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1. はじめに

1.1. 目 的

バイオマス資源の有効活用については、平成 21 年 9 月に「バイオマス活用推進基本法」が

施行されたところであり、今後は、同法に基づく地方自治体の「バイオマス活用推進基本計

画」の取り組みの加速化を推進していく必要がある。

このような中、わが国においては、近年、輸送用バイオ燃料の中で注目されているバイオエ

タノールの生産が開始されたところであり、今後、様々な課題を克服した上でバイオ燃料の

生産及び利用の拡大を推進していくことが重要である。

このため、バイオ燃料利用推進対策セミナーを開催し、取り組みの推進策や改善策を提示す

ることにより、地方自治体の「バイオマス活用推進基本計画」に基づく循環と共生のまちづ

くりを推進する。

1.2. 実施内容

①ブラジルのバイオエタノールに関する調査・分析

利用が進んでいるブラジルにおけるバイオエタノールに関する現地調査を実施し、現

状及び課題について整理・分析を行う。また、調査内容を取りまとめ、経済性、原料及

び製品の需給、規制及び支援策等の現状及び課題について整理・分析する。

②国内外のバイオエタノールに関する調査・分析

国内外におけるバイオエタノールに関する有識者へのヒアリング調査及び文献調査を

実施し、現状及び課題について整理・分析を行う。また、調査結果を取りまとめ、経済

性、原料・製品の需給、規制及び支援策等の現状及び課題について整理・分析する。

③バイオ燃料利用推進対策セミナーの開催

ブラジルや国内でのバイオ燃料生産の取り組み状況、生産・利用するにあたっての推

進策や改善策等について説明を行うとともに、学識経験者、事業者、流通業界関係者、

農業政策等の専門家等によるパネルディスカッションを行う。

④活動結果のとりまとめ

上記活動の結果の取りまとめを行う。
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2. 国内外のバイオエタノールに関する調査・分析

2.1. 世界のバイオエタノールの現状

OECD-FAO「Agricultural Outlook 2010-2019」によれば、世界のバイオエタノールの生産量

は、現状（2007-2009 年の平均）は 74 百万 kl であり、2019 年には 159 百万 kl に拡大すると

見込まれている。現状（2007-2009 年の平均）において、米国とブラジルの 2 ヶ国が世界の

バイオエタノール生産の 8 割を占める構造は、今後も続くものと考えられる。

また、現状（2007-2009 年の平均）における世界の貿易量は約 4.5 百万 kl（全生産量の 6%）

と、生産に占める割合は限定的であり、最大の輸出国はブラジル（4.1 百万 kl、全貿易量の

92%を占める）となっている。一方、2019 年における世界の貿易量は約 15.6 百万 kl（全生

産量の 10%）であり、最大の輸出国はブラジル（13 百万 kl、全貿易量の 85%を占める）と

予測されている。
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出所：OECD-FAO, “Agricultural Outlook 2010-2019” を基に作成。

図 2-1 世界におけるバイオエタノールの生産動向



3

2.2. ブラジルにおける取り組み事例

（１） ブラジルのバイオエタノール産業の状況

ブラジルのバイオエタノール関連産業の概要を示す。ブラジルサトウキビ産業協会

（UNICA）は 2010 年末、ブラジル国内には 434 のバイオエタノール生産工場が存在し、サ

トウキビ生産事業者は約 7 万事業者と報告している。2009 年サトウキビセクターの GDP は

280 億米ドルであり、これは国内 GDP の約 1.8%に相当する。バイオエタノールの輸出によ

り獲得した外資は 98 億米ドルに達し、ブラジルにおける農業及び産業の面で重要な分野に

なっている。

表 2-1 ブラジルのバイオエタノール関連産業の概観

バイオエタノール生産工場の数 434 工場（2010 年末）

サトウキビ生産事業者 約 7万事業者（100万人以上の雇用）

（農林水産業従事者の 4.5%以上）

サトウキビセクターの GDP 280 億米ドル（2009 年）

（ブラジルの GDP の約 1.8%）

バイオエタノールによる外資獲得 98 億米ドル（2009年）

（ブラジルの輸出額の約 6.4%）

ブラジルの一次エネルギー供給に占め

るエタノール＋バガス発電の比率

18%

（水力発電よりも高い）

出所：UNICA 資料を一部加筆。

（２） 需給動向

ブラジルでは、無水エタノールと含水エタノールの 2 種類の自動車燃料用エタノールが

生産及び利用されている。無水エタノールはガソリンと混合して利用され、一方の含水エ

タノールはアルコール車（E100）とフレックス車で利用可能である。

1951／52 年から 2008／09 年（約 60 年間）における含水エタノールと無水エタノールの

生産量推移を示す。無水エタノールの生産量は、プロアルコール計画開始から 3 年経過し

た 1978／79 年～1990／91 年にかけて数年周期の増減を示し、その後 2003／04 年をピーク

に増加傾向を示した。一方の含水エタノールは、1980／81 年から増加傾向を示し、その後

比較的安定した生産量を維持している。2003 年のフレックス車販売開始後には、大幅な生

産量の拡大が見られる。含水エタノールと無水エタノールの生産割合は、2000 年代前半を

除き、含水エタノールが主流である。
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図 2-2 ブラジルにおけるエタノールの生産動向

1990／91 年から 2008／09 年における、①ブラジル東北部、②サンパウロ州、③サンパウ

ロ州を除く中南部のサトウキビ生産量を示す。生産量はサンパウロ州が圧倒的に多く、中

南部及び東北部がそれに続く。2000／01 年には、サンパウロ州の収穫量が落ち込むが、そ

の後再び増加している。

0

100

200

300

400

500

600

19
90
/9
1

19
91
/9
2

19
92
/9
3

19
93
/9
4

19
94
/9
5

19
95
/9
6

19
96
/9
7

19
97
/9
8

19
98
/9
9

19
99
/0
0

20
00
/0
1

20
01
/0
2

20
02
/0
3

20
03
/0
4

20
04
/0
5

20
05
/0
6

20
06
/0
7

20
07
/0
8

20
08
/0
9

(単位：百万トン）

東北部

中南部（サンパウロ
州を除く）

サンパウロ州

出所：UNICA
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1990 年から 2008 年までのブラジル国内におけるエタノール消費量の推移を示す。2000

