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第 2 章 バイオエネルギー導入効果の評価とその視点  
 

 

林 岳  

 

１．はじめに  

 

前章では，バイオエネルギーの定義及び導入による効果と課題について整理した。今後

バイオエネルギーの導入を検討する際には，導入による効果を適切な手法を用いて評価す

べきである。しかしながら，バイオエネルギーを導入する際の評価に適用される手法は，

それぞれどのような視点から何をどのように評価するのかによって大きく異なってくる。

このような評価手法を適切に適用しなければ，目的とした評価が正しく行えず，事業の効

果に対して誤った情報を提供し，ひいてはそれが，事業が計画通りに進まない原因にもな

りうる。そのため，それぞれの効果にどのような手法をどのような視点から適用すべきか

について整理しておく必要がある。  

そこで，本章ではまず評価結果を数値で表す定量的評価の必要性を説明した上で，それ

ぞれの効果をどのような手法で評価すべきなのか，そして評価の際にはどのような点に留

意すべきなのかついて，既存研究の事例を踏まえつつ検討する。  

 

２．諸効果の定量的評価の既存研究と手法の検討 (1) 

 

（１）定量的評価の必要性  

前章で触れたバイオエネルギー導入の諸効果を評価するには，さまざまな手法が適用で

きる。しかしながら，バイオエネルギーの導入推進や普及の効果を広く訴えるためには，

やはり具体的かつ客観的な数値・指標によってその効果を評価することが必要となるだろ

う。本節では，なぜ定量的評価が必要なのかをその情報量に関して 2 つ挙げ解説する。  

定量的評価が必要とされる第 1 の理由は，定量的評価は数値として表現されるため，定

性的な評価よりも具体性，客観性を有している点である。バイオエネルギーの導入を推進

する際，効果の有無だけでなく具体的な数値でこのくらいの効果があると説明された方が

より説得的である。定性的な評価ではバイオエネルギーを導入することにより化石燃料消
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費を置き換えることができ，地球温暖化に大きく貢献すると言われてきた。しかし，実際

にはバイオエネルギーにも原料作物の生産や燃料の輸送に投入される化石燃料がある。例

えば，1L のバイオ燃料の生産にはいくらかの化石燃料が投入されており，必ずしも 1L の

ガソリンを置き換えるものではない。この場合，定性的な評価では「バイオ燃料はガソリ

ンを代替する」ということになるが，「1L のバイオ燃料は○L のガソリンを代替する」と

いう定量的な評価を加えたほうが情報をより正確に伝えられるだろう。  

第 2 の理由として，定量的評価は数値の大小を比較することによって，さまざまな選択

肢を比較できることに利点がある。先の例をもう一度引き出すと，A というバイオ燃料 1L

は 0.5L のガソリンを，別のバイオ燃料 B は 0.8L のガソリンを代替するとしよう。この場

合，A よりも B のバイオ燃料のほうが効果は高いことが示される。定性的評価の場合はこ

のようなバイオ燃料の選択肢同士の比較はできず，バイオ燃料とガソリンのどちらがよい

かを示すのみである。したがって，この場合も定量的評価のほうがより多くの情報を提供

できると言えよう。  

以上のような理由から，バイオエネルギーを導入することにより得られる効果を定量的

に評価することは，多くの有益な情報を提供することになり，バイオエネルギー導入促進

に資すると考える。以降ではバイオエネルギー導入効果を評価する定量的な評価方法につ

いて，環境への影響，経済への影響の 2 つの評価手法を列挙し，最後に複数の視点から影

響評価を行った研究事例を紹介する。  

 

（２）環境への影響の評価  

バイオエネルギー導入による環境への影響を評価するには，環境負荷発生量がどのくら

い削減されるのかを計測することが求められる。このような環境負荷削減効果の計測には

ライフサイクルアセスメント（以下，LCA）の適用が最も有効である。LCA とは，ある製

品の原料生産段階から製品の消費および廃棄までの一連のプロセスで発生する環境負荷を

計測し，製品の「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷を計測する手法である。この手法は

対象製品の包括的な環境影響を評価できるため，工業製品のみならず最近はさまざまな分

野に適用されている。農業分野に LCA を適用した事例も数多くあり，増田（2007）や林

（2000）などは畜産に，工藤（2005）や小野（2005）などは稲作に LCA を適用している。

また，ガソリンやバイオ燃料などのバイオエネルギーに LCA を適用した事例は，国内外

問わず多数公表されており，例えばバイオガスプラントでは，増田他（ 2006），中村他（2008），
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バイオ燃料では船崎・種田 (1999)，三菱総合研究所（2003）や Pimentel and Patzek (2005)，

