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Ⅰ 基本的考え方と目指すべき姿 

１ 基本的考え方 

(１) 我が国は、平成 22年12月にバイオマス活用推進基本計画を閣議決定し、2020年

における目標達成に向けて、産学官が連携し技術開発、実証、普及等の取組を推進し

ている。 

 

(２) 東日本大震災・原発事故を受け、本年夏を目途に新たなエネルギー政策及び地球温

暖化対策が策定される見込みであるが、地域の未利用資源であるバイオマスを利用し

た自立・分散型エネルギー供給体制の強化を図ることが重要な課題となっている。ま

た、本年７月には、太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギー電気の導入

拡大を図るため、固定価格買取制度(以下「ＦＩＴ制度」という。)が施行された。 

 

(３）バイオマスは、家畜排せつ物、下水汚泥、食品廃棄物等の廃棄物系、稲わら、間伐

材等の未利用系、ソルガム等の資源作物、藻類など多種多様なものがあり、その利用

技術も、直接燃焼など既に実用化されているものから、ガス化・再合成など研究・実

証段階にあるものまで様々であるため、どのような技術とバイオマスを利用すれば、

持続可能性基準を踏まえたバイオマスを活用した事業化を効果的に推進することが

できるかが明らかでなかった。 

 

(４) このような状況を踏まえ、バイオマス利用技術の到達レベルの横断的な評価に基づ

き、関係府省・自治体・事業者が連携し、コスト低減と安定供給、持続可能性基準を

踏まえつつ、技術とバイオマスの選択と集中等によるバイオマスを活用した事業化を

重点的に推進し、地域におけるグリーン産業の創出と自立・分散型エネルギー供給体

制の強化を実現していくための指針として「バイオマス事業化戦略」を策定する。 

 

(５) 本戦略を着実に実施していくことにより、バイオマス活用推進基本計画における

2020 年に約 2,600 万炭素トンのバイオマス利用、約 5,000 億円規模の新産業創出等

の目標を達成していく必要がある。 
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２ バイオマスエネルギーのポテンシャル  

(１) バイオマス活用推進基本計画の2020年における利用率目標を、カスケード利用(多

段階利用)を考慮した上で、全てをエネルギー利用により達成するものと仮定すると、

そのポテンシャル(年間)は、持続可能性基準を考慮せずに試算すれば、総発熱量約

460PJ、電力利用可能量で約130億kWh(約280万世帯分)、燃料利用可能量(原油換算)

で約1,180万kL(ガソリン自動車約1,320万台分)、温室効果ガス削減可能量で約4,070

万t-CO2(我が国の温室効果ガス排出量の約3.2％相当)となる。 

 

(２) また、国内のバイオマスの未利用分を全てエネルギーに利用すると仮定すると、そ

のポテンシャル(年間)は、持続可能性基準を考慮せずに試算すれば、総発熱量約720PJ、

電力利用可能量で約 220 億 kWh(約 460 万世帯分)、燃料利用可能量(原油換算)で約

1,850万kL(ガソリン自動車約2,080万台分)、温室効果ガス削減可能量で約6,340万

t-CO2(我が国の温室効果ガス排出量の約5.0％相当)となる。 

 

(３) このため、持続可能性基準を踏まえつつ、バイオマスを活用した事業化の推進によ

り、大きなポテンシャルを有するバイオマスを有効に利用し、地域産業の創出、自立・

分散型エネルギー供給体制の強化、温室効果ガスの削減等を同時に達成していく必要

がある。 

 

３ バイオマス利用技術の現状とロードマップ 

(１) 多種多様なバイオマス利用技術の到達レベル、技術的な課題及び実用化の見通しを

評価した「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」(以下「技術ロード

マップ」という。)(別添１)を作成する。これに基づき、現時点で事業化推進に重点

的に活用する実用化技術は、メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固体燃料化、液体燃料

化、バイオマスは、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物（液体燃料化の場合

は余剰・規格外農産物、廃食用油、食品廃棄物）とする。なお、実用化とは、技術的

な観点からの評価であり、事業化のためには、原料調達、販路等を含む事業環境を整

備する必要がある。 

 