年から 2005 年の 6 年間を除き、含水エタノールが無水エタノール消費量を上回っている。

特に 2003 年のフレックス車販売開始を契機に、含水エタノールの消費量が伸びている。
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出所：Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, “AgriEnergy Statistical Yearbook 2009”

図 2-4 ブラジルにおけるエタノールの国内消費量の推移

1990 年から 2008 年における含水エタノールの消費量及びアルコール車、ガソリン車、フ

レックス車（小型車）の販売台数を示す。2003 年のフレックス車の販売開始後、販売台数

の増加に伴い含水エタノール消費量も増加している。2005 年にはフレックス車の販売台数

がガソリン小型車を抜き、ガソリン小型車は年々減少している。

アルコール車の販売台数は 1993 年にピークに減少し、その後の大幅な増減は見られない。
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図 2-5 フレックス車の販売台数とエタノール需要の関係

1989 年から 2008 年までのブラジルのエタノール輸出量の推移を示す。国際的なエタノー

ルの需要拡大に伴い、2004 年以降、輸出量が劇的に増加している。
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UNICA が報告した、サトウキビ（原料）、砂糖、エタノール及びバイオマス発電の将来

予測を示す。

サトウキビ生産量は、2009／10 年に 6 億トン（推計）であり、2020／21 年には 10 億ト

ンを超えると予測されている。サトウキビを原料としたエタノールの生産量は、2009／10

年に 2,560 万 kl（推計）であり、2020／21 年には 6,530 万 kl と予測されており、約 2.5 倍の

成長が見込まれている。バイオマス発電については、2009／10 年に平均 1,800MW（推計）

であり、2020／21 年には平均 14,400MW と予測されており、国内エネルギー供給に占める

割合は、5 倍に増加すると見込まれている。

表 2-2 サトウキビ・砂糖・エタノールの生産量とバイオマス発電量の予測

2009／10 年（推計） 2015／16 年（予測） 2020／21 年（予測）

サトウキビ生産量

（百万トン）
598.3 829 1,038

砂糖生産量（百万トン） 32.7 41.3 45.0

国内向け及び在庫 8.6 11.4 12.1

輸出 24.1 29.9 32.9

エタノール生産量（百万 kl） 25.6 46.9 65.3

国内向け及び在庫 22.4 34.6 49.6

輸出 3.2 12.3 15.7

バイオマス発電（平均 MW） 1,800 11,500 14,400

ブラジルのエネルギー供給に

占める比率（%）
3% 15% 15%

出所：UNICA, “Prospects for the Sugarcane Bioenergy Sector” (2010)

ブラジルの土地利用状況を見ると、バイオエタノール向けのサトウキビ耕作地面積は、

国土面積と国内耕作面積のそれぞれ 0.6%、1.5%と非常に低い割合である。サトウキビ全体

の栽培面積についても、国土面積の 0.9%、耕作面積の 2.5%という現状である。

UNICA によれば、ブラジルにおける畜産の生産性は低いため、放牧の効率化を改善する

ことにより、農地の 1／4 にあたる 18 百万ヘクタールを他の農作物の栽培に利用すること

ができるとのことである。現在のサトウキビ農地拡大の 6～7 割は、牧草地を改変した土地

である。UNICA の試算結果によれば、このうち 5 百万ヘクタールが将来的にサトウキビ栽

培に利用される見込みである。
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表 2-3 サトウキビ生産向けの土地利用状況

土地利用用途 （単位：百万ヘクタール）

ブラジル国土面積 851.4

耕地総面積 1） 329.9

ブラジル国土

面積に占める

割合（%）

利用可能な土

地に占める割

合（%）

１．穀物生産に使っている土地 59.8 7.0% 18.1%

大豆 2） 21.6 2.5% 6.4%

トウモロコシ 2） 14.4 1.7% 4.4%

サトウキビ 2） 8.1 0.9% 2.5%

エタノール生産向け 4.8 0.6% 1.5%

２．牧草地３） 158.7 18.6% 48.1%

３．自然保護区及び原生林４） 495.6 58.2% －

４．その他利用可能な土地面積５） 137.2 16.1% －

注：1）耕地総面積（Censo IBGE 2006）、2）大豆、トウモロコシ、サトウキビ （IBGE
2008）、3）牧草地（Censo IBGE 2006）、4）自然保護区及び原生林（Gerd Spavorek 2009,
not published）、5）その他利用可能な土地面積=耕地総面積－（穀物生産に使ってい
る土地 + 牧草地）

出所：ICONE 及び UNICA

出所：UNICA

図 2-7 サトウキビ生産地と熱帯雨林との距離



9

2009 年末、インドの天候不順から砂糖の国際価格が高騰し、砂糖・エタノール生産者が

エタノール生産から砂糖生産にシフトした。エタノールの供給がタイトになり、エタノー

ルの価格が上昇した。エタノールがガソリンの価格の 70%を越えると、消費者はエタノー

ルよりもガソリンを利用するようになった。その結果、ガソリンの需給が逼迫して、ブラ

ジルはガソリンの緊急輸入を行う事態になった。こうした経験を踏まえ、現在、ブラジル

のエタノール業界は、エタノールの供給安定性を高める対策を検討している（例：エタノ

ールの備蓄）。

（３）経済性

①エタノール生産コストの構成

エタノールの生産コストの構成要素を表 2-4に示す。原料費が最も大きく 55％を占めて

いる。次が原価償却費であり、22％である。したがって、ブラジルにおけるエタノールの

コストは、原料費の占める割合が大きく、サトウキビ生産のコスト低減がエタノール生産

コスト低減に大きく寄与することがわかる。

表 2-4 エタノールの生産コスト

平均費用
（1990 US＄／リットル）

総費用に占める割合

運営費 $0.167 73%

人件費 $0.006 3%

維持費 $0.004 2%

化学薬品費 $0.002 1%

燃料費 $0.002 1%

その他 $0.004 2%

運転資金への利払い $0.022 10%

原料費（サトウキビ） $0.127 55%

固定費 $0.062 27%
資本的支出の減価償却費
（年率 12％）

$0.051 22%

その他 $0.011 5%

計 $0.23 100%
出所：平均費用は De Almeida, et. al. , ”Discussion Paper No 2007-5 (2007)”

