
資料３ 

新たなバイオマス活用推進基本計画 骨子(案) 
 

※ 下線部は新たに追加する記述 

まえがき バイオマスの活用をめぐる状況 

（前基本計画策定後の推移） 

・平成 23年３月に東日本大震災が発生し、地域の資源を活用した分散型エネルギー

供給体制の強化を図ることの重要性が共通認識に。 

・平成 24年７月には、再生可能エネルギー電気の導入拡大を目的として「固定価格

買取制度」が施行され、天候に左右されない、安定して発電可能な電源としてバ

イオマス発電の導入が拡大。 

・平成 24年９月にバイオマス事業化戦略が策定され、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していくことを確認。 

・平成 26年４月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、国際的な動向や次世代

燃料等の動向を踏まえつつ、バイオ燃料の導入を継続する方針。 

・平成 27 年７月の長期エネルギー需給見通しでは、2030 年のバイオマス発電導入

量として、電源構成の 3.7～4.6％に相当する 602～728万 kWの設備容量を見込ん

でいる。 

（バイオマスの活用の推進の意義） 

・バイオマスをエネルギー源や製品として活用していくことは、農山漁村の活性化

や地球温暖化の防止、循環型社会の形成といった我が国の抱える課題の解決に向

け、重要な取組。 

・バイオマスを含めた再生可能エネルギーの導入等を中長期的に、着実に拡大して

循環型社会及び低炭素社会を実現する視点が大切。 

・エネルギーシステム改革により開放される大きな市場の一部を、エネルギーの地

産地消によって地域の経済循環につなげることは、地方創生にも寄与。 

（前基本計画の目標の達成状況） 

（１）バイオマスの利用率 

・バイオマス利用量の炭素量換算値は、目標の 2,600万炭素トンに対して、約 2,300

万炭素トン（達成率は約 88％）。 

・バイオマスの種類ごとに設定された利用率については、家畜排せつ物、黒液、製

材工場残材、建設発生木材で目標をほぼ達成。食品廃棄物、農作物非食用部、林

地残材はやや低い。 

・資源作物の生産量については、40万炭素トン（炭素量換算値）という目標を掲げ

ていたものの、研究・実証によるものが中心であり、現状ではほとんど生産され

ていない。 

（２）バイオマス活用推進計画の策定 

・市町村バイオマス活用推進計画のみに着目すると、その策定数は目標の 600 市町

村（全市町村数の３分の１に相当）に対し、31市町村（達成率は約５％）と低調。 

・一方で、バイオマスタウン構想やバイオマス産業都市構想などを含め、バイオマ

スの活用を推進していくための指標となる計画を有している基礎自治体数は、重

複を除き計 355市町村（達成率は約 60％）。 

・都道府県バイオマス活用推進計画の策定数は、目標の全都道府県に対し、15道府

県（達成率は約 32％）で概ね３分の１程度。 
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（３）バイオマス新産業の規模 

・バイオマス産業の市場規模については、目標の 5,000 億円に対し、経済波及効果

を含め約 3,500億円（達成率は約 70％）。 

・前基本計画の策定時（平成 22 年度時点）の市場規模は、経済波及効果を含め約

1,200億円であり、５年間で約 2,300億円規模の伸長。 

（評価と課題） 

・木質バイオマスの利用増や、固定価格買取制度の導入に伴う発電事業の伸長等に

より、バイオマス産業の市場規模は拡大。 

・バイオマスのエネルギー利用は大きく伸びているが、固定価格買取制度を活用し

た売電の取組が多く、その先を見据えた仕組みづくりが大切。 

・国産バイオ燃料については、原料調達の不安定さや製造コストの増嵩などが要因

となって、市場における競争力を得るレベルには至っていない。 

・海外バイオマスの取扱や多段階利用をどう評価するかが課題。また、単に利用率

だけで判断するのではなく、高度利用の推進を意識すべき。 

 