(２) 技術開発の進展状況等を勘案し、バイオマス活用推進専門家会議又はその下に設置

する技術委員会(仮称)において、技術ロードマップを概ね２年ごとに見直す。 

 

(３) 上記の実用化技術とバイオマスを利用したバイオマス活用の事業化モデルの例(タ

イプ、事業規模等)(別添２)を、事業化を重点的に推進するに当たっての参考として

提示する。 
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Ⅱ バイオマスを活用した事業化のための戦略 

【戦略１】基本戦略 

① コスト低減と安定供給、持続可能性基準を踏まえつつ、技術とバイオマスの選択と集

中による事業化を重点的に推進する。 

技あああ術 ： メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固体燃料化、液体燃料化 

バイオマス ： 木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物。液体燃料化は余剰・ 

規格外農産物、廃食用油等。廃棄物系と未利用間伐材等を徹底的に

利用。 

② 関係府省・自治体・事業者の連携により、原料生産から収集・運搬、製造・利用まで

の一貫システムを構築する(「技術(製造)」、「原料(入口)」、「販路(出口)」の 適化)。 

③ 地域のバイオマスを活用した事業化の推進による地域産業の創出と自立・分散型エネ

ルギー供給体制の強化を実現する。 

④ 投資家・事業者の参入を促す安定した政策の枠組みを提供する。 

 

【戦略２】技術戦略(技術開発と製造) 

(１)基本的視点 

① 多種多様なバイオマス利用技術の到達レベルの評価に基づき、コスト低減と安定供給、

持続可能性基準を踏まえつつ、実用化技術の選択と集中により事業化を重点的に推進す

る。 

② 産学官の研究機関の連携により実用化を目指す技術の開発を加速化する。 

 

(２)実用化技術の選択と集中による事業化の重点的な推進 

・ 現時点で事業化推進に重点的に活用する実用化技術は、メタン発酵・堆肥化(食品廃棄

物、下水汚泥、家畜排せつ物等)、直接燃焼(木質、鶏ふん、下水汚泥等)、固体燃料化(木

質、草本、下水汚泥等)、液体燃料化(余剰・規格外農産物、廃食用油等)とする。 

・ 技術開発の進展状況等を勘案し、技術ロードマップを概ね２年ごとに見直し、事業化

推進に重点的に活用する実用化技術を評価する。 

 

(３)産学官の研究機関の連携による実用化を目指す技術の開発加速化 

・ 食料・木材供給等と両立可能なセルロース系、藻類等の次世代技術、資源用作物・植

物、バイオリファイナリー等の技術開発を国内外で加速化する。 

・ バイオマス活用推進専門家会議又はその下に設置される技術委員会(仮称)で産学官の

研究機関の情報共有と連携体制を強化する。特に、次世代技術の実証のスケールアップ

等の際、各研究機関の有機的な連携により技術の実用化に向けた取組を効果的に推進す

る。 
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【戦略３】出口戦略(需要の創出・拡大) 

(１)基本的視点 

① バイオマスは、地域の未利用資源として、カーボンニュートラル、太陽光や風力に比

べ安定出力、地域産業創出や地域活性化、循環型社会形成等の特徴があるが、石油等の

化石燃料に比べ価格競争力が劣る。 

② このため、バイオマスの普及拡大を図るためには、コスト低減と安定供給等を踏まえ

つつ、投資家・事業者の参入を促す需要の創出・拡大に向けた政策が非常に重要である。

その際、国内バイオマスは、化石燃料や海外原料に比べ供給コストが高いためインセン

ティブの付与が必要である。 

③ 本年７月に施行されたＦＩＴ制度は、バイオマス活用の事業化に向けた大きなインセ

ンティブとなるものであり、積極的に活用する。 

④ 新たなエネルギー政策及び地球温暖化対策で再生可能エネルギーの導入拡大が見込ま

れる中で、バイオマス利用に際して、直接的な燃焼が可能な火力発電におけるバイオマ

ス混焼は、多段階での改質が必要な燃料利用と比べて有効である。また、給湯需要や暖

房需要等の低温熱をバイオマスエネルギー熱でまかなっていくことが有効である。 

 