（C&T Brazil, ”The cost of Ethanol(2002)” のデータを引用）

②砂糖・エタノール併産とコストの関係

一般に、圧搾工程は共通となっており、圧搾後、糖汁の一部が製糖プロセスラインへ、

残りはエタノール製造プロセスラインへ送られる。
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エタノールの生産を 0%にして砂糖生産を 100%にするといった極端な生産比率にするこ

とは、砂糖・エタノール双方の生産能力の関係上不可能である。概ね砂糖：エタノールが

40：60～60：40 の間で砂糖とエタノールの生産比率を変化させている。砂糖とエタノール

を併産すると、コストを下げることができるが、一方で投資額が大きくなるというデメリ

ットもある。

表 2-5 エタノールを砂糖と併産するメリット／単独で生産するメリット

エタノールを砂糖と併産するメリット 単独で生産するメリット

・ 砂糖生産のみの場合、糖分を活用するため糖汁を

できるだけ複数回循環させる必要がある。

・ 併産している場合は、最初に出てくる高い糖汁の

みを砂糖生産にまわし、残りをエタノールに利用

しているので、循環にかかるコストを削減できる。

・ また、エタノール生産に糖蜜だけ、糖汁だけでな

く、両方を混ぜることで効率が高まるというメリ

ットがある。

・ 砂糖とエタノールの価格変動に合わせて生産量を

調整するといったことが可能になる。

・ 砂糖とエタノールを併産するような施設建設

は、エタノール単独の生産設備の建設よりも

費用がかかる。エタノール単独にすることで、

投資費用を下げることができる。

・ 砂糖とエタノールを併産した場合、砂糖生産

に熱を回す必要が出てきて発電効率が落ち

る。安定した収入源である売電の売上が減少

する。

③技術向上によるコスト削減

ブラジルのサトウキビ由来のバイオエタノール生産コストは他国のバイオエタノールと

比べて低いといわれる。先に説明した砂糖・エタノール併産もコスト低減に貢献している

が、それ以外にも、（a）エタノール生産技術の向上や、生産コストの 55％を占める原料コ

スト低減につながる（b）過去の品種改良によるサトウキビの収量の向上、（c）サトウキビ

が複数回収穫可能であること等が、ブラジルのエタノール生産コストの低減に寄与してい

る。

（４）支援の現状と課題

①プロアルコール政策

ブラジルのエタノール産業は、現在では政府の補助金をほとんど受けておらず、自立し

た産業になっているが、過去には金銭的な支援を含め、様々な支援策が実施されてきた。

ブラジルが本格的にエタノール支援策を推進する契機となったのは、1970 年代の石油ショ

ックである。当時、ブラジルでは国内で消費する石油を輸入に依存していたため、石油シ

ョックで価格が高騰し、外貨不足という問題を抱えた。この状況を打開するため、1975 年

に全国アルコール計画（プロアルコール）を開始し、様々な支援策を実施した。
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年 政策の内容

1975
全国アルコール計画（プロアルコール）の開始

1. エタノール・ガソリン混合燃料の市場導入
2. 純エタノール対応車の開発促進

1993
法律（Law 8.723/1993）により、ガソリンにエタノールを混合することが義務付けられる

1995
憲法改正第9号：石油市場の国家独占、規制緩和
砂糖の生産割当の廃止

1999
生産者レベルでの含水アルコール価格の自由化、補助金削減（1999年2月）
含水アルコールに対する補助金制度の廃止（1999年11月）

2002
燃料価格の完全自由化（2002年1月）

生産及び流通全ての過程での価格自由化

1979

「アルコール車」の生産開始

アルコール車の税（工業製品税・IPI）を11%から5%に減税

出所：ディウマ・ルセフ国務大臣大統領府官房長官、「バイオ燃料 ブラジルの経験」(2007 年 7 月）に一部加筆

図 2-8 ブラジルのバイオエタノール政策の変遷

プロアルコール計画のもと実施された支援策は、生産（サトウキビ生産およびエタノー

ル生産）に対する支援、輸出管理、価格調整、消費拡大に向けた支援に大別される。

生産に関する支援としては、年間の砂糖・エタノール生産、各工場へのサトウキビ輸送

量及び各州における砂糖・エタノールの生産量の計画と規制（季節計画を発表し、サトウ

キビ加工予定量と支払い価格を農家と工場へ報告）等が実施された。また、新設工場への

低利融資やサトウキビ生産効率を高めるための研究開発を支援した。

政府は、粗糖と白糖の輸出管理、更には価格調整も実施し、生産コストに基づき、サト

ウキビ、砂糖、エタノールの価格を設定した。また、政府は工場にとって砂糖生産とエタ

ノール生産に資金面で差異が生じないよう理論価格（parity）を設定し、エタノール価格が

ガソリン価格の 65%以下となるよう調整した。

消費拡大に向けた施策も様々なものが実施された。輸送燃料へのエタノール添加を義務

付けるとともに、既存製糖工場に隣接するエタノール蒸留所設立に対し、インセンティブ

を提供した。

砂糖・アルコール院（IAA）法にもとづくサトウキビ加工施設の建設における承認

（authorization）の必要性、アルコール車税（工業製品税・IPI）の減税等により（11%から

5%）、アルコール車の普及を促した。

以下、特徴的な支援施策について、その詳細を示す。
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○研究開発支援

