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１ はじめに 

バイオマスの利活用は、温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化防止や、

資源の有効利用による循環型社会の形成に資するほか、地域の活性化や雇用に

つながるものである。また、従来の食料等の生産の枠を超えて、耕作放棄地の

活用を通じて食料安全保障にも資する等、農林水産業の新たな領域を開拓する

ものである。 
近年、こうしたバイオマスの利活用を推進するための方策の一つとして、世

界的に自動車用の燃料としての利用拡大が図られている。アメリカやＥＵでは

バイオ燃料の利用拡大に向けた目標が掲げられているほか、バイオ燃料の利用

を強力に拡大するための様々な優遇措置も講じられているところである。 
一方、我が国のバイオ燃料の取組の現状は、バイオエタノールについては、

全国６ヶ所での小規模なバイオエタノール３％混合ガソリン（Ｅ３）の実証試

験が行われているに過ぎない状況であり、バイオディーゼル燃料についても、

一部の自治体やNPO等による取組が行われている程度である。しかしながら、
２００５年４月に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」では、輸送用燃

料におけるバイオマス由来燃料の利用目標が５０万キロリットル（原油換算）

とされ、２００６年３月に閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」

では、バイオマスの輸送用燃料としての利用に関する戦略が明記される等、我

が国においても、バイオ燃料の利用促進に向けた施策が急速に進展していると

ころである。 
２００６年１１月には、安倍内閣総理大臣から、地球環境、地域の活性化や

雇用、農業の活力という観点から、国産バイオ燃料の生産拡大は重要であり、

関係府省でしっかりと協調し進んでいくようにとの指示を受けたところである。 
この内閣総理大臣の指示を受け、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた

検討を行うため、関係府省の局長級から成る「バイオマス・ニッポン総合戦略

推進会議」において議論を進めてきたところである。本報告は、ここでの議論

を踏まえ、我が国における国産バイオ燃料の生産拡大に向けた課題を整理する

とともに、大幅な生産拡大を図るためのシナリオを取りまとめたものである。 
 

２ 我が国におけるバイオマスの賦存量 

（１）バイオマスの種類と賦存量・利用率 

 「バイオマス・ニッポン総合戦略」においては、バイオマスを①廃棄物系バ

イオマス、②未利用バイオマス、③資源作物の３つに区分している。 
２００６年１２月時点で把握できる最新データに基づき、バイオマスの賦存

量及び利用率を整理したところ、廃棄物系バイオマスの賦存量は２億９８００

万トン、利用率は７２％（２０１０年目標８０％）、未利用バイオマスの賦存量
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は１７４０万トン、利用率は２２％（２０１０年目標２５％）となっている。

なお、エネルギーや製品向けの作物として生産される資源作物としてのバイオ

マス利用はほとんどない。 
廃棄物系バイオマスと未利用バイオマスの賦存量のうち、未利用部分のエネ

ルギーポテンシャルは、約５３０ＰＪ（原油換算１，４００万キロリットル）

と試算され、さらに、資源作物のエネルギーポテンシャルは、約２４０ＰＪ（原

油換算６２０万キロリットル）と試算されており、国産バイオ燃料の大幅な生

産拡大を図るためのポテンシャルは十分にあると考えられる。 
 

 

家畜排せつ物 約８，７００万ｔ

下水汚泥 約７，５００万ｔ

黒液 約７，０００万ｔ

廃棄紙 約３，７００万ｔ

食品廃棄物 約２，０００万ｔ

製材工場等残材 約４３０万ｔ

建設発生木材 約４７０万ｔ

農作物非食用部 約１，４００万ｔ

林地残材 約３４０万ｔ

たい肥等への利用 約９０％ I
未利用 約１０％

I
肥飼料等への利用 約２０％

未利用 約８０％

製紙原料・エネルギー等への利用 約９５％ I
未利用 約５％

製紙原料、家畜敷料等への利用 約７０％ 未利用 約３０％

建築資材・たい肥等への利用 約７０％ 未利用 約３０％

I
製紙原料等への利用 約２％

I
たい肥、飼料、家畜敷料等への利用 約３０％

未利用 約７０％

我が国のバイオマス賦存量・利用率（２００６年）

ほとんど利用なし

素材原料、エネルギー等への利用 約６０％ 未利用 約４０％

エネルギーへの利用 約１００％
廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス

未
利
用

バ
イ
オ
マ
ス

＊なお、各バイオマスのデータは2006年12月時点で把握できる最新のもの。
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（２）バイオマス利用率の変遷とその要因 

