみんながつくっていくと、だんだん

切磋琢磨してよくなるとかの観点が入っているのか入っていないのか。セクショナ

リズムに入っているのか、そこを問題視しています。セクショナリズムに入ってい

ると言っているわけではありません。 

吉田委員：かぶせての質問ですけども、いいですか。答えは難しいと思いますけれども、税金

を使わない研究だったら好きにすればいいんですよ、でも、みんなで、税金を使って

いるわけですね。だから、できるだけ無駄はなくしましょうという話を今しているわ

けで、農水省からすると、じゃある研究段階から後はみんなでやっていこうや、予算

は一本化しようと言った段階で、新たに組織をつくるとか実施組織が変わるわけじゃ

ないじゃないですか。農研機構の技術や研究員も出さなくちゃいけないし、そういう

連携を図っていくということなので、そこの問題は、統一したらどうのこうの、ばら

ばらにやったほうが多様性がある、そんな安直な議論ではないとは思うんです。問題

は、現場から来ているニーズ例えば、稲わらが出ていますけども、残地材木、それか

らあと僕らが、今、トライしているのは、もみ殻の問題も非常に大きい。 

 こういう生産現場で出たニーズについては、これをほかの省庁と一緒にやるといっ

てもやれないんだ、農水省しかできないんだというような状況がない限り、本来は、

連携、統一を目指すべきだと思うんですね。これは、公務員として、税金をできるだ

け効率よく使っていくという観点からはそうすべきだという議論だと思うんですけど

も、そこら辺の具体的なところが出てくれば、また少し話は違うのかなとは思います

ね。 

龍澤研究専門官：おっしゃることはわかるんですけども、農水省で稲わらの問題を解決したい、

耕作放棄地の問題もあります、林地残材も、全く使われていませんので、今、森が荒

れています。こういう課題をやっぱり解決することは、じゃ経済産業省でやってくだ

さいといっても、一本化しましょうといってやってくれるかといったら、やってくれ
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る状況じゃないです。 

 そこは、セクショナリズムだという御指摘はよくわかるんですけども、今のこの仕

組みの中では、それぞれが政策目的を持って……これは、単に技術の問題だけじゃな

いのは我々もよくわかっています。これによって、農山漁村を活性化して、エネルギ

ーの多様化にもつながって、そういう出口の面で、農林水産業の活性化につながるん

だというその政策目的の中で、農水省が取り組んでいる、その中で連携しながらやる

ということが大事かというふうに思っております。 

沖本委員：途中で話が途切れましたが、私は、セクショナリズムに陥っていると言っているの

ではありません。そこは勘違いしないで頂きたいと思います。多様性が必要であるか

らやっているということであれば、それでいいのではないか。リナックスの例もある

けども、いろんな人が切磋琢磨しながらやっていくというのも大事だからと思います。 

太田委員：それは、基本的にトップダウン型の研究費とボトムアップ型の研究費とあって、多

様性を確保するほうというのは、基本的に科研費でやっているわけですね。個々の研

究者が、自発的に研究アイデアを出して、それをピアレビューして出していく、これ

は非常にうまくワークしているというふうに、まだまだ改善の余地はあると思います

が、言われていて、こっち、政策目的で上からドーンと落とす研究費について、多様

性という話は、基本的になじまないと私は思っているんですけれども、このときに、

言葉が正確にわかっておりませんが、山にある残材あるいは耕作放棄地の解決という

のが、このバイオエタノールを生産する上でベストなんですか、それを使うのは。 

 つまり、ベストであれば、経済産業省さんが考えるときも、それを当然使うだろ

うと思うわけですよ。これを使うのが一番効率的でベストの材料であれば、それを

当然使うだろうと思うんですけども、もし使われないのであれば、ベストじゃない

可能性があるわけですよね。 

 ベストじゃないものに、別に農林水産省さんで、予算をつけて、何とかこれを使

ってもらえるように研究してもらおうというのは、国民の目から見ると、必ずしも

適じゃないように聞こえるんですが、いかがですか。 

平野研究開発官：全体といたしまして、エネルギーの安全保障問題では、自立分散型のエネル

ギー供給を目指そうという理念もございまして、そういった中では、農山村地域で、

それぞれの地域が自給的にエネルギーをつくっていくということも、一つの柱だとい

うふうに考えています。そういった地域が全国各地に出ていきますれば、エネルギー
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の安全保障問題にとって非常にプラスになってきて、国民にとってもプラスなのかな