第１ バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針 

１．総合的、一体的かつ効果的な推進 

・バイオマスを効果的に活用する取組を総合的に実施することが重要。 

・農林漁業者等のバイオマス供給者、製品等を製造する事業者、地域の行政機関と

関係府省が一体となって施策の連携を図ることにより、バイオマスの発生から利

用までが効率的なプロセスで結ばれる総合的な活用システムの構築を推進。 

２．地球温暖化の防止 

・温室効果ガス削減に向けた約束草案において、国内の排出削減・吸収量の確保に

より、2030年度に 2013年度比で 26.0％の削減（2005年度比で 25.4％の削減）を

表明。 

・バイオマスの活用を推進し、化石資源由来のエネルギーや製品をバイオマス由来

のそれらで代替することにより、温室効果ガスのひとつである二酸化炭素の排出

を削減し、地球温暖化に貢献。 

３．循環型社会の形成 

・持続的に再生可能な資源であるバイオマスの総合的な活用を推進することにより

循環型社会への移行を加速化。 

４．産業の発展及び国際競争力の強化 

・バイオマスを活用するビジネスモデルの創出により、経済成長及び雇用機会の創

出と、二酸化炭素排出量の削減を両立させる「環境・エネルギー大国」の実現に

貢献。 

５．農山漁村の活性化 

・農山漁村に新たな付加価値を創出し、雇用と所得を確保するとともに、活力ある

農山漁村の再生を実現。 

・地域に存在するバイオマスを活用して、地域が主体となった持続可能な事業を創

出し、ここから生み出された経済的価値を農林水産業の振興や地域への利益還元

による活性化につなげていくことが大切。 

６．バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用 

・各段階における利用技術をシステムとして体系化すること等により、バイオマス

を種類ごとの特性に応じて最大限活用する利用体系の確立を推進。 
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７．エネルギー供給源の多様化 

・エネルギー基本計画において、再生可能エネルギーの導入促進、再生可能エネル

ギーの熱の利用促進を提起。 

・安定的かつ持続的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、我が国のエネルギー安

全保障の強化等に資する再生可能エネルギーとして、バイオマスのエネルギー源

としての利用を促進。 

８．地域の主体的な取組の促進 

・地域のバイオマスの賦存状況、エネルギーやバイオマス製品の需要等の自然的・

経済的・社会的諸条件に適応したバイオマスの活用に向け、地域が主体となって

創意工夫する取組を促進。 

９．社会的気運の醸成 

・バイオマスが国民の生活に密接に関わっているものであることを分かりやすく普

及すること等により、国民の一人ひとりがバイオマスの活用に自主的かつ積極的

に取り組む社会的気運の醸成を促進。 

10．食料・木材の安定供給の確保 

・食料の安定供給及び既存の木材利用や周辺産業などに影響を及ぼさないよう配慮

しつつ、その活用を推進。 

11．環境の保全への配慮 

・バイオマスの活用を推進するに当たっては、生活環境の保全、生物多様性の確保

その他の環境の保全に配慮しつつ、その活用を推進。 

 

第２ バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標 

１．将来的に実現すべき社会の姿 

・将来的に実現すべきバイオマスの活用が進んだ社会の姿（2050年目処）について

は、前基本計画の記述を踏襲。 

・環境負荷の少ない持続的な社会の実現（多様な燃料や製品を体系的に生産するバ

イオマス･リファイナリーが構築され、石油化学製品等からバイオマス製品への代

替が進み、持続的な社会システムを構築）。 

・新たな産業創出と農林漁業・農山漁村の活性化（バイオマスを原料とする高付加

価値製品の製造が経済発展に寄与し、バイオマスの供給拡大に伴って農林漁業・

農山漁村が活性化）。 

・バイオマス利用を軸にした新しいライフスタイルの実現（国民の意識の変化に伴

い、製品やエネルギーの選択的利用が進み、バイオマス産業の成長が加速）。 

・国際的な連携の下でのバイオマス活用（国際社会における持続可能なバイオマス

利用システムの確立に貢献）。 

２．2025年における目標設定の考え方 

・バイオ燃料の取組が思うように進まなかった一方で、エネルギー利用が大きく伸

びるなど、一部、予測とは異なっていた部分もあったものの、全体的には前基本

計画で意図した通りに取組が進捗。 

・将来的に実現すべき社会の姿を修正する必要はないと考えられ、基本的には「地

球温暖化の防止」「新たな産業の発展」「農山漁村の活性化」という前基本計画の

目標設定の柱を継承し、評価の指標をそのまま踏襲することが妥当。 

・数値については、2020年に達成できる可能性もあるものの、黎明期の勢いが失わ

れて円熟期に移行しつつある転換期であり、バイオマスの賦存量が減少傾向とい
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う不確定要素があることなどを考慮すると、現時点での数字の上積みは非現実的。 