サトウキビ生産及びエタノール生産に関し、研究機関が様々な技術開発を行っている。

それに対し、政府等が様々な形で支援を行っている。例えば、連邦の大学の集合体である

ブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）や国立バイオエタノール科学技術研究所（CTBE）は

連邦が研究費を負担しており、サンパウロ州政府農務局農業経済研究所（IEA）、サンパウ

ロ州政府農業研究所（IAC）及び州立大学に対しては州が研究費を負担している。

ブラジルサトウキビ研究センター（CTC）のように、製糖・エタノール工場（ウジーナ）

側が負担しているケースもある。

○混合率の設定

現在、混合率はガソリン、エタノール、サトウキビの価格・生産量・需給等の動向を見

ながら、20%～25%の範囲内で政府が調整している（農牧供給省令 554 号）。不作等による

エタノール価格高騰時には、混合率が引き下げられる。

②ブラジルのアルコール政策の転換

1900 年代初頭、ブラジル経済は、飛躍的に市場の自由化、開放化、民営化を図った。1990

年には砂糖・アルコール院（IAA）や主な政府管轄機関が閉鎖された。これに伴い、サトウ

キビ産業が徐々に自由化された。具体的には、1990 年に、公的生産と輸出規制が撤廃され、

1991 年には政府機関及び管轄省庁が IAA 業務の一部を引継ぎ、1997 年には CIMA（砂糖・

エタノール省庁間委員会）が設立された。

③フレックス車に対する支援

1980 年代及び 1990 年代において、ブラジルでは大規模な海底油田の発見・採掘が進み、

石油が自給できるようになった。その結果としてエタノールの消費が減少したため、2000

年に入り、サトウキビ農家・エタノール生産農家を保護する目的で、当時、技術的に確立

し、市場投入されていたフレックス車に対する物品税の減税を決定した。

2003 年からフレックス車を実際に市場に投入したところ、消費者にとって自由にガソリ

ンとエタノール両方を選べることがメリットであったため、ブラジルで普及が進み、エタ

ノール需要の回復につながった。

この時期までのバイオエタノールの支援策は、エネルギー安全保障を目的に進められて

いったが、2003 年に政府が採った施策等を鑑みると、フレックス車の減税等は、エネルギ

ー安全保障というよりは、むしろ農業・産業支援としての意味合いが強いと言える。
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④現在の支援制度

エタノールの産業はほとんどが自由化され、支援策も大半が撤廃された。しかし、現在

でも融資制度、バイオマス発電の固定買取制度、フレックス車に対する工業製品減税等の

支援策が実施されている。

融資制度については、ブラジル国立経済社会開発銀行が企業に対する長期融資を行って

いる。この融資枠は製糖・エタノール産業向けに設定されているが、生産者が必要とする

額より融資枠が少なく、融資枠の拡大について現在議論がなされている。

固定買取制度は、再生可能エネルギー全般を対象に実施されている。基本的に、入札は

２年に一度の割合で実施されている。2008 年には、バイオマス発電を対象とした入札枠が

あったが、2010 年からはバイオマスが風力や水力と同一の入札枠となった。政府によるバ

イオマス発電による電力買取は、砂糖・エタノール生産者によって操業上のメリットにな

っている。コンセカンナの議論の中でも、バガスの発電分についてサトウキビ生産事業者

も利益を得られるように交渉が進む可能性があり、将来的には、バイオマス発電で得られ

るような利益も、サトウキビ生産事業者、原料側にも還元される可能性が高い。

また、工業製品減税において、直近では金融危機の際、ブラジルの自動車産業の救済措

置としてフレックス車に関する減免措置がとられた。ただし、これは金融危機で打撃を受

けた自動車産業支援の意味合いが強く、エタノール産業支援策の意義はそれほど大きなも

のではない。

2.3. 欧米での取り組み

（１）米国の動向

OECD-FAO 「Agricultural Outlook 2010-2019」によると、現状（2007-2009 年平均）では、

生産量 35 百万 kl、消費量 37 百万 kl（うち燃料用 35 百万 kl）、純貿易量▲2 百万 kl となっ

ており、2019 年には生産量 68 百万 kl、消費量 79 百万 kl（うち燃料用 77 百万 kl）、純貿易

量▲11 百万 kl となるものと予測されている。国内での消費量、生産量は増加するものの、

将来的においても純輸入国となるものと予測されている。
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出所：OECD-FAO, Agricultural Outlook 2010-2019

図 2-9 米国におけるエタノールの生産量、総使用量及び純貿易量

○「エネルギー自立・安全保障法」による再生可能燃料導入義務の設定

米国では、「エネルギー自立・安全保障法」（Energy Independence and Security Act of 2007:

EISA）による再生可能燃料導入義務（Renewable Fuel Standard: RFS）制度において、2022

年に 360 億ガロン（約 136 百万 kl）の目標を設定している。

なお、2010 年以降の改訂再生可能燃料導入義務（RFS2）制度では、対象となる再生可

能燃料（Renewable Fuel）の温室効果ガスの削減率を設定している。削減率は、セルロー

ス系バイオ燃料（Cellulosic biofuel）については 60%、バイオディーゼル・先進的バイオ

燃料（Biomass-based diesel, Advanced biofuel）については 50%、その他の再生可能燃料（コ

ーンでん粉を原料とした従来型のバイオ燃料）については 20%としている。これらの基準

を満たさないバイオ燃料を製造しても、RFS2 制度での義務量にはカウントされない仕

組みとなっている。

○エタノールに対するインセンティブ

エタノールに関する物品税控除（Volumetric Ethanol Excise Tax Credit）により、エタノ

ール混合ガソリンの販売者は、エタノール１ガロン1当たり 45 セントの税額控除を受ける

ことができる。この他、セルロース系バイオ燃料製造税控除（Credit for Production of

Cellulosic Biofuel）により、セルロース系バイオ燃料製造者は、１ガロン当たり 1.01 米ド

ルの税額控除を申請できる。なお、セルロース系エタノール製造者の製造税控除額は、

1 1 ガロン＝3.78リットル。
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容量エタノール物品税控除額と小規模エタノール製造者税控除額によって減額される。

（２）EU の動向

○域内消費の拡大を背景に生産量は拡大傾向にある

OECD-FAO「Agricultural Outlook 2010-2019」によると、EU（27 カ国）において、現状

（2007-2009 年平均）では、生産量 4.9 百万 kl、消費量 6.3 百万 kl（うち燃料用 3.9 百万

kl）、純貿易量▲1.4 百万 kl となっており、2019 年には生産量 18 百万 kl、消費量 21 百万

kl（うち燃料用 19 百万 kl）、純貿易量▲3.2百万 kl となるものと予測されている。域内で

の消費量、生産量は増加するものの、将来的にも純輸入国となるものと予測されている。
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図 2-10 ＥＵにおけるエタノールの生産量、総使用量及び純貿易量