というふうに考えています。 

太田委員：わかりました。こういうことでしょうか。技術的にはベストでないかもしれないけ

れども、原材料が、国産であるということがあった場合に、何らかの国際的な安全保

障というか、トラブルがあったときにも、安定的に原材料が供給されるから、少々効

率が悪くても、これを推進すべきだ。 

平野研究開発官：実際に私ども、産官学、石油企業も入っていただいた中で、バイオエタノー

ルのコスト目標はつくっておるんですが、私どもは一応100円という値段を頂戴して

おります。それは、100円でありますれば、国内のガソリンと競合できる価格だとい

うことで、経産省さんは、目標は、実は40円です。それは、大変安いんですけれども、

基本的に大規模な開発して、その開発輸入も念頭に置いてやっておられる研究だとい

うことで伺っておりまして、少し高いかもしれませんが、国内であれば、それでペイ

するようなところに、水準としては持っていっている。 

太田委員：その差額は将来どうされるんですか。例えば、予想どおりにいくかどうかわかりま

せんが、40円で生産できるようになって、こっちでコストが100円だとすると、農林

水産省さんが推進されているところというのは、ずっと赤字になって、誰も入ってこ

ないですよね、業者としては生産しないですよね。その差額は、全部補助金でずっと

将来的に出ていくということですか。 

平野研究開発官：そんなことはないです。ですから、そういった技術と体制をしいていって、

国内では、100円であれば、石油メーカーさんも、ガソリンと比較して買えるという

値段をつけていただいているんです。 

太田委員：でも、化学的組成が同じものが、片方は40円でつくれて、片方が100円であれば、

勝負にならないと思うんです。 

平野研究開発官：ですから、それは、開発輸入なども念頭に置いたコスト、逆に言いますと、

経産省さんは、アメリカでの石油価格の目標のところに水準を置いておりまして、世

界各地に輸出していくというような、そういうことも踏まえた値段の設定の仕方にし

ています。 

太田委員：実際に40円でつくれるようになったとして、ここで、100円でつくれるようになっ

たときにどうされるんですか。40円でつくれるものを100円でつくる理由はないので、

何か政策目的があって、100円でつくるべきだという話になるとすると、その差額分
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は、どう補塡、ずっと補塡し続けるんですか。 

塩野研究調整官：すみません、40円というのは海外で生産したときの製造コストということで

して、そこからまず輸入する部分がプラスされます、価格といいましょうかコストに。 

 あと、もう一つは、やっぱり国内で生産すれば、仮にそういう事業化して普及す

れば、安定的に我々は入手することができますが、海外の場合、非常にリスクを伴

うといいますか…… 

太田委員：どうもよくわからないんですけども、農作物というのは、農業というのは非常にリ

スクが高いですよね、気候の影響も受けるので。それは、リスク分散ということで言

うと、全世界に分散しておいたほうが、リスクは少ないと思うんですけども、日本だ

と、日本国だけが、何か気候が悪かったときに、一斉に生産量が落ちてしまうと安定

供給できないですよね。それは、世界中で、あちこちでつくっておいたものを持って

くるようにしたほうが、リスクは明らかに低減されると思うんです。 

塩野研究調整官：もしそういうことであれば、日本でも、日本と海外で、両方、製造しておい

たほうが、よりリスク分散になるということにはなりませんか。 

後藤審議官：吉田委員。 

吉田委員：今の延長でお聞きします。では、リッター100円、なぜリッター100円なのか。何ら

か標準になったのか。片方で、海外からの輸入では、港を出る段階で、40円台だとい

うのをなぜ100円に設定したのか。100円に設定した場合に、エリアンサスだと、新規

作物ですから、その場合の生産コストなり生産者の収益率、農業所得率、その辺の数

字がもしあれば教えてください。基本的には、マーケットでは厳しいから、これは、

やっていこうと思ったら、補助事業を続けるしかないというのは、誰しも明らかなは

ずなんですよね。 

 今の２点、数字の根拠と数字を教えていただければありがたいです。 

平野研究開発官：リッター100円でつくる根拠と申しますのは、先ほど申し上げましたように、

産官学の人が入った中で、石油企業としても、それぐらいの値段であれば、国内のガ

ソリン価格と競合…… 

吉田委員：現在の石油価格と比較して、競争力の有利なほうで100円ということですか。 

平野研究開発官：それぐらいであれば、国内であればできるということになります。 

吉田委員：その場合の数字…… 

平野研究開発官：その場合の数字といたしまして、エリアンサスですと、１キロ当たり10円で
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あれば、つくる側もつくりますし、買う側としても買えるという値段だと考えており