(２)再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の積極的な活用 

・ 本年７月に施行されたＦＩＴ制度は、投資家・事業者にとってバイオマス活用の事業

化に向けた大きなインセンティブとなるものであり、積極的に活用する。 

 

(３)投資家・事業者の参入を促すバイオマス関連税制の推進 

・ バイオマスは化石燃料に比べ供給コストが高いため、投資家・事業者の参入を促す税

制によるインセンティブ付与が必要である。 

・ バイオ燃料の混合分の税減免を推進する。 

・ 再生可能エネルギー関係設備の初期投資に係る税負担の軽減措置(グリーン投資減税

(所得税・法人税)、再生可能エネルギー発電設備・バイオ燃料製造設備(固定資産税))を

推進する。 

 

(４)各種クレジット制度の積極的活用による温室効果ガス削減の取組の推進 

・ バイオマス活用の事業化に当たり、各種クレジット制度(国内クレジット制度、オフセ

ット・クレジット制度、グリーン電力証書)の積極的活用により、温室効果ガス削減、ク

レジット売買による収入源の確保、ＣＳＲ(企業の社会的責任)等を推進する。 

・ 現在、国内クレジット制度とオフセット・クレジット(Ｊ-ＶＥＲ)制度の統合に向けた

検討が行われているが、地域資源の活用による温室効果ガス削減に向けた地域の取組や

クレジットの地産地消を後押しし、地域活性化につながるような制度とする必要がある。 
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(５)バイオマス活用施設の適切な立地と販路の確保 

・ バイオマス活用の事業化には、原料・販路の確保や排熱利用の面から、バイオマス活

用施設を既存の熱・エネルギー利用施設の周辺に設置するなど、適切な施設立地を行う

ことが必要である。 

・ 下水汚泥、食品廃棄物、家畜排せつ物等から発生するバイオガスの効率的な利用を推進

するため、高精製バイオガス製造設備の低コスト化等により都市ガス導管への供給への利

用を促進する。 

・ バイオマス活用の事業化には、エタノール発酵残さの飼料利用、メタン発酵消化液の

肥料利用など副産物の利用・販売が重要であり、関係府省・自治体・事業者が連携して

利用技術の開発や利用拡大を推進する。 

 

(６)付加価値の高い製品の創出による事業化の推進 

・ 国内バイオマスは、原料確保の面で制約があることから、出口(販路)として、化学品

等の付加価値の高い製品の製造・販売や、糖等の汎用物質を基点に多様な化学品やエネ

ルギーを効率的に併産するバイオリファイナリーの構築による事業化を推進する。 

 

【戦略４】入口戦略(原料調達) 

(１)基本的視点 

① 広く薄く存在するバイオマスをいかに効率的・安定的かつ低コストで確保するかが事

業化実現の鍵である。特に広域に存在するバイオマスの確保は、民間事業者の取組だけ

では限界があり、行政による支援が必要である。 

② 多様なバイオマスの混合利用・組合せによって原料を安定的に確保することが必要で

ある(廃棄物系＋未利用系、下水汚泥・家畜排せつ物＋食品廃棄物等)。 

③ 既存の収集運搬システムの活用等が可能な廃棄物系バイオマスを徹底的に利用するこ

とが重要である。 

 

(２)バイオマス活用と一体となった川上の農林業の体制整備 

・ 森林施業の集約化、路網整備と搬出間伐の一体的促進、高性能林業機械の導入等によ

る未利用間伐材等(未利用の間伐材のほか、葉、枝条、端材、末木等)の効率的な収集・

運搬システムの構築を重点的に推進する。 

・ 生産者との連携、減容圧縮技術の利用等により稲わら、麦わら等の効率的な収集・運

搬システムの構築を推進する。 
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(３)広く薄く存在するバイオマスの効率的な収集・運搬システムの構築 