Kim and Dale (2006)などの研究事例が挙げられる。さらに，Kim and Dale (2005)や小野

他（2007）のようにバイオエネルギー用の原料作物の作付体系に LCA を適用した事例も

ある。  

このように LCA は世界各国で幅広く適用されている環境評価手法であり，その手順な

どは ISO が規格化して ISO14040 および ISO14044 として公表している。このうち

ISO14040 は LCA の原則や枠組みを記述し， ISO14044 では実際の LCA の実施方法を定

めるものとなっている。  

LCA をさらに発展させたものとして，LCA において計測された環境負荷量をベースに

して算出される統合化指標を評価することが行われている。例えば産業技術総合研究所を

中心として開発された LIME は環境負荷による影響を被害額として貨幣換算するという方

法を用いて，単位や環境テーマの異なる様々な環境負荷を統合する試みを行っている。ま

た，海外においてもエコポイント，エコインディケーター 95，EPS などといった統合化手

法が開発されている。さらには，環境効率やエコファクターなどといった評価指標へ発展

させる研究事例もみられる。このように，LCA は単に環境負荷を計測するに留まらず，さ

らに統合された指標やより高度な評価手法の導出のための環境データを提供する役割も果

たすことができるのである。  

LCA は原料作物の生産から燃料消費までのバイオエタノールの一連のライフサイクル

における環境負荷量を計測する有用な手法であるが，一方で限界点も指摘されている。伊

坪・稲葉（2005）では，LCA を行う際に負担となる点として以下の 2 点を指摘している。

第 1 に LCA に必要となるインベントリデータの収集に手間と時間がかかる点である。現

在はいくつかの分野においてインベントリデータの整備が行われ，以前よりも容易に LCA

を行うことが可能になったが，バイオエネルギーなど新たなに創設された分野や農業生産

といった企業などの組織的なデータ整備が期待できない分野においては，まだインベント

リデータの収集に苦労することが多い。第 2 に信頼できる分析手法を見いだすのが容易で

はない点である。この点についても，過去に同様の分野で LCA の蓄積があればさほど苦

労することはないかもしれないが，新しく LCA が適用された分野においては，生産境界

の設定や主産物と副産物の間の環境負荷配分方法などにルールが確立されていない場合が

多い (2)。このような場合には独自にこれらのルールを設定する必要があり，LCA を実施す

る上でのネックとなることも想定される。未踏科学技術協会・エコマテリアル研究会
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（1995）においても，LCA の結果がデータの質により大きく左右される点，環境負荷の配

分を問題点として指摘しているほか (3)，リサイクル財の投入に関する問題点を指摘してい

る。つまり，リサイクル製品が通常の製品と同様の用途で利用されながらも質の劣化を伴

う場合，質の劣化をどう評価するかの問題が発生する。例えば，バージン紙と再生紙は用

途としては同じものの，製品の質は再生紙の方が劣る。このような場合，バージン紙と再

生紙の質の違いを LCA でどう評価するかといった問題が生じるのである。  

以上のような限界点はあるものの，LCA は製品の「ゆりかごから墓場まで」のトータル

の環境負荷を計測する有効な評価手法であり，この分析から得られる情報は非常に多くか

つ有用である。  

 

（３）経済への影響の評価  

経済効果の計測には大きく分けて 2 つの方法がある。１つは経営分析を用いバイオエネ

ルギー事業者や農家経営体などのミクロ経済的な側面からのアプローチである。これによ

り，地域経済の構成主体である個別の事業体がどのような影響を受けるのかを把握するこ

とができる。特に，経営分析は，事業所の収益にダイレクトに影響する部分の評価であり，

バイオエネルギーの経済性などの名目で各事業主体はこのような経済性分析は必ず行って

いるはずである。このようなアプローチはミクロ経済学的な位置づけが明確であり，一般

の人にも理解しやすいという利点がある。一方で，このアプローチでは地域経済への影響

を全体像として把握することはできない点が問題と言えよう。ミクロ的評価の研究事例と

しては，八木・中田（2007），任他（2009）などを挙げることができる。八木・中田（ 2007）

は，森林バイオマスを原料とする発電プラントについて，最適なプラント規模，立地地点，

プラント数，および最小発電コストを解析した上で，直接燃焼発電と小規模ガス化発電の

経済性を比較している。その結果，直接燃焼発電では発生した熱量が多すぎるため有効活

用できず，小規模ガス化発電のほうが発生した熱を効率よく利用できるため，小規模ガス

化発電のほうが経済的に有利であるという結果を導いている。間伐材については，木材と

しての利用可能性もある材を，コストを費やして集材しエネルギー利用することは，経済

的な観点からも不利であると結論づけている。また，任他（ 2009）は，北九州学術研究都

市の住宅地区を事例に，バイオマス複合エネルギーシステムの経済性を評価し，バイオガ

ス価格の変動と炭素税の導入が与える影響を解析している。その結果，バイオマス複合エ

ネルギーシステムは現状ではバイオマスを導入する経済的なメリットは少なく，何らかの
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導入支援策が必要であり，バイオガス価格の低下は経済性を発揮するのに効果がある一方，