① 廃棄物系バイオマス 

廃棄物系バイオマスの利用率は、従来利用率の高い製材工場等残材、黒

液を除き、全般的に向上しており、廃棄物系バイオマス全体の利用率は、

「バイオマス・ニッポン総合戦略」策定以後、４％の向上となっている。

これは、バイオマス利活用に対する支援策のほか、個別リサイクル法の規

制ともあいまって利活用が進んだ効果によるものと考えられる。 
今後の利活用をさらに進めるための課題としては、家庭系生ごみの有効

利用が不十分であること、家畜排せつ物については、多くがたい肥として

利用されているが、地域によっては需要量を超えて過剰に発生している地
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域があり、需給の不均衡が生じていること等が挙げられる。 
 ② 未利用バイオマス 

 「バイオマス・ニッポン総合戦略」策定後、未利用バイオマスの利用率

は１％の向上にすぎず、林地残材はほとんど利用されていない状況である。

平成１８年の「バイオマス・ニッポン総合戦略」の見直しでは、未利用バ

イオマスの利活用を推進するための戦略を示したところであり、生産・排

出者側の努力も含めた効率的な収集システムの確立、川上から川下までの

林業コスト全般の縮減を図るシステムの導入等による生産・流通・加工の

コストダウン、新たな技術を活用したビジネスモデルの導入等を推進する

ことが今後の重要な課題である。 
 ③ 資源作物 

 資源作物の利活用は現時点ではほとんど認められないが、菜の花を栽培

して食用油として利用した後、廃食用油を収集し、バイオディーゼル燃料

の原料として利活用する取組を進めている地域があるほか、さとうきび等

を原料にバイオエタノールを製造して自動車用の燃料に利活用する実証試

験が行われている。 
 資源作物の生産は、約３８．６万ｈａ（２００５年農業センサス）存在

する耕作放棄地等を活用して、食料生産に悪影響を与えない形で効率的に

資源作物を生産することも重要である。その際、極めて粗放的に低コスト

で作付けできるようにする必要がある。 
 
３ 我が国及び諸外国におけるバイオ燃料の現状 

（１）バイオ燃料の概要 

バイオ燃料は、ガソリン代替で利用されるバイオエタノールと軽油代替で

利用されるバイオディーゼル燃料等がある。 
① バイオエタノールについて 

バイオエタノールは、さとうきび等の糖質原料、とうもろこし等のでん

粉質原料、稲わらや木材等のセルロース系原料から製造することが可能で

あり、糖化、発酵等の過程を経て製造される。輸送用燃料の利用方法とし

ては、ガソリンとバイオエタノールを直接混合する方式と、バイオエタノ

ールから添加剤（エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル（ＥＴＢＥ））

を製造しこれをガソリンに添加する方式の２通りが存在する。 
 エタノールは、水分との親和性が高いという性質を有するため、エタノ

ール混合ガソリンに一定比率以上の水分が混入すると相分離が発生し、燃

料品質に影響を与える。経済産業省では、Ｅ３について、製造・輸送から

給油所における貯蔵・給油に至るまでの品質上及び安全上の課題の検証を
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目的とした実証研究をすでに実施しており、水分管理対策を行った上であ