・ 関係府省・自治体・事業者の連携による広域に存在する多様なバイオマスの効率的な

収集・運搬システムの構築を推進する。 

・ バイオマス発電燃料の廃棄物該当性の判断の際の輸送費の取扱い等の明確化を図る。 

・ バイオマス発電燃料の普及促進のための有価物性の判断事例の整理・周知を図る。 

 

(４)高バイオマス量・易分解性等の資源用作物・植物の開発 

・ 生物多様性、自然環境等に配慮しつつ、高バイオマス量・易分解性等の資源用作物・

植物や藻類等の開発を積極的に推進する。 

 

【戦略５】個別重点戦略 

(１)基本的視点 

① コスト低減と安定供給等を踏まえつつ、未利用のバイオマス(木質、食品廃棄物、下水

汚泥、家畜排せつ物等)と実用化技術(メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固体燃料化、液

体燃料化)の選択と集中等によりバイオマスを活用した事業化を重点的に推進する。 

② 都市部では、下水汚泥、食品廃棄物、木質、農村部では、木質、家畜排せつ物、食品

廃棄物の徹底的な利用を推進する。その際、エネルギー回収率の向上等のため、関係府

省・自治体・事業者の連携により、廃棄物系と未利用系、下水汚泥・家畜排せつ物と食

品廃棄物等の混合利用を積極的に推進する。 

 

(２)木質バイオマス 

・ 木質バイオマスは、発生形態によって、未利用間伐材等、製材工場等残材、建設発生

木材の３つに分類されるが、このうち、製材工場等残材は、自工場内における木材乾燥

用ボイラー等の燃料や製紙等の原料として大部分が利用されている。また、建設発生木

材は、建設リサイクル法に基づく施策の推進により、製紙原料、ボード原料、発電用燃

料等としての利用が大幅に進展している。 

・  他方、国内バイオマスで 大の利用可能量を有する未利用間伐材等は、年間約800万ト

ン(約 2,000 万 m3相当)発生しているが、収集・運搬コストがかかるためにそのほとんど

が間伐等の際に搬出されず林地内に残されている。 

・ 「森林・林業再生プラン」を踏まえて作成された新たな森林・林業基本計画（2011 年

７月閣議決定）では、2020年の木材自給率50％を目指し、森林施業の集約化、路網整備

の加速化、人材育成等により効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを推進するととも

に、木材の安定供給体制を構築し、木材のマテリアルからエネルギーまでの多段階利用に

より木材利用の拡大を推進することとしている。 
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・ このため、関係府省・自治体・事業者が連携し、ＦＩＴ制度も有効活用しながら、森林

施業の集約化、路網整備と搬出間伐の一体的促進、高性能林業機械の導入等により未利

用間伐材等の効率的な収集・運搬システムを構築するとともに、木質専焼発電所、石炭

火力発電所等におけるエネルギー利用を一体的かつ重点的に推進する。 

・ 製材工場等残材については、製紙原料、ボード原料やエネルギー等としての有効利用を

推進する。 

・ 建設発生木材については、建設リサイクル法に基づく施策の推進により、製紙原料、ボ

ード原料、エネルギー等としての再生利用を推進する。 

・ これまでエネルギーに利用されてきたリグニンからの高機能性材料の開発など未利用木

質バイオマスからの高付加価値製品の製造技術の開発を推進する。 

 

(３)食品廃棄物 

・ 食品廃棄物は、家畜排せつ物等に比べエネルギーポテンシャルが高く、かつ未利用分が

多い非常に貴重なバイオマスである。 

・ 食品廃棄物の年間発生量約1，900万トンのうち再生利用されているのは約27％で、残

りは焼却（熱回収を含む。）・埋立処分されており、処分場の逼迫等に直面している自治体

も存在する。また、飼料や堆肥への再生利用は、分別や需給のマッチング等の課題がある

ため大幅な普及拡大は難しい状況にある。 

・ このため、飼料・肥料への再生利用が困難なものについては、関係府省・自治体・事業

者が連携し、ＦＩＴ制度も活用しつつ、自治体・事業者による分別回収の徹底・強化と効

率的な収集・運搬システムの構築を図り、①メタン発酵によるバイオガス化と消化液の肥

料利用、②下水汚泥や家畜排せつ物との混合利用(メタン発酵)、③固体燃料化による再生

利用を強力に推進する。また、飼料・肥料、バイオガス、固体燃料等の再生利用が困難な

場合については、循環型社会形成推進基本法の基本原則も踏まえ、焼却における熱・電気

回収を推進する。 

・ 法改正後５年が経過する食品リサイクル法の施行状況の点検作業を行う。 

 