炭素税の導入はその影響が限定的であると結論づけている。  

もう１つの方法は，産業連関分析を用いてマクロ経済的な側面からその効果を計測する

方法である。日本ではバイオエネルギー生産は新たな産業であり，未だ商業用バイオエネ

ルギー生産はほとんど行われていないため，これまでに公表された産業連関表ではバイオ

エネルギー事業体の生産額は含まれていない。また，部門としても独立してバイオエネル

ギーが明示されているわけではないため，産業連関表を用いてバイオエネルギーの経済効

果を計測するためには，バイオエネルギー部門を独立させる修正をしなければならない。

この修正作業にはバイオエネルギー部門の投入構造，産出構造を把握することも必要であ

り，バイオエネルギー部門がどの部門からどれだけの財を投入しているか，さらにはバイ

オエネルギーがどのような部門に需要されているかを把握している必要がある。したがっ

て，これらの情報が十分に得られない場合には産業連関表の修正ができず，経済効果の算

出ができない場合も想定される。  

マクロ経済的視点からの影響評価については，これまで多数の研究が行われてきた。林

他（2009）が産業連関分析を用いて北海道十勝地方におけるバイオエタノール生産の導入

による地域経済への影響を評価している。また，國光・上田（ 2006）では，タイにおける

籾殻発電を事例として籾殻発電により既存の電力供給の一部が置き換えられることで地域

経済にどのような変化が現れるかを産業連関分析により明らかにしている。Evans(online)

のレポートでは，バイオエタノール産業は農業所得 45 億ドル，雇用を 19 万 2,000 人，税

収入を 4 億 5,000 万ドル増加させ，連邦政府予算の支出を 35 億ドル削減し，貿易収支を

20 億ドル改善させると評価している。また，Urbanchuk(online)では，2006 年のアメリ

カにおけるバイオエタノール生産により 325 億ドルの経済効果がもたらされ，11 万人分の

雇用を増加させ，2006 年に行われた新たなバイオエタノールプラントの建設により 93 億

ドル，5 万 5,000 人の雇用がもたらされたことを明らかにしている。  

 

（４）複数の側面からの評価  

バイオマスエネルギー導入事例を複数の視点から評価した研究事例についても国内外を

問わず多数存在する。日本の研究事例で見ると，沖縄県宮古島のバイオマス利活用の評価

（柬理・凌（2006）），福島県飯舘村，栃木県佐野市，岩手県遠野市の木質バイオマスの導

入事例（浦上・糸長（ 2007），山口他（2010），久保山他（2004）），千葉県香取市におけ
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るバイオガスプラントの評価事例（中村他（ 2008a））など，個別の事例にそれぞれ独自の