○欧州指令に基づく導入目標値の設定

EU では輸送用バイオ燃料に関し、欧州指令（2003／30／EC）のもと、2010 年までに

5.75%を導入する目標が掲げられ、取り組みを図っている。その後の欧州指令（2009／28

／EC）では、2020 年までに EU 全体のエネルギー消費量の 20%を再生可能エネルギーで

賄う目標を掲げ、輸送用燃料に関しては、2020 年までに 10%を再生可能エネルギー（主

にバイオ燃料）にするという目標を設定している。

○エネルギー作物への支援措置

化石燃料を再生可能エネルギーで代替することにより CO2 排出を削減することを目的

に、2004 年、初めてエネルギー作物への助成が導入された。助成額は 45 ユーロ／ヘクタ
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ールとなっている。

2.4. 国内での取り組み

（１）バイオマス活用推進基本計画

バイオマス活用推進基本法に基づき、バイオマスの活用の促進に関する施策について

の基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等について定めた

バイオマス活用推進基本計画が策定された。この計画の概要は以下の通りである。

 国が達成すべき目標（目標年次：2020 年）として、600 市町村においてバイオマス

活用推進計画の策定、バイオマスを活用する約 5,000 億円規模の新産業の創出、炭素

量換算で約 2,600 万トンのバイオマスの活用等を掲げている。

 目標の達成に向けて、バイオマスの活用に必要な基盤の整備、農山漁村の 6 次産業

化等によるバイオマス製品等を供給する事業の創出、研究開発、人材育成等を推進。

 バイオマスの新たな有効利用技術の開発とともに、バイオマスの収集・運搬から加

工・利用までを総合的に捉えた技術体系の確立を推進するとともに、長期的な観点

から、バイオマス生産効率の優れた藻類等、将来的な利用が期待される新たなバイ

オマス資源の創出を推進。

（２）エネルギー供給構造高度化法

非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進することで、

エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図ることを目的とし、バイオエタノール

に関しては、2017 年度までに、原油換算で 50 万 kl（参考：エタノール換算で約 82.4

万 kl）の利用目標を掲げている。

（３）国内でのバイオエタノール実証事業における取り組み

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて、原料の調達から燃料の供給まで、地域の

関係者が一体となった取り組みを支援する「バイオ燃料地域利用モデル実証事業」（農林

水産省補助事業）が平成 19 年度より実施されている。
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表 2-6 バイオ燃料地域利用モデル実証事業での取り組み

実施主体 北海道バイオエタノー

ル株式会社

オエノンホールディン

グス株式会社

全国農業協同組合連合

会

原料 余剰てん菜、規格外小麦 多収穫米（当面ＭＡ米） 多収穫米

施設  施設能力：50kl／日

（15,000kl／年）

 稼働日数：300 日／年

 設置場所：北海道上川

郡清水町

 施設能力：50kl／日

（15,000kl／年）

 稼働日数：300 日／年

 設置場所：北海道苫小

牧市

 施設能力： 3kl／日

（1,000kl／年）

 稼働日数：330 日／年

 設置場所：新潟県新潟

市

製造技術 〔てん菜〕

糖化工程等：抽出法

〔規格外小麦〕

糖化工程等：蒸煮酵素法

〔共通〕

① 発酵工程：連続発酵

法

② 脱水工程：縦型気体

膜処理法

③ 廃液処理：メタン発

酵法、活性汚泥法、

飼料化処理法

① 糖化工程等：連続液

化法

② 発酵工程：繰り返し

回分法

③ 脱水工程：モレキュ

ラーシーブ法

④ 廃液処理：飼料化処

理法

① 糖化工程等：低温蒸

煮酵素法

② 発酵工程：遠心分離

連続醗酵法

③ 脱水工程：横型膜脱

水法

④ 廃液処理：籾殻ガス

化法

出所：農林水産省 バイオ燃料地域利用モデル実証事業アドバイザリー委員会 バイオエタ

ノール混合ガソリン事業アドバイザリー委員会 資料（平成 22 年 8 月）を基に作成。
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3. 国産バイオ燃料の課題と推進方策