(４)下水汚泥 

・ 下水汚泥は、主にエネルギー消費が多い都市部で発生し、有機分が多く生分解性に優

れるためエネルギー利用価値が高く、かつ発生量が安定し下水処理場に集積するという

特徴を有しており、事業化にとって有利な条件を備えた非常に貴重なバイオマスである。 

・ 下水汚泥の年間発生量約7，800万トンの約77％は有効利用されており、その主な用途

は建設資材利用である。一方、下水汚泥に含まれる有機物のエネルギー利用割合は約13％

に止まっている。 
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・ バイオマス活用推進基本計画においては、今後さらに、バイオガス化や固形燃料化等

によるエネルギーとしての利用を推進することによって、2020年に約85％を有効利用す

ることを目標として掲げている。 

・ このため、下水処理場を地域のバイオマス活用の拠点（再生可能エネルギー供給拠点）

と位置付け、関係府省・自治体・事業者が連携し、ＦＩＴ制度も活用しつつ、下水汚泥

のメタン発酵によるバイオガス化と固形燃料化等によるエネルギー利用を強力に推進す

る。その際、低コスト・高効率の革新的技術の実証事業を推進するとともに、官民連携

による食品廃棄物など他のバイオマスの資源回収の徹底・強化と効率的な収集・運搬シ

ステムの構築を図り、下水汚泥と他のバイオマスの混合消化・利用によるエネルギー回

収効率の向上を積極的に推進する。 

 

(５)家畜排せつ物 

・ 家畜排せつ物は、主に農村部における貴重なバイオマスであり、約 90％が周辺農地の

堆肥等に利用されているが、メタン発酵による多段階利用を推進するとともに、家畜排せ

つ物が需要量を超えて過剰に発生している地域等では、直接燃焼・固体燃料化等の堆肥化

以外の方法により家畜排せつ物の処理・利用を図ることが重要である。 

・ このため、地域の実情に応じて、関係府省・自治体・事業者が連携し、ＦＩＴ制度も活

用しつつ、メタン発酵と直接燃焼によるエネルギー利用を強力に推進する。 

・ その際、自治体・事業者による食品廃棄物の分別回収の徹底・強化と効率的な収集・運

搬システムの構築を図り、家畜排せつ物と食品廃棄物の混合消化・利用によるエネルギー

回収効率の向上を積極的に推進する。 

・ メタン発酵における発酵消化液の肥料としての利用技術の開発と利用を推進する。 

 

(６)バイオ燃料  

・ バイオ燃料については、地球温暖化対策の推進のため、エネルギー供給構造高度化法で示

された導入目標の達成に向け、石油業界の取組により、温室効果ガス削減効果、安定供給及

び経済性の確保を図りつつ、ブラジル産のエタノールを中心に導入拡大が進められてきた。 

・ 国産のバイオ燃料については、化石燃料等に比べ割高な供給コストの削減、原料の安定調

達の確保、直接混合する場合の地域流通網や受入拠点の整備等の課題がある。一方で、昨年

の震災・原発事故を受け、地域資源を活用した自立・分散型エネルギー源の強化が重要な課

題となっているが、地域のバイオマスを活用した地産地消の取組は、こうした課題の解決に

活用することができる可能性を有している。 

・ こうした課題を解決するため、大規模製造プラントを有する地域での農業と一体となった

地域循環型のバイオ燃料利用の可能性について、品質面での安全・安心の確保や石油業界の

理解を前提として、その具体化の方策を検討する。 
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・ バイオディーゼル燃料については、廃食用油やなたね等を活用した緊急時の地域循環型軽