・このため、2020年度の状況を踏まえて見直すことを前提として、基本的には前基

本計画における目標値をそのまま 2025年の目標として引き継ぐこととしたい。 

・長期エネルギー需給見通しや温室効果ガス削減に向けた約束草案の目標年次であ

る 2030 年に合わせることについても検討したが、2020 年度の見直しを前提とし

ていることから、中長期的な目標設定にはそぐわないものと判断。 

３．2025年における目標 

（１）バイオマスの利用率 

・廃棄物系バイオマスの賦存量などは中長期的には減少していくことが想定される

が、下水汚泥や林地残材の利用率の伸長が期待されることなどを踏まえ、 

案１）当面は前基本計画の目標値である「2,600万炭素トン」を、2025年の目

標値として据置き。 

案２）バイオマス賦存量が減少することを考慮したうえで、バイオマスの種類

ごとに設定した利用率目標がすべて達成されることを見込んだ合計値で

ある「2,400万炭素トン」を、2025年の新たな目標値として設定。 

・既存の利用方法に配慮しつつ、より経済的な価値を生み出す高度利用を推進して

いくことを推奨。 

① 家畜排せつ物 

・現在の利用率がほぼ上限と考えられることを踏まえ、継続して利用を推進する観

点から前基本計画の目標値である「90％」を 2025年の目標値として据置き。 

・従来からの堆肥等の利用に配慮しつつ、地域の実情に応じてメタン発酵ガス等に

よる高度エネルギー利用を促進。 

② 下水汚泥 

・東日本大震災で低下した利用率が回復基調であることを踏まえ、前基本計画の目

標値である「85％」を、2025年の目標値として据置き。 

・従来からの建設資材等の利用に配慮しつつ、地域の実情に応じてメタン発酵ガス

等による高度エネルギー利用等を促進。 

③ 黒液 

・現在の利用率がほぼ上限と考えられることを踏まえ、継続して利用を推進する観

点から前基本計画の目標値である「100％」を 2025年の目標値として据置き。 

④ 紙 

・利用率はわずかながらも増加傾向がみられることを踏まえ、継続して利用を推進

する観点から前基本計画の目標値である「85％」を 2025年の目標値として据置き。 

・従来からの再生紙等の利用に配慮しつつ、地域の実情に応じて燃料化やガス化等

による高度エネルギー利用を促進。 

⑤ 食品廃棄物 

・賦存量は減少してきているが、利用率はわずかながらも増加傾向がみられること

を踏まえ、前基本計画の目標値である「40％」を 2025年の目標値として据置き。 

・従来からの飼料や肥料等の利用に配慮しつつ、地域の実情に応じてメタン発酵ガ

ス等による高度エネルギー利用を促進。 

⑥ 製材工場等残材 

・現在の利用率がほぼ上限と考えられることを踏まえ、継続して利用を推進する観

点から前基本計画の目標値である「95％」を、2025年の目標値として据置き。 
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⑦ 建設発生木材 

・現在の利用率がほぼ上限と考えられることを踏まえ、継続して利用を推進する観

点から前基本計画の目標値である「95％」を、2025年の目標値として据置き。 

⑧ 農作物非食用部 

・賦存量は減少してきているが、利用率はわずかながらも増加傾向がみられること

を踏まえ、前基本計画の目標値である「45％」を 2025年の目標値として据置き。 

・従来の飼肥料や敷料等の利用に配慮しつつ、燃料化等によるエネルギー利用や有

用物質抽出等のマテリアル利用を推進。 

⑨ 林地残材 

・利用率は増加傾向であり、固定価格買取制度の設備認定の状況を踏まえると目標

を達成する可能性は高いと思われるが、今後、審議が進められる森林・林業基本

計画の見直し作業において新たな目標値が検討される予定であることから、当面

は前基本計画の目標値である「30％以上」を 2025年の目標値として据置き。 

・従来の製紙原料等の利用に配慮しつつ、熱利用を含めたエネルギー利用や高付加

価値物質への変換によるマテリアル利用を推進。 

（２）バイオマス活用推進計画の策定 

・類似する施策（バイオマスタウン構想、バイオマス産業都市構想）が並存してい

ることを踏まえ、バイオマスタウン構想から市町村バイオマス活用推進計画への

切替を促すとともに、バイオマス産業都市構想の応募要件に市町村バイオマス活

用推進計画の策定を義務付ける（あるいは読み替える）など、施策の統合を図る

ことが必要。 

・そのうえで、前基本計画の目標値である「600市町村」を 2025年の目標値として

据置き。 

（３）バイオマス産業の規模 

・利用率の大幅な向上は見込めないものの、経済的な価値を生み出す高度利用を推

進していくことに加え、固定価格買取制度の活用によるエネルギー需要が期待で

きることなどを踏まえ、前基本計画の目標値である「5,000億円」を 2025年の目

標値として据置き。 

 

第３ バイオマスの活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

１．バイオマスの活用に必要な基盤の整備 

・各地域に分散して配置される小規模かつ効率的な施設の整備その他の必要な基盤

の一体的な整備のために必要な施策を講じる。 

（１）経済性が確保された持続可能な取組の強化 

・原料の生産から収集・運搬、製造・利用まで、経済性が確保された一貫システム

を構築。特に農山漁村に広く薄く存在するバイオマスについて、地方公共団体と

事業者の連携等により、事業化が可能な量を製品価格に見合う経費で安定的に調

達する仕組みづくりを推進。 

・バイオマス発電に伴う余熱やバイオガスの製造過程で発生する消化液等の副産物

を農業施設の暖房や肥料等として有効利用することを通じた新たな農業生産活動

の展開。 

（２）地域に利益が還元される取組の推進 

・固定価格買取制度を活用した売電の取組だけに偏ることなく、地域の活性化を促

進するために、地域の実情に応じた多様な取組を重点的に支援する方法を検討し
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ていく必要。 