れば、実使用上問題となるＥ３の品質変化及び設備部材への影響変化は認

められなかったことについて取りまとめている。また、総務省消防庁では、

これまでの検討を踏まえ、漏えい対策等の安全対策についてガイドライン

を取りまとめている。 
ＥＴＢＥについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭

和４８年法律第１１７号。以下「化審法」という。）において、第二種監視

化学物質（生物の体内には蓄積し難いが、環境中で容易に分解せず、継続

的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれの疑いがある、との性質を

有する化学物質）との判定がなされている。経済産業省では２００６年度

より、長期毒性試験や環境に暴露した場合の影響調査等を実施し、リスク

評価を行っている。 
  
② バイオディーゼル燃料について 

 バイオディーゼル燃料については、菜種油、廃食用油等の油脂を原料に、

メチルエステル化等の化学処理により、主に脂肪酸メチルエステルなどの

軽油に近い物性に変換したものが利用されている。脂肪酸メチルエステル

については、軽油に比べて、ゴム・樹脂を膨張・劣化させる、熱の影響に

より酸やスラッジ（固まり）を発生し品質が劣化しやすい、原料によって

は寒冷地で固まってしまうなどの特性があることに留意する必要がある。 
 
（２）我が国におけるバイオ燃料の現状 

バイオエタノールについては、現在、全国６ヶ所で、原料作物の生産、バ

イオエタノールの製造、Ｅ３ガソリンの走行等の実証試験を行っているとこ

ろであるが、生産量は、２００５年度末時点で合計３０キロリットル／年程

度にすぎない。このうち、岡山県真庭市、沖縄県伊江村、沖縄県宮古島市の

３ヶ所において、生産したバイオエタノールを自動車の燃料として利用する

一貫した実証試験を行っている。 
バイオディーゼル燃料については、京都市、いわき市、富山市等の自治体

ぐるみの取組のほか、地域のＮＰＯ等による小規模な取組が行われている。

生産量は、合計４，０００～５，０００キロリットル／年と推計される。 
  
（３）諸外国におけるバイオ燃料の現状  

  世界のバイオ燃料の生産量は、２００５年末時点で、バイオエタノールで

約３，６５０万キロリットル、バイオディーゼル燃料で約４００万キロリッ

トルと推計される。 
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バイオエタノールについては、アメリカ、ブラジルの２カ国の生産量が突

出しており、世界の生産量の約７割を占めている。このほか、ＥＵ、中国、

インド等でも生産されており、生産量は年々拡大している。生産されたバイ

オエタノールの大半は、ガソリンとの直接混合で利用されており、アメリカ

の一部の州やブラジルでは、混合割合の義務化もなされている。一方、ＥＴ

ＢＥは、スペイン、フランス等、ＥＵを中心に利用されている。 
バイオ燃料の利用がみられる諸外国では、その利用を促進するために、政

府による導入目標の提示、税制、補助等の支援策がとられている。 
  ＥＵでは、２００３年に「輸送用のバイオマス由来燃料、再生可能燃料の

利用促進に係る指令」が発効し、加盟各国にバイオマス由来燃料、再生可能

燃料の導入目標の設定が義務づけられているほか、エネルギー作物栽培に対

する補助や税制面での優遇が行われている。米国では「２００５年エネルギ

ー政策法」が成立し、２０１２年には７５億ガロン（約２，８００万キロリ

ットル）の自動車燃料としての供給が定められている。２００７年 1月のブ
ッシュ大統領の一般教書では、この義務量をさらに拡大し、２０１７年まで

に３５０億ガロン（約１．３億キロリットル）とすることに言及している。

また、バイオエタノール混合ガソリンの物品税の控除や小規模事業者に対す

る支援策も講じられている。 
  他方、最近、バイオ燃料の急激な需要拡大に伴い、トウモロコシ等のバイ

オ燃料の原料となる農作物の価格が高騰するといった問題等を懸念する声も

ある。 
 
４ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大のための課題・検討事項 

（１）技術面での課題 

① 作物生産 

 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大のためには、原料となるバイオマスを

低コストで安定的に供給することが必要である。国土面積の限られている

我が国においては、耕地を最大限有効に活用することはもちろん、ゲノム

情報等の活用により、糖質・でん粉質を多く含有し、バイオマス量の大き

な資源作物の育成や、省力・低コスト栽培技術の開発を行う必要がある。 
② 収集・運搬 

 稲わら、林地残材等の未利用バイオマスは、量的ポテンシャルも大きく、

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた原料として期待できる。しかし

ながら、現状では、これら未利用バイオマスは、収集・運搬コストが高い

ため、利用はほとんど進んでいない。このため、バイオマスの収集・運搬

に係る費用を低コスト化することが不可欠である。具体的には、木材生産
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の取組と連携した林地残材の収集・運搬システム、効率的に収集する高性