油代替燃料として、安定供給と経済性の確保が可能な地域における税制等による低濃度利用

の普及や高効率・低コストな革新的生産システムの実証・開発を推進する。 

・ 産学官の研究機関の連携により、国内バイオマスの活用のみならず、開発輸入及び将来利

用が期待されるバイオ燃料用資源の創出も視野に入れ、食料・木材供給等と両立可能なセル

ロース系や微細藻類等の次世代バイオ燃料製造技術の研究開発を加速化する。また、次回の

技術ロードマップの見直しにあわせ、各研究機関のより一層の連携により、セルロース系や

微細藻類等の次世代技術の到達レベルの評価と実用化に向けた技術の研究開発の推進方策を

検討する。 

・ これらの取組により、海外からの輸入、次世代技術による開発輸入及び地域資源を有効利

用した燃料の組み合わせにより、バイオ燃料の普及を推進する。 

 

【戦略６】総合支援戦略 

(１)基本的視点 

① 関係府省・自治体・事業者が連携し、「技術(製造)」、「原料(入口)」、「販路(出口)」の

適化により、原料生産から収集・運搬、製造・利用までの一貫システムを構築する。 

② 地域のバイオマスを活用した事業化の推進により、地域におけるグリーン産業の創出

と自立・分散型エネルギー供給体制の強化を実現する。 

 

(２)地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構

築に向けたバイオマス産業都市の構築 (バイオマスタウンの発展・高度化)。 

・ 本戦略を実地に移し、地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と、太陽光、

小水力等を組み合わせた地域循環型エネルギーシステムの構築により、バイオマス産業

を軸とした環境にやさしく災害に強いバイオマス産業都市の構築を推進する。 

 

(３)原料生産から収集・運搬、製造・利用までの事業者の連携による事業化の取組を推進す

る制度の検討 

・ 持続可能性基準を踏まえつつ、未利用のバイオマスと実用化技術の選択と集中等によ

りバイオマスを活用した事業化を重点的に推進するため、農林漁業バイオ燃料法を見直

し、川上の原料生産、収集・運搬から川下の製造・利用までの関係事業者の連携による

バイオマス活用の事業化の取組を推進し、地域産業振興やエネルギー源の多様化等を一

体的に進めるための制度について検討する。 
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(４)プラント・エンジニアリングメーカーの事業運営への参画による事業化の推進 

・ ＰＦＩ方式(Private Finance Initiative)、ＤＢＯ方式(Design Build Operate：公設

民営方式)、ＳＰＣ方式(Specific Purpose Company：特別目的会社)等の積極的な活用等

を通じ、高度な技術と施設運営のノウハウを有するプラント・エンジニアリングメーカ

ーが、施設建設だけでなく、事業運営や施設管理にも参画し事業化を推進する。 

 

 

【戦略７】海外戦略 

(１) バイオマス活用推進基本計画は、国内のバイオマスの活用推進を目標としている。他

方、我が国と同じアジアモンスーン気候に属するアジア地域を中心として、持続可能なバ

イオマス活用システムを構築し、地域内におけるバイオマスの循環利用を推進するととも

に、地域内で利用されない製品等の安定的な交易関係を構築することは重要である。また、

大量な原料を安定的に必要とする火力発電所等の大規模利用施設において、国内木質バイ

オマスの混焼など海外からの原料との混合利用により国内バイオマスの活用を促進する

ことが重要である。 

 

(２) このため、国内で我が国の技術とバイオマスを活用した持続可能な事業化モデルを構築

し、その技術やビジネスモデルを基盤として、アジア地域を中心とする海外においてそれ

ぞれの社会的・自然的条件に応じた持続可能なバイオマス活用システムの構築を推進する。

特に産学官が連携し、政府開発援助（ＯＤＡ）の活用や開発輸入も視野に入れ、国内外で

食料・木材供給等と両立可能な次世代技術の開発を進め、アジア地域等において次世代技

術を活用した持続可能なバイオマス活用システムの構築を積極的に推進する。 

 

(３) 我が国として、関係研究機関・業界との連携の下、食料・木材供給や環境保全等の観点

から、持続可能なバイオマス活用に向けた国際的な基準づくりや普及等を積極的に推進す

る。 
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