・地域のバイオマスを活用した事業化の取組を持続的かつ自立可能なものとすると

ともに、得られた利益が地域に還元されることが大切。 

（３）バイオマスの特性に応じた高度利用の推進 

・既存の利用方法に配慮しつつ、より経済的な価値を生み出す高度利用を推進。 

２．バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等 

・バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業及びその関連事業の基盤強化、

生産及び流通の合理化等に必要な施策を講じる。 

（１）農山漁村における６次産業化の推進 

・バイオマスを含む地域の多様な資源を活用した６次産業化等を促進し、農村地域

の関連所得の増大に向けた施策を推進。 

・６次産業化等を通じて新たな価値の創出に成功した取組について、成功の要因や

今後の課題等を分析し、その結果を踏まえた現場の取組を促進。 

（２）下水汚泥の活用促進 

・エネルギー利用の推進に加え、地域における循環利用、地方創生の観点から、燃

料や肥料としての再生利用を促進。 

（３）木質バイオマスの活用による森林・林業の再生 

・燃料となる未利用間伐材等の需要と供給を結びつけるため、地域における木材の

供給に関する情報提供や供給者と実需者とのマッチングを図る体制の強化及び燃

料用材を低コストで効率的に伐採・搬出するための施業集約化や路網の整備、全

木集材の普及等に係る施策を展開。 

（４）温室効果ガス削減に結びつく取組の強化 

・温室効果ガス削減に向けた約束草案における削減目標を達成するため、化石燃料

由来のエネルギーや石油化学製品をバイオマス由来のものに転換することに資す

る施策を実施。 

３．技術の研究開発及び普及 

・未利用のバイオマスの利用に関する技術その他の効率的なバイオマスの利用を確

保するための技術の研究開発、バイオマスの利用に関する技術の実用化のための

研究開発等の促進、地域の特性に応じたバイオマスの利用に関する技術の研究開

発、これらの技術の研究開発の成果の普及事業の推進。 

・未利用バイオマスの利用やバイオマス利用の効率化に関する技術の研究開発等の

推進には産学官の連携が不可欠であり、基礎基盤研究と実際の施策との密な連携

により、研究開発とその成果の活用が円滑に推進されることが重要。 

４．人材の育成及び確保 

・バイオマスの活用に関する教育、研究及び普及の事業の充実その他の必要な施策

を講じる。 

・バイオマスを利活用した地域産業を多角的に評価し、単にエネルギー収支や事業

収支だけにとどまらず、外部効果についても考慮のうえ、農山漁村で持続可能な

ビジネスモデルを示していくことが必要。 

・成功事例を共有することによって横展開を促進。 

５．バイオマス製品等の利用の促進 

・バイオマス製品等に関し、利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、新た

な需要の開拓、流通及び販売その他事業活動の円滑化、品質及び安全性の確保並
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びに製造等に係る経費の低減のための措置、バイオマスの活用により発電した電

力の利用の促進のための支援その他の必要な施策を講じる。 

（１）バイオマス発電による再生可能エネルギーの導入拡大 

・長期エネルギー需給見通しにおいて示された導入量の実現を目指し、固定価格買

取制度等の活用により、天候に左右されない、安定して発電可能な電源であるバ

イオマス発電の導入を促進。 

・農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進（農山漁村

再生可能エネルギー法）。 

（２）バイオマスの熱利用の普及拡大 

・農業生産現場や地域の熱需要施設等において、化石燃料の代替として経費の節減

等にも寄与することが期待されるバイオマスの熱利用を積極的に推進。 

・エネルギー効率の向上に資する、発電に伴う余剰熱の利用を推進。 

・熱利用を行うためには考慮すべき条件も多く、エネルギー利用効率の面で必ずし

も優位性が高くなるとは限らないことから、地域における調整が重要。 

（３）バイオガスの効率的な利用促進 

・発電の取組が多いバイオガス利用について、農業生産現場や公共施設の熱源など

地域の自立・分散型のエネルギー源として積極的に利用するための取組を推進。 

・発生したメタンガスを精製・濃縮して供給し、都市ガスとしての利用が進んでい

くことを期待。 

（４）地域の実情に応じた多段階利用の推進 

・使用したバイオマスを回収して再利用したり、副産物を活用したりするなど、限

られた資源を有効に、徹底的に使う多段階利用を促進。 

６．民間の団体等の自発的な活動の促進 

・事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行うバイオマスの

活用の推進に関する活動が促進されるよう、情報の提供、助言その他の必要な施

策を講じる。 

・家畜排せつ物の需給不均衡の改善等に資するため、メタン発酵、焼却、炭化等に

よるエネルギー