能林業機械の開発等を行う必要がある。 
③ エタノール変換 

 バイオマスを原料として低コストでバイオエタノールを生産するために

は、糖質・でん粉質原料に加え、稲わら、林地残材等の未利用バイオマス

や資源作物全体を原料として効率的にバイオエタノールを生産する必要が

ある。特に稲わら、林地残材等のセルロース系原料からのバイオエタノー

ルの製造については、糖化・発酵阻害物質であるリグニンの効率的な除去

やセルロースとヘミセルロースを効率的に糖化・発酵する技術等の開発を

進める必要がある。 
また、発酵後、エタノールの濃縮、蒸留、脱水工程においては、膜透過・

分離技術等を活用したエネルギー投入量の少ない技術の開発が必要である。 
 さらに、エタノールの変換工程において生じる廃液や製造過程の副生成

物の利用・処理技術の開発により、エタノール生産にかかるトータルコス

トについて低減していく必要がある。 
 

（２）制度面等での課題 

① バイオ燃料混合率 

ⅰ）バイオエタノールについて 

我が国においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和５１年

法律第８８号。以下「品確法」という。）により、市場に流通している既販

車の自動車部品の安全性や排ガス性状の確保の観点から、バイオエタノー

ルをガソリンに３％まで混合することが可能である。バイオ燃料の利用が

進んでいる諸外国、例えばブラジルでは２０～２５％、アメリカではいく

つかの州で１０％の混合義務化がなされている等、我が国よりも高い混合

率での利用実績がある。 
現在の国内の自動車メーカーで生産される新車のうち、バイオエタノー

ル１０％混合ガソリン（Ｅ１０）までは対応可能なものもあるが、既販車

については、買い換え、中古車市場からの退出等に１０年以上の期間を要

することにかんがみ、バイオエタノールの供給安定性や経済性の確保等の

課題に留意して、２０２０年頃までを目途に、対応車の普及状況を勘案し

つつ、既販車の安全性及び排ガス性状を確認した上で品確法施行規則に定

めるエタノールを含む含酸素化合物の混合上限規定を見直すこととしてい

る。 
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ⅱ）バイオディーゼル燃料について 

  バイオディーゼル燃料として広く利用されている脂肪酸メチルエステル

については、本年３月より、現在市場に流通している既販車に対する安全

性や排ガス性状の確保の観点から、軽油への混合割合を５%以下とし、加
えて必要な燃料性状に係る項目を、品確法の軽油規格に規定することとし

ている。 
  我が国では、１００%バイオディーゼル燃料が軽油引取税の対象となっ
ていないことから、多くの地域において、軽油引取税の対象となるバイオ

ディーゼル燃料混合軽油と比較して価格競争力のある１００%バイオディ
ーゼル燃料を利用する取組が進められているが、粗悪な品質の燃料がある

ことや、我が国で流通している自動車は、１００％バイオディーゼル燃料

の使用を前提として製造されたものではないこと等により、自動車に不具

合が生じる場合がある。 
 
② 製造、流通、貯蔵、利用 

 バイオ燃料の流通・利用時における大気汚染防止対策、また、Ｅ３の場

合、品質を確保するための水分混入防止等の対策の徹底が不可欠であり、

製油所・油槽所・給油所等流通段階での必要な対応及び対策の検討を進め

る必要がある。このため、宮古島や大都市圏等においてより大規模なＥ３

等実証事業を２００７年度より進めることとなっている。 
また、ＥＴＢＥについては、化審法上の第二種監視化学物質との判定が

なされたことを踏まえ、現在、長期毒性試験や環境中に暴露した場合の影

響調査等に基づくリスク評価を行っているところである。さらに、漏えい

対策等具体的な設備対応策の必要性の検討のため、２００７年度よりＥＴ

ＢＥ混合ガソリンの流通実証事業を進めることとなっており、これらの結

果を踏まえ導入が図られることとなる。 
自動車側では、ガソリンへの混合率を高めた燃料を始めとしたバイオ燃

料対応車の安全、環境上の技術指針づくり等の対応を図る必要がある。国

土交通省では、Ｅ１０対応車の技術基準等の整備に向け、現在検討を行っ

ているところである。 
経済産業省では、バイオ燃料利用拡大実現のための「土台作り」として、

「消費者優先」、「安心・安全・公正」、「エネルギー保安向上」、「イノベー

ション重視」の４原則を元に、品質や徴税公平性を確保するための新たな

制度インフラの検討を行っているところである。 
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③ 税制措置を含めた多様な手法の検討 