評価視点および評価手法を適用して評価を行った研究事例が多い。浦上・糸長（ 2007）は，

飯館村を事例にした木質バイオマス導入の GHG 削減量の推計と村内に滞留する経済効果

の計測という 2 つの側面からの評価を行っており，久保山他（2004）は岩手県遠野市を事

例として木質バイオマスの実際の発生量を推計し，単位重量あたりの熱量と単位重量あた

り収集コストの２要素を考慮した評価を行っている。また，柬理・凌（ 2006）は宮古島を

事例にバイオマス利用による (1)農家レベルでの原料生産段階と (2)原料収集・輸送に伴う

大気環境・地球温暖化への影響，(3)地下水水質への影響の 3 側面について評価し，さらに

それらの統合手法について論じている。さらに山口他（ 2010）は栃木県佐野市を事例に林

地残材の収穫ポテンシャル，収穫費用をモデル化し，収支面からの林地残材の収穫可能量

と収穫費用を評価している。  

一方，森本他（2009）は個別事例の評価ではなく，より総合的な評価を行っている事例

である。森本他（2009）では，「バイオマス利活用総合評価モデル」を開発し，バイオマ

スタウン構想を公表している 38 市町村でこのモデルを用いた評価を行っている。モデル

では，経済収益，化石エネルギー消費量，炭素利用率，CO2 排出削減量の 4 項目を総合的

に評価している。評価の結果，バイオマス利用率を 100%に近づけることだけを目標とす

ると，利用率以外の評価項目が悪化するケースもでてくると結論づけている。  

また，海外における評価事例に関しては，日本と同様個別のバイオマスエネルギー導入

事例の評価も見られるが，中にはこれら個別の評価を整理し，どのような視点が重視され

ているかを分析した研究も行われている（Wang et al. (2009)）。Wang et al.(2009)では，

評価側面を技術的側面，経済的側面，環境的側面，社会的側面の 4 つに分類し，それぞれ

の側面に属する評価項目の中でどれがもっとも適用されているかをまとめている。この中

で，経済的側面でもっとも適用されている評価項目は投資コストであり，環境的側面では

CO2 排出量，社会的側面では雇用創出，技術的側面では効率性となっている。さらに，Silva 

and Nakata (2009)は，コロンビアの非交流地域（Non-Interconnected Zone）を対象に，

今後電力供給システムを導入する場合に，軽油を燃料とする発電機の導入と再生可能エネ

ルギー技術（木炭混焼，廃棄物混焼，バイオガス混焼，太陽光発電，小水力発電）の導入

に お い て ， 社 会 側 面 ， 環 境 側 面 の い く つ か の 効 果 の 違 い を 多 目 的 意 思 決 定 法

（Multi-Objective Decision-Making Method）によりシミュレーション分析している。こ

の分析からは，エネルギーアクセスの向上による貧困の低減を目的とした再生可能エネル
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ギーによる発電用軽油代替は発電費用に制約を受け，軽油の場合を上回るパフォーマンス

を示すには燃料の代替率が大規模コミュニティで 90%，小コミュニティで 80%となるとし

ている。一方で，新たな電力により電力消費が拡大すると，家計の電気代が従来の 2 倍か

ら 5 倍に跳ね上がるものの，クリーン開発メカニズム（CDM）などの制度を利用し CO2

削減分を金銭化することで相殺可能であるとしている。Silva and Nakata (2009)は再生可

能エネルギー導入の事前評価を行っている点で注目すべき研究成果である。  

 

３．今後のバイオエネルギー導入に求められる視点  

 

さて，これまで既存研究からバイオエネルギーの導入事例について，どのような視点か

らの評価がなされているのかを見てきたが，これらの既存研究から，今後バイオエネルギ

ーの導入効果を評価する際に求められる視点を整理する。  

第 1 に，個別事業を対象とした評価と地域全体を対象とした評価の双方に着目すべきと

いう点である。市町村や都道府県など地域全体を対象とした影響評価と個別の事業に限っ

た影響の評価では，根本的に異なるものを評価しており，地域への影響を最大化すること

と個別の事業者の便益（利益）を最大化することは必ずしも整合的ではない。地域へのバ

イオエネルギー導入の（個別の）事業評価は，一般に事業の経済性が判断基準となり，事

業の経済性が良ければ事業を実施するということになる。一方で，地域にバイオエネルギ

ーが導入されれば，エネルギー安全保障や，CO2 削減，農業・農村の発展などの（正の）

外部効果がもたらされる。通常の事業評価では，これらの（正の）外部効果が適正に評価

されていないため，多くのバイオマス導入事業の経済性はその分だけ低く見積もられるこ

とになる。結果として市場の失敗が発生し事業が継続されなければ，事業主体だけでなく

地域全体に損失をもたらすこととなる。このギャップを埋めるのが政府の役割で，具体的

には，外部効果を適正に評価し，何らかの形で外部効果に対する支払いがされるようにす

る仕組みを作ることが必要となる。  

第 2 に，マクロ経済学視点からは，バイオエネルギーの導入により，資金が動くこと（マ

ネーフローの発生），そしてそれがどこに流れるのか，さらにはそれがどのくらいの期間継

続するかということが重要であるという点である。この点を踏まえると，地域経済への貢

献という視点も再生可能エネルギー導入の効果として評価すべき重要な視点と考える。バ

イオマスの生産には毎年継続的に労働と投資が必要であることが特徴である。換言すると，
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原料の生産のため，毎年継続的に雇用が生み出され資材が投入され，それが地域のマネー