まして…… 

吉田委員：キロ10円で、卸値が…… 

平野研究開発官：エリアンサスの値段が１キロ10円です。 

吉田委員：ええ、軒下価格が10円、それの10円のうち収益率は…… 

平野研究開発官：農家の手取りといたしまして、初年度は10アール当たり２万4,300円になる

と思っております。 

吉田委員：10アール当たり２万4,300円、これは手取りの売上高ですか。 

平野研究開発官：基本的に、農家の方は、土地を貸す部分と、自分で労働した部分を得るとい

うことですので、上がりイコール自分の手取りという感じです。 

吉田委員：２万4,300円が上がりだとしたら、これは、前提条件としたら、農家が、生産では

なくて農地賃貸しということ、賃貸料の上がりはおかしいですよね。 

平野研究開発官：賃貸料は、一応3,000円ぐらいと見込んでおります。今、大体…… 

吉田委員：言っていることがわからない。農家が土地を借りてつくるという話ですか。 

平野研究開発官：いえいえ、考え方といたしまして、農家は、地主でもあり労働者でもあるわ

けですので、自分に…… 

吉田委員：生産事業主体はどこだという想定なんですか、今の話は。 

平野研究開発官：実際に、刈り取って回るのは会社です。プラントの会社になります。 

吉田委員：いやいや、農家から農地を借りて、農家を雇って、実際にエリアンサスをつくるの

は、事業者は誰なんですか。 

平野研究開発官：それはエタノール会社になります。 

吉田委員：そういうことですね。 

平野研究開発官：土地を借りまして、ただ植えたりする部分につきましては、農家の方に…… 

吉田委員：じゃ、生産者は、10アール当たり3,000円の賃貸料と、時給幾らというような…… 

平野研究開発官：時給1,700円です。 

吉田委員：1,700円の時給での労働雇用の所得がありますよということですね。了解しました。 

後藤審議官：まだご発言されていない藤原委員、いかがですか。 

藤原委員：仮にこの事業が、３事業、実用化された場合、そのときにおける日本の一定のエネ

ルギー需要がありますよね。それの中での占める割合、どの程度に実際的な効果があ

るのか、それを教えていただきたいんです。 
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平野研究開発官：エネルギー基本計画というものがございまして、その中で、2020年度までに、

再生可能エネルギーを現在の５％から10％に高めるというふうな計画になってござい

ます。特にバイオエタノールにつきましては、ガソリンの消費量の３％をバイオエタ

ノールで代替しようという計画になってございまして、現在のガソリンの使用量が年

間6,000キロリットル程度ですので、３％といいますと180万キロリットル程度になる

と思うんですが、ここにありますような稲わらの利用ですとかエリアンサスの利用、

これが推進基本計画どおりにいけば、そのうち70万キロリットル以上は国内で生産が

可能だというふうに考えております。 

 それで、すみません、太田委員の御質問にきちっとお答えできていなかったんで

すけれども、昨年度の経済産業省さんの行政事業レビューの中で、バイオエタノー

ルの技術開発がまた問題になってございまして、その中では、「経済産業省さんは

農業開発の開発輸入も認めているんですね。それじゃ、開発されたものは確実に日

本に輸入されるんでしょうか」という問いかけに対しまして、「それは、その時々

のマーケット次第です。日本の企業が海外で開発したからといって、日本に持って

こられるものというふうには担保できません」というふうに答えられておりますの

で、やはり一つの柱として農業開発輸入というのがあるとは思うんですけれども、

もう一方の柱といたしまして、私どものような国産、国内でエタノールをつくって

いくという柱があっても、それは大事なのではないかなというふうに考えておりま

す。 

太田委員：ただ、その場合は、コスト競争力をほぼ同レベルに持っていかないとだめなんじゃ

ないですか。 

平野研究開発官：ほぼ同レベルになると思います、開発して輸入するときに、やはり持ってく

るまでの価格がございますので。 

太田委員：そうすると、40円と100円の差の60円が全て運賃になるということですか。 

平野研究開発官：今、大体、アメリカは40円ぐらいをコスト目標にしておるんですけども、実

は、アメリカからの輸入というのはないのでわからないんですが、通常、生産コスト

が20円程度と言われておりますブラジルから日本に持ってきている価格というのは、

やっぱり80円を超えておりますので、それぐらいの途中のいろんなコストがかかって

おるのではないのかなと思っております。 

太田委員：とすると、やはり80円を目標にしない限りは、ずっと補助事業にしていかない限り、
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日本の国内で維持できないということですかね。20円、差があるわけですよね。 