税制措置を含めた多様な手法について検討する。 
 
（３）その他 

① 国民に対する理解促進 

国産バイオ燃料の利用は、国民生活に深く結びついており、国民それぞ

れが国産バイオ燃料の利用の意義を認識し取り組んでいくことが重要であ

る。このため、国産バイオ燃料の利用による効果等について、国民の理解

を得ることが重要である。国産バイオ燃料利用の具体的な実践は、農業、

食料、環境、エネルギー等幅広い分野の教育要素を有していることに留意

し、将来を担う児童生徒に向けた教育を充実することも重要である。 
 
② ライフサイクル全体でのエネルギー効率、温室効果ガス削減効果の評価 

 バイオマスエネルギーは、カーボンニュートラル等の効果を有する一方

で、バイオ燃料の生産過程で使用するエネルギーや排出するＣＯ２量が多

くなれば負の効果が生じることも懸念される。このため、バイオ燃料の生

産過程において、必要となる化石燃料や排出するＣＯ２量は極力少なくす

ることが重要である。ライフサイクルの視点から、エネルギー収支、ＣＯ２

収支の評価を踏まえて取組を進めることが必要である。なお、循環型社会

構築の観点から、廃棄物系バイオマスについては、バイオ燃料以外の利用

の状況も踏まえつつ、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用が適正に推進

されるよう留意する必要がある。 
 
③ 飲料用・工業用を含むアルコール流通市場の混乱の防止 

エタノールは、国内においては飲料用・工業用に利用が進んでいる。今

後、燃料用として生産されたエタノールが、既存の飲料用・工業用に流入

し、市場の混乱を招くことのないようにするべきである。 
 
５ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大のための工程表 

（１）工程表の作成の考え方 

 国産バイオ燃料は、現時点のガソリンの卸売価格、ブラジルからのエタノ

ールの輸入価格等と競合できる価格で生産する必要がある。国産バイオ燃料

の生産コストの目標を１００円／L と考えた場合、原料となるバイオマスの
生産コストを大幅に引き下げ、さらに低コストで高効率にバイオエタノール

を生産することが不可欠である。現状では、原料となるのは、さとうきび糖

みつ等の糖質原料や規格外小麦等のでん粉質原料等の安価な原料や廃棄物処
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理費用を徴収しつつ原料として調達できる廃棄物に限られる。このため、

２０１０年頃までの当面の期間は、これらの原料を用いた国産バイオ燃料の

生産を行っていく。 
また、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を図るためには、食料や飼料等の

既存用途に利用されている部分ではなく、水田にすき込まれている稲わらや

製材工場等残材、林地残材、公園・河川敷等から発生する未利用バイオマス

の活用や耕作放棄地等を活用した資源作物の生産に向けた取組を進めること

が重要である。 
 これらのバイオマスから国産バイオ燃料を生産するためには、原料の生

産・収集・運搬コストやバイオ燃料の製造コストの大幅な低減が不可欠であ

り、４に掲げる課題を解決していかなければならない。 
このため、２０３０年頃までの中長期的な観点からは、稲わらや木材等の

セルロース系原料や資源作物全体から高効率にバイオエタノールを生産でき

る技術の開発等により、他の燃料や国際価格と比較して競争力を有する国産

バイオ燃料の大幅な生産拡大を図る。 
なお、具体的に工程表を作成するに当たっては、①目標コストを達成する

技術が開発されるまでの研究期間、②開発された技術を実証する実証期間、

③施設整備等により生産拡大が進む普及期間を考えて作成した。 
 
（２）大幅な生産拡大に向けた工程表 

今後の技術開発の可能性等を踏まえた工程表は、下図のとおりとなり、概

ね、次のように原料作物等の範囲が拡大していくと見込まれる。 
① 現時点で利用可能な作物等 

・原料を安価に調達できる規格外農産物やさとうきび糖みつ等農産物の

副産物 
・廃棄物処理費用を徴収しつつ原料として調達できる建設発生木材 等 

 ② 今後５年間で技術開発する作物等 

・稲わら等の草本類 
・製材工場等残材 等 

③ 今後１０年間で技術開発する作物等 

・原料の収集・運搬コストが必要となる林地残材 
・資源作物（ゲノム情報を利用した多収品種） 
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2010