3.1. 現状と課題

（１）海外等の事例におけるバイオ燃料の取り組みへの評価（成功要因等）

○ブラジルでの取り組み

・ブラジルのエタノール産業は、エネルギー安全保障を目的に 1975 年以降支援策が実

施され、30 年後にはブラジルの農業、製造業の成長を支える重要な産業として成長

した。市場原理だけでブラジルのエタノール産業が発展してきたわけではなく、初

期段階ではさまざまな支援策が行われており、その効果がエタノール産業の成長に

つながったものと思われる。

・こうしたブラジル経験を参考に、日本も、短期的な有効性に視野を絞るのではなく、

ある程度長期的な視野で見てバイオ燃料の有効な政策を考えることが重要であり、

初期段階の施策誘導が重要になると思われる。

○米国での取り組み

・国内での消費量、生産量は、今後、増加するものと予測されている（現在、世界最

大の生産国）。

OECD-FAO 「Agricultural Outlook 2010-2019」によると、現状（2007-2009 年平均）

では、生産量 35 百万 kl、消費量 37 百万 kl（うち燃料用 35 百万 kl）となっており、

2019 年には生産量 68 百万 kl、消費量 79 百万 kl（うち燃料用 77 百万 kl）となるも

のと予測されている。

・米国でのバイオエタノールの主な原料はトウモロコシであり、国内で生産されるト

ウモロコシの新たな用途となっており、米国のバイオエタノール産業は、新たな産

業に育っており、ブラジルを上回る規模になっている。その背景には、エタノール

へのインセンティブ（ガロン当たり 45 セント。セルロースについては 101 セント）、

Renewable Fuel Standard の制度等、政策面での支援策がある。

・今後は、セルロース系バイオ燃料等の次世代型バイオ燃料への展開が課題となる中

で、米国では、セルロース系バイオ燃料の開発や実証に対し、巨額の補助金等が投

入されている。研究開発段階のみならず、実証事業段階においても取り組みを強化

しているのが特徴である。
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○欧州での取り組み

・域内での消費量、生産量は、今後、増加するものと予測されている。

OECD-FAO「Agricultural Outlook 2010-2019」によると、EU（27 カ国）において、

現状（2007-2009 年平均）では生産量 4.9 百万 kl、消費量 6.3 百万 kl（うち燃料用

3.9 百万 kl）となっており、2019 年には生産量 18 百万 kl、消費量 21 百万 kl（うち

燃料用 19 百万 kl）となるものと予測されている。

・欧州での主なバイオエタノールの原料は、てん菜、小麦等であり、域内で生産され

る農産物の新たな用途となっている。欧州では、砂糖改革が行われる中で、てん菜

の新たな需要先としてのバイオエタノールが政策的に注目された経緯がある等、バ

イオ燃料政策と農業政策との関連性も深い。

（２）国内での課題

○国内でのエタノール生産コストが割高となっていること

・バイオエタノールの製造コストに占める原料コストの割合は大きく、国産バイオエ

タノールの生産コストが割高となっている大きな要因は、原料コストの問題である。

・国内での生産規模は 1.5 万 kl／年となっており、海外での生産規模に比べ小規模であ

る。結果的に、製造コストも割高なものとなっている。

・てん菜、小麦の他、米等デンプン質であれば、原料として利用可能な製造施設とな

っているが、多様な原料を利用する場合、個々の原料について、いかに生産効率を

高め、製造コストの削減を実現するのかが課題となっている（北海道バイオエタノ

ール（株）での事例）。

・バイオエタノールに関しては、温暖化対策の側面からその導入が期待されているが、

価格の問題も重要な視点となる。

○国内でのエタノール原料の安定確保の問題

・地域で利用できる原料については、量、価格も含めて、どうのように安定的に確保

するのかが課題になっている。例えば、北海道バイオエタノール（株）での取り組

みでは、交付金対象外のてん菜と規格外小麦を原料としている。農産物は作柄に変

動がみられ、規格外小麦の発生状況、交付金対象外となるてん菜の発生状況も変化

する。

・エネルギー安全保障の観点から、海外に依存しない資源として、国産バイオエタノ

ールへの期待がある。石油業界において、一番重要な視点はエネルギーセキュリテ

ィの確保であり、安定供給が重要な視点となる。国産バイオエタノールについても
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供給の安定性を図ることが重要な課題となる。

○製造工程でのエネルギー効率、LCA の問題

・製造工程に起因する温室効果ガスの削減による LCA の改善、エネルギー効率の向上

が課題になっている。北海道バイオエタノール（株）では、隣接するホクレンの清

水製糖工場と連携し、廃液のメタン発酵処理を行い、エネルギー化し、工場のエネ

ルギーとして利用する取り組みを行っている。

○副産物の利用の問題

・バイオエタノールの製造工程で発生する副産物については、乾燥させて、家畜の飼

料として利用している。ただし、飼料化する段階で、乾燥する工程があり、多くの

エネルギーが使われている。水分を含んだ状態での飼料利用が課題であり、現在、

畜産農家の協力を得て検討を行っている（北海道バイオエタノール（株）での取り

組み）。

3.2. 今後の方策

バイオ燃料の取り組みが先行する海外（ブラジル、米国、欧州等）での経験を踏まえ、

国産バイオ燃料の展開におけるわが国への示唆として以下の点が挙げられる。

○バイオ燃料の導入の意義、効果の再評価

海外での事例 わが国への示唆

ブラジルのエタノール産業は、

エネルギー安全保障を目的に

1975 年以降支援策が実施され

たが、その後は、ブラジルの農

業、製造業の成長を支える重要

な産業として成長。

 バイオ燃料は、中長期的には農業・農村開発の貴重な

機会を創出することが期待できる。

 地域での過疎化が進む中、バイオ燃料事業は、地域で

の雇用創出等の効果もあり、地域関係者も注目してい

る取り組みである。

 バイオ燃料産業は、6 次産業のよい事例となることが

期待できる。このような事業モデルを個別の地域レベ

ルで確立し、全国に広げていくことが重要である。
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○国産バイオエタノールの支援策