平野研究開発官：ですから、日本の場合、40円を目標にしておりますので、その間、60円ぐら

いのコストがかかっておるので…… 

太田委員：農林水産省さんも、40円を目標にされているんですか。 

平野研究開発官：いえ、私どもは国内で…… 

太田委員：100円というふうに先ほど伺いましたけども、私は、その100円と40円の差の話を聞

いているんですが、とすると80円になっているとしても、20円あるわけですよね。よ

そから持ってきた場合に、80円になっている。 

平野研究開発官：それは、ブラジルから、今、輸入しておりまして、ブラジルの生産コストは

一般的に今20円ぐらいと言われておりまして、それを持ってきて、国内で80円ですの

で、40円ぐらいで、外でつくれば、国内に持ってきて100円ぐらいになるというふう

になるのかなと思っています。 

太田委員：なるほど、よそで、40円でつくれば100円になるから、国内でつくっても、外国か

ら輸入しても同じだ、そういうことですか。 

平野研究開発官：はい。 

太田委員：差額が60円だから、わかりました。そうすると、十分、価格競争力が出るので、こ

れは、以後、実用化されたときには、一切補助金は入れないという、そういうことで

すね。 

平野研究開発官：恐らく、プラントを建てる際とか、そういったときの投資コストというのは

見ていくことがあるのかもしれませんけれども、それ以後……何というんでしょうか。 

太田委員：プラントを建てるとき、投資コストを補助したら、要するにまけている部分を補助

するということです。 

平野研究開発官：になりますか。失礼いたしました。 

後藤審議官：沖本委員、先ほどの回答はよろしいですか。 

沖本委員：私は、なぜ農水省がこれをやらなければいけないかということは、例えば政策とい

うのは、やっぱり決め打ちをしても、細かいところまでわからないから、みんなで一

緒に考えて行ってやったほうがいいとは思っています。２つの考え方があって、１つ

はまとめてやるという考え方と、多様性を求めながらやるという考え方があるかと思

うのですけども、これは多様性を求めてやろうとしていることですか。 

後藤審議官：お答えを簡潔にお願いします。 
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平野研究開発官：バイオマスの関係は、いろんな材料がありまして…… 

沖本委員：私が聞いているのは、いろんな部署で、材料が違うから、それは、いろいろな人が

考えてやっていったほうが、効果が上がると思ってやっているのか、あるいはセクシ

ョナリズムになりたくないから、分けているのかということです。私は、前者のほう

じゃないですかとさっきから聞いているわけです。 

平野研究開発官：どうも申しわけございません。それは前者です。 

後藤審議官：すみません、時間になりました。取りまとめの案がまとまりましたので、 

 お願いします。 

沖本委員：評価結果及び取りまとめ案について、「農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創

造のための技術開発」の評価結果については、「事業内容の改善」１名、「事業全体

の抜本的改善」５名という結果になりました。この事業プロセスの結果としては、

「事業全体の抜本的改善」としたいと思います。 

 その中で、主なコメントを紹介します。 

 「事業全体の抜本的改善」を選択した委員が５名おられ、他省庁との類似事業の

一本化、提携が必要であり、総合的研究体制にすべきとの意見が多数の人からあり

ました。その他意見としては、農山漁村におけるバイオ燃料等の生産基地創造のた

めの活動に限るべき、目的が農山漁村の振興であることはわかるが、技術開発の多

様化によるメリットがあるまい。生産者の収益性、経営力強化につながるかという

視点を農水省としては重視されたい。エネルギー政策の中でどういう位置づけにあ

るか不明、採算性の見通しが立たない場合は、廃止すべきといったものがございま

した。 

 なお、「事業内容の改善」を選択した委員が１名おられ、３つに絞って技術開発

した際の目標がない、評価基準を明確にすべきだという意見が１人の委員からござ

いました。 

 こういう意見がありましたが、この取りまとめ案について何か御意見はあります

か。どうぞ。 

吉田委員：先ほど太田委員もおっしゃったんですが、とにかくこれは、運用段階で、先ほど言

われた初期投資や運営費に補助金は入れざるを得ないというような判断が、採算性か

ら下されたら廃止してください。 

 要するに、第２のたばことか、そういうのをつくっちゃいけないんですよ、これ以
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上。補助金がないとやっていけないようなものだったら、やらないほうがいい。だか

ら、皆さんの研究が、その視点を忘れずに、あと27年までぜひやって、本当の意味で

の自立実用化できるようなものにしていただきたいと思っています。 

沖本委員：ただいま吉田委員からコメントいただきましたが、このコメントを受けて、ご自分

が選択した評価を変更される方はいらっしゃいますでしょうか。 

 いらっしゃらないようですので、 終的な「農山漁村におけるバイオ燃料等生産基

地創造のための技術開発」の評価結果は、「事業全体の抜本的改善」とさせていただ

きます。 

後藤審議官：以上で、この事業につきましての議論は終了いたします。どうもありがとうござ

いました。 

平野研究開発官：ありがとうございました。 

 

以上 