実証

システム実証・実用化

生産拡大、施設整備

低コスト収集技術、
効率的糖化・発酵技術の確立

低コスト生産技術、
効率的糖化・発酵技術の確立

生産拡大、施設整備
システム実証・実用化

効率的な前処理技術の確立
効率的糖化・発酵技術の確立

生産拡大、施設整備

規格外農産物等規格外農産物等

資源作物資源作物

草本系草本系

（稲わらなど）（稲わらなど）

木質系木質系

（林地残材など）（林地残材など）

2015 2020 2025 2030
（年度）

ゲノム情報を利用した多収品種の育成

国産バイオ燃料の生産拡大工程表

その他その他

生産拡大、施設整備

制度等

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料

システム実証・実用化
(製材工場等残材等）

連続同時糖化発酵技術の確立

システム実証・実用化（林地残材）

目標生産コスト
製材工場等残材
稲わらなど

１００円/Ｌ程度

林地残材
資源作物

１００円/Ｌ程度

他の燃料や国際価格等に対し
競争力を有する価格

廃棄物廃棄物（処理費用を（処理費用を

徴収した上で原料として徴収した上で原料として
使用）使用）

実
用
化

段
階

生産拡大、施設整備

技
術
開
発
の
必
要
な
バ
イ
オ
マ
ス

更なる拡大が可能か

現行制度下で更なる
拡大を目指す

ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ3%（含酸素1.3%）以上混合
可能な社会インフラの整備

バイオエタノールの
大規模実証等による
普及促進

取組の本格化

収集・運搬機械の開発

バイオ燃料の理解を広げるための啓発・普及

生産拡大、施設整備

食品廃棄物等からの燃料化

効率的発酵技術等の確立

 
 
６ 国産バイオ燃料の生産目標 

（１）当面（２０１０年ごろまで）の目標 

 当面は、原料作物としての食料用・飼料用との競合にも留意して、さとう

きび糖みつ等の糖質原料や規格外小麦等のでん粉質原料等、安価な原料や廃

棄物処理費用を徴収しつつ原料として調達できる廃棄物を用いて生産を行

う。 

 具体的な取組として、農林水産省は、さとうきび糖みつや規格外小麦等の

安価な原料を用いたバイオ燃料の利用モデルの整備と技術実証を行い、

２０１１年度に単年度５万キロリットル（原油換算３万キロリットル）の国

産バイオ燃料の生産を目指すこととしている。また、環境省は、建設発生木

材を利用した国産バイオ燃料製造設備の拡充等を支援する事業を行い、今後

数年内に単年度約１万キロリットル（原油換算約０．６万キロリットル）の

国産バイオ燃料の生産を目指すこととしている。 

なお、京都議定書目標達成計画において、２０１０年度までに原油換算

５０万キロリットル（国産、輸入問わず）のバイオ燃料の導入を図ることと

されている。石油業界は、２０１０年度に３６万キロリットル（原油換算

２１万キロリットル）のバイオ燃料の導入を図ることとしている。 
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（２）中長期（２０３０年ごろまで）の目標 

 中長期的には、稲わらや木材等のセルロース系原料や資源作物全体からバ

イオエタノールを高効率に製造できる技術等を開発し、国産バイオ燃料の生

産拡大に向けて４に掲げる課題を解決することを目指す。これらの革新的技

術を十分に活用し、他の燃料や国際価格と比較して競争力を有することを前

提として、２０３０年ごろまでに国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を図る。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙）
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中長期的観点からの生産可能量 

 

 稲わら等の収集・運搬、エタノールを大量に生産できる作物の開発、稲わら

や木材等からエタノールを大量に生産する技術の開発等がなされれば、２０３０

年頃には６００万キロリットル（原油換算３６０万キロリットル）の国産バイ

オ燃料の生産が可能 

 