海外での事例 わが国への示唆

ブラジルにおいてもバイオ燃

料の導入初期においては、エタ

ノールの価格補償、エタノール

製造業者への低利融資等の政

策が展開され、今日のバイオエ

タノール産業の基盤となった。

 国内での大規模エタノール生産は、施設の本格稼動が

開始したところであり、実際に取り組む中で、原料確

保の問題、コストの問題、LCA・エネルギー効率の問

題等様々な課題に直面しており、その解決に向けて努

力している現状にある。

 原料から製造、流通、販売までの一連の支援の充実が

重要である。

○セルロース系の次世代型バイオ燃料の展開の強化

海外での事例 わが国への示唆

ブラジルでの事業モデル（砂

糖、エタノール、グリーン電力

の併産による収益性向上。セル

ロース系エタノールの今後の

展開も視野に入れ技術開発を

実施。）

米国でのセルロース系エタノ

ールの技術開発・実証の取り組

み

 わが国においても、独自の技術が開発されつつあり、

今後は、実用化段階での支援の強化が重要となる。そ

の場合には、国内での展開のみならず、アジア地域等

の海外展開も含めた（準国産としての位置づけ）、戦

略的な展開が不可欠である。

 将来的には、燃料用のバイオエタノールの生産のみな

らず、バイオマテリアルの生産等、いわゆるバイオリ

ファイナリーへの展開が重要となる。農業分野で使用

されるエネルギーや資源向けに利用する、農業分野で

の循環型モデルの展開も重要である。

この他、セミナーでのパネルディスカッション、セミナー参加者からのアンケートから

は、以下の取り組みの重要性も指摘されている。国産バイオ燃料の推進に当たっては、取

り組みの強化が必要である。

○バイオ燃料の普及啓発（国産バイオエタノールの意義、バイオガソリンの良さの PR、利

用拡大のための PR、セミナー等の開催、情報提供）

○関係者の連携強化（省庁間の連携、官民の連携）



22

参考資料１ ブラジル現地調査の概要

2011 年 1 月 31 日（月）から 5 日間にわたり、ブラジルのバイオマス燃料利用の実情を把

握する目的のもと現地調査を実施した。

訪問先 概要

農業畜産食料供給
省

農業政策のうち、一般的な農・牧畜業政策の立案、遂
行、アグリビジネスの振興と競争力の強化を担当

環境省地域ゾーニ

ング担当部

5 部局から構成されている環境省の 1 部局。同省は主

に環境政策の作成・調整・監督、大臣による連邦環境
審議会（CONAMA）の主催、国家環境基金の運営を
担当

大統領府バイオエ

ネルギー政策補佐
官

大統領の意向を実施に移すための機関。日本の官邸に

類似した組織

連邦
政府機関

鉱物エネルギー省 エネルギー政策全般を担当
ブラジルサトウキ
ビ産業協会
（UNICA）

会員数 120 社以上を有し、エタノール生産の 50%、砂

糖生産の 60%以上をカバーする砂糖生産、エタノール
生産の業界団体

エタノール

生産者側の
団体

中・南部地域サト
ウキビ生産者団体
(Orplana)

サトウキビ生産事業者の協会（各地域の協会の連合
体）

サトウキビ研究セ
ンター（CTC）

1969 年に設立された研究機関。サトウキビ生産事業
者、砂糖／エタノール製造企業の資金提供により運営

されている

研究機関

サンパウロ州農務
局所属農業経済研
究院（IEA）

農業課題に係る経済と統計に関する公的な研究機関。
統計調査（物価、生産量、収穫量の見積もり、労働市
場、土地市場）モデルの提供を実施している

Cosan社 砂糖・アルコールの製造が主要事業。世界中の砂糖の
約 5%、アルコールの 4%を同社が生産している

エタノール
製造

双日ブラジル 双日株式会社のブラジルにおける現地法人。オデブレ

ヒト社と共同でバイオエタノール及び砂糖の製造・販
売を実施している
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参考資料２ バイオ燃料利用推進対策セミナーの概要

１．実施概要

ブラジルや国内でのバイオ燃料生産の取り組み状況、課題、推進に向けたあり方等につ

いて議論を深めることを目的に、平成 23 年 3 月 7 日に経団連会館 国際会議場（東京都千

代田区）において「バイオ燃料利用推進対策セミナー」を開催した。

セミナー参加者数は 200 名であり、民間企業：135 名、非営利団体：21 名、地方公共団

体：10 名、農林漁業関係者：6 名、研究機関：5 名、国の機関：7 名、その他：2 名、パネ

ラー：6 名、事務局関係者：8 名であった。

第一部では、国内外におけるバイオ燃料の取り組み事例の紹介として、株式会社三菱総

合研究所の奥村 重史研究員より、海外での取り組み～ブラジル現地調査結果～について説

明を行うとともに、北海道バイオエタノール株式会社の藤井俊幸常務取締役より、国内で

の取り組み～バイオエタノール製造事業～を説明した。

第二部では、司会として横山伸也東京大学名誉教授、パネラーとして北海道バイオエタ

ノール株式会社の藤井俊幸常務取締役、三菱商事株式会社 新エネルギー燃料事業ユニット

の澤一誠シニアマネージャー、石油連盟の松井英生専務理事、農林水産省 農林水産政策研

究所の小泉達治主任研究官、農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課の深水秀介バイ

オマス推進室長が参加し、パネルディスカッションを行った。

写真 セミナーの開催模様
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(参考)