フローを起こす源になっているのである。この点は例えば他の再生可能エネルギーには見

られないバイオマスの大きな特徴である。太陽光発電や風力発電は施設の整備に伴って一

定のマネーフローをもたらすが，一旦設備が完成した後は施設の維持管理以外に必要な労

働および資本投入はなく，マネーフローが継続することは想定しにくい。  

特にバイオマスは地域に「広く薄く」存在する資源であるため，地域分散型のエネルギ

ー供給システムの構築には都合がよい。バイオエネルギーの原料となるバイオマスは農林

水産業従事者が多くの労働と資本を投入して生産されており，農林業の生産活動がなけれ

ばバイオエネルギー生産設備を維持することはできない。つまり，バイオエネルギーでは

その原料の供給のため，農林業を源とする継続的なマネーフローが発生することを意味す

る。この意味で，バイオエネルギーは地域に資金が流れやすく，地域経済に貢献すること

が想定される。松田・高橋（2008）によると，バイオ燃料の特徴として (1)カーボンニュー

トラルであること， (2)再生可能であること， (3)化石燃料と比べ大気汚染防止効果がある

こと， (4)エネルギー安全保障に貢献すること， (5)農業振興に貢献することの 5 つを挙げ

ている。バイオエネルギーに当てはめて考えてみると，特に (5)の農業振興への貢献が他の

再生可能エネルギーと比べたバイオエネルギーの特徴といえる。このような継続的な地域

への経済効果を考慮すると，単に建設コストや事業レベルでの収支計算のみを考慮するだ

けでは不十分で，投入された資金が地域にどの程度貢献するのかについても十分に検証す

る必要がある。  

第 3 に，長期的視点での評価が必要であるという点を指摘しておく。バイオマスはその

生産に長い年月がかかる場合がある。特に木質バイオマスの場合は，原料生産に数十年か

かることが十分に想定され，このような長期に渡る影響を考慮した上でその効果を評価す

る必要がある。例えば，原料の確保が将来にわたり持続的に可能なのか，環境負荷の削減

効果が短期に限定されるものではないかなどは，直近の影響のみならず将来にわたる経年

的な影響を評価する必要がある。  

第 4 に，１つの側面のみならず，複数の視点からの多角的・総合的な評価が必要である

点である。先に見た既存研究でも複数の要素を考慮した評価を行った事例は多数存在する。

単一の側面からの評価では他の側面に深刻な悪影響を及ぼすおそれもあり，可能な限り多

角的な視点からの評価が望ましい。このような観点からの評価はバイオマスの導入による

コベネフィットまたはトレードオフを明らかにするもので，より効果の高いバイオマス導
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入を図るために必要な情報となると思われる。  

 

４．おわりに  

 

本章ではまず評価結果を数値で表す定量的評価の必要性を説明した上で，それぞれの効

果をどのような手法で評価すべきなのか，そして評価の際にはどのような点に留意すべき

なのかついて，既存研究の事例を踏まえつつ検討してきた。  

検証の結果は以下の３点にまとめられる。第 1 に，特に木質バイオマスのように原料の

生成までに長期間を要するバイオマスについては，バイオマスの成長量などを踏まえた長

期的な原料の利用可能性も考慮する必要があることである。このような観点からは単年度

の効果だけでなく，5 年後，10 年後といった将来的な影響まで評価する必要があるだろう。

第 2 に，複数の視点からの評価が必要であるという点である。より効果的なバイオエネル

ギーの導入のためには，導入による影響をより幅広く捉えようとすることが必要である。

既存研究を見ても，1 つの側面を評価するのみならず，複数の側面への影響を多角的に評

価するものが見られる。そして第 3 に，いかに地域で資金を循環させるかという視点が求

められるという点である。バイオエネルギーを利用した地域振興のためには，域外から流

入する資金を地域になるべく滞留させておくことが求められる。そのためには，上記のよ

うな地域資金循環についても評価に加えるべきと考える。  

このような長期的な評価や多角的な評価，地域資金循環の評価は，バイオエネルギー導

入によるコベネフィットまたはトレードオフを明らかにし，事業の実施に際する影響を幅

広く捉えることができ，事業実施主体に有益な情報を提供することができる。次章ではこ

れらの点に留意しながら，実際の木質バイオマスの利用事例を対象に評価を行う。  

 

注  

(1) 本節の一部は，2009 年 9 月刊行の農林水産政策研究所環境プロジェクト研究資料第 1 号

『バイオ燃料導入による諸効果の定量的評価』の第 1 章「バイオ燃料導入の諸効果とその

評価方法」を加筆・修正したものである。  

(2) バイオ燃料に関する環境負荷配分方法の概要は，農林水産政策研究所環境プロジェクト

研究資料第 1 号『バイオ燃料導入による諸効果の定量的評価』の第２章「LCA 分析によ

る温室効果ガス削減効果の計測」補論２を参照のこと。  

－33－



 10 

(3) 未踏科学技術協会・エコマテリアル研究会（ 1995）では，環境負荷の配分のことを振り

分け（配賦）と呼んでいる。  
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