 国産バイオ燃料生産可能量

原料
生産可能量（2030年度）
エタノール換算

生産可能量（2030年度）
原油換算

１．糖・でんぷん質
　（安価な食料生産過程副産物、規格外農産物等）

５万ｋｌ ３万ｋｌ

２．草本系
　（稲わら、麦わら等）

１８０万ｋｌ～２００万ｋｌ １１０万ｋｌ～１２０万ｋｌ

３．資源作物 ２００万ｋｌ～２２０万ｋｌ １２０万ｋｌ～１３０万ｋｌ

４．木質系 ２００万ｋｌ～２２０万ｋｌ １２０万ｋｌ～１３０万ｋｌ

５．バイオディーゼル燃料等 １０万ｋｌ～２０万ｋｌ ６万ｋｌ～１２万ｋｌ

合計 ６００万ｋｌ程度 ３６０万ｋｌ程度

 

（農林水産省試算） 

 

（草本系） 

 稲わら、麦わら、もみ殻等の草本系については、畜産用の粗飼料、農地に

還元するたい肥等への必要量を考慮しつつ、２０３０年度にエタノール換算

１８０～２００万キロリットル（原油換算１１０～１２０万キロリットル）

の国産バイオ燃料を生産できる可能性がある。 

 

（資源作物） 

 資源作物については、新たにバイオマス量の大きい品種等を育成するとと

もに、食料自給率の向上を目指す食料・農業・農村基本計画との整合を図り

つつ、耕作放棄地の一部を活用すること等により、２０３０年度にエタノー

ル換算２００～２２０万キロリットル（原油換算１２０～１３０万キロリッ

トル）の国産バイオ燃料を生産できる可能性がある。 
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（木質系） 

 林地残材、製材工場等残材、建設発生木材等の木質系バイオマスについて

は、エタノール高効率変換技術と木材収集・運搬システムの改善の相乗効果

により、これらの資源を最大限に活用し、２０３０年度にエタノール換算

２００～２２０万キロリットル（原油換算１２０～１３０万キロリットル）

の国産バイオ燃料を生産できる可能性がある。 

 

（バイオディーゼル燃料等） 

 廃食用油等を利用し、２０３０年度にエタノール換算１０～２０万キロリ

ットル（原油換算６～１２万キロリットル）の国産バイオ燃料を生産できる

可能性がある。 
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（参考） 
中長期的観点からの生産可能量設定の考え方 
 
① 規格外農産物・農産物副産物 
 農林水産省の「バイオ燃料地域利用モデル実証事業」等での生産目標

（２０１１年度までに５万キロリットル（原油換算（３万キロリットル）））。

なお、エタノール生産目標を計算するに当たっては、今後の技術開発によ

るエタノール変換効率向上を踏まえたデータを利用。 
 ② 草本系 

 稲わら、麦わら等の草本系のバイオマスのうち、粗飼料用、たい肥用等

として活用される部分を除いた未利用部分が利用されるとして試算。なお、

エタノール生産可能量を計算するに当たっては、今後の技術開発によるエ

タノール変換効率向上を踏まえたデータを利用。 
③ 資源作物 
 今後バイオ燃料用資源作物として品種開発されるソルガム、イネ、かん

しょ等のバイオ燃料用の資源作物を耕作放棄地の一部に新たに作付けする

として試算。なお、エタノール生産可能量を計算するに当たっては、今後

の技術開発によるエタノール変換効率向上を踏まえたデータを利用。 
 ④ 木質系（製材工場等残材、建設発生木材、林地残材、剪定枝） 

 建設発生木材は、未利用部分を生産可能量として試算。製材工場等残材

と林地残材については、未利用部分を生産可能量とし、今後の国産材生産

量の拡大を踏まえて試算。 

 樹園地の剪定枝については、薪やたい肥等に活用される部分を除いた部

分を生産可能量として試算。公園や街路樹の剪定枝については、都道府県

ごとのバイオマス利活用マスタープランのうち、データを把握しているも

のから全国ポテンシャルを推計し試算。 

 なお、エタノール生産可能量を計算するに当たっては、今後の技術開発

によるエタノール変換効率向上を踏まえたデータを利用。 
⑤ バイオディーゼル燃料等 
 家庭から排出された廃食用油等の食品廃棄物の未利用部分から一定割合

のバイオディーゼル燃料を推計。生産可能量の数値には含めていないが、

その他に、食品廃棄物、家畜排せつ物等からのメタンガス等によるガス燃

料も想定される。 
 