バイオ燃料利用推進対策セミナーの概要（要約）

ブラジルや国内でのバイオ燃料生産の取り組み状況、課題、推進に向けたあり方等につ

いて議論を深めることを目的に、平成 23 年 3 月 7 日に経団連会館 国際会議場において「バ

イオ燃料利用推進対策セミナー」を開催した（セミナー参加者数：200 名）。

（１）国内外での取り組み事例紹介

○「海外での取り組み：ブラジル現地調査結果」

三菱総合研究所の奥村より、①ブラジルにおけるバイオエタノール生産・消費・輸

出の動向、②ブラジルのバイオエタノールの生産構造の特徴、③ブラジルでの政策動

向、④ブラジルの過去のエタノール産業発展の経緯、また政策支援を踏まえたわが国

への示唆について説明を行った。

 ブラジルでの成功要因は、大きく４つに整理できる。①プロアルコール政策と

いう 1975 年以降行われてきた施策の効果が今でも遺産として生きていること、

②研究開発が進められ、コスト低減が進んだこと、③エタノール供給のインフ

ラが整っていること、④フレックス車という新たな技術革新によりエタノール

需要が拡大したことである。

 ブラジルのバイオ燃料は、エネルギー安全保障のみならず、農業振興等の意味

でも支援が進められ、発展してきた。単に市場原理だけでブラジルのエタノー

ル産業が発展してきたわけではなく、初期段階ではさまざまな支援策が行われ

てきた。日本においても初期段階では施策誘導が重要となる。

○「国内での取り組み：バイオエタノール製造事業」

国内での取り組みについて、北海道バイオエタノール株式会社、常務取締役の藤井

俊幸氏より、事業の概要について発表が行われた。

 転作体系の中で生産されている（交付金対象外）てん菜、規格外小麦の複数原

料でバイオエタノールを生産している点が特徴である。

 会社設立の目的としては、日本の食料基地である北海道の農業基盤の強化、新

産業の創出、地域振興が挙げられる。平成 19 年６月に設立され、製造能力は１

日最大 50kl で 300 日、年間 15,000kl を目指している。本格操業は平成 21 年 11

月からで、初年度は 9,100kl を生産し、バイオマス燃料供給有限責任事業組合に

全量販売している。販売数量は、22 年度は 12,800kl、23 年度計画としては 15,000kl

を目指している。
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（２）パネルディスカッション

東京大学 名誉教授の横山伸也氏の司会の下に、パネラーとして、北海道バイオエタノ

ール株式会社 常務取締役の藤井俊幸氏、三菱商事株式会社 新エネルギー燃料事業ユニ

ット シニアマネージャーの澤一誠氏、石油連盟 専務理事の松井 英生氏、農林水産省 農

林水産政策研究所 食料・環境領域 主任研究官の小泉 達治氏、農林水産省 大臣官房 環

境バイオマス政策課 バイオマス推進室長の深水 秀介氏が参加し、国産バイオエタノー

ルの意義・課題、国産バイオエタノールの今後の推進方策について議論を行った。

〔パネルディスカッションでの主なコメントの概要〕

○国産バイオエタノールの意義について

 国内におけるバイオ燃料の生産については３つの意義がある。第一は、農山漁村にお

ける新産業の創出及びこれによる農山漁村での雇用機会の増加、地域経済の活性化と

いう効果が期待できることである。第二は、バイオ燃料については一般的にカーボン

ニュートラルという特性を有しており、温室効果ガスの削減への貢献が期待できるこ

とである。第三は、エネルギーの供給源が多様となることで、エネルギー安全保障へ

の貢献も期待できることである。

 バイオエタノール事業は、日本の農業、北海道の農業を支えていく一手段でもある。

地域の高齢化、過疎化が進む中で工場は十勝清水町で 30 人弱の雇用を生み、町民が非

常に注目している。６次産業として非常に注目されている。

 日本においても、産業創出という観点で、バイオマス活用推進基本計画の中で 5,000 億

円規模の新たなバイオマス産業を提示している。６次産業創出という中に、このバイ

オマスエネルギーも位置づけられる。日本も産業としての取り組みが図られることを

期待している。

 バイオ燃料は、中長期的には、途上国の農業・農村開発にとって新たな機会を創出す

ることが期待できる。バイオ燃料の使い方、政策いかんによっては、食料供給を困難

にし、環境への悪化を招くこともあるが、政策の正しい導き方によっては、農業・農

村開発を促進し、食料供給力を高め、温室効果ガスを削減するといった効果も期待で

きる。

○課題について

 農産物は作柄により良い時、悪い時がある。量、価格も含めて、原料をどう安定的に

確保して生産するかが課題である。バイオエタノールの製造については、個々の異な
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る原料でいかに生産効率を上げコスト削減を図るのか、この他、温室効果ガスを含め

て、エネルギー効率の向上が課題になっている。

 原油については、ほぼ 100%輸入に頼っており、新たな石油代替エネルギーを導入する

場合は、エネルギーセキュリティの確保という視点で、自給できるのかどうかが非常

に大きな課題である。今後、国内での供給を増やしていくに当たっては、第１に供給

の安定性、第２にコストの２つを満たしていくことが重要である。

○国産バイオエタノールの今後の推進方策について

 国内のセルロースの技術開発が必要であり、セルロースや藻といった食料とは競合

しないようなものからのバイオエタノールの生産を強化していく取り組みが今後も

必要である。

 国内でできる限りつくることが重要であり、カスケード利用、原料サイドの未利用

部分も含めた総合的な利用が必要である。

 さまざまな余剰農産物等を活用して、国内のエタノール生産のノウハウの蓄積等を

行っていくことが必要である。

 今後ともバイオ燃料の利用拡大を図っていく上で、理解の促進という意味でも、行

政と民間が一体となって進んでいくことが必要である。

 今後、ＰＲが必要であり、良さをＰＲしていく必要がある。安定的に着実にうまく

浸透させていく努力が必要である。

 バイオエタノールは時系列的に考えた場合、当面は、国内で大量生産できないので、

輸入エタノールとなり、これを進めながらインフラを整備する。同時に、国民の理

解を求めていく。中期的には、国内の未利用資源、食料ではない穀物等を使ってい

く。これは地域の振興、農業の活性化、雇用の創出であり、あるいは耕作不適地の

利用という趣旨で取り組むこととなる。現在、研究されているいわゆる第２世代バ

イオエタノール、セルロース系の技術も実用化されるものと考える。このような時

系列を考えれば、余り無理なく、国内産のエタノールが徐々に浸透していくことと

なる。

 ＰＲを行い国産バイオエタノールの意義を理解してもらうことが重要である。同時

に、農水省と経産省と環境省が深く関連しているので、省庁間の連携を図り、バイ

オ燃料を振興していく必要がある。
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２．参加者の意見等

セミナー会場において、セミナー参加者を対象にアンケート調査を実施した（回答数：

108 名）。以下に、回答結果の集計を示す。

【職業・所属】

アンケート回答者の約 7 割が民間企業関係者、次いで、非営利団体関係者（14％）、農林

漁業関係者、研究機関関係者がそれぞれ 4%という結果であった。

民間企業

68%

研究機関

4%

地方公共団

体

2%

農林漁業関

係者

4%

その他

4%
国の機関

4%

非営利団体

14%

【国産バイオ燃料への関心度（複数回答）】

アンケート回答の 5 割が国産バイオ燃料へ「非常に関心がある」と回答している。次い

で「関心がある」が 41%、「どちらともいえない」が 6%という結果であった。

非常に関心が
ある
50%関心がある

41%

あまり関心が
ない
3%

全く関心がな
い
0%

どちらともいえ
ない
6%
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【国産バイオ燃料推進における重要な課題（複数回答）】

国産バイオ燃料推進における重要な課題として、6 割が「経済性」と回答しており、次い

で、「原料分野での取組」（47％）、「行政の取組」（46％）という結果であった。

21%

47%

16%

34%

46%

60%

30%

0%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

バイオ燃料に関する国民の理解

原料分野での取組

製造分野での取組

流通・販売分野での取組

行政の取組

経済性

技術

特にない

その他

【問題解決において特に重要な対策（複数回答）】

問題解決において特に重要な対策として、約 6 割が「支援政策の充実」と回答しており、

次いで「技術開発の推進」（56％）、「関係者の連携強化」（33％）という結果であった。

26%

10%

59%

56%

8%

33%

0%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

バイオ燃料に関する普及啓発

技術情報の提供

支援政策の充実

技術開発の推進

人材育成

関係者の連携強化

特にない

その他



29

【今回のセミナーについて】

アンケート回答者の約 5 割が今回のセミナーは「やや有意義であった」と回答した。次

いで「大変有意義であった」（29%）、「どちらとも言えない」（12%）という結果であった。

あまり有意義
でなかった

5%

全く有意義で
なかった

1%

無回答
6%

どちらとも言
えない
12%

大変有意義で
あった
29%

やや有意義で
あった
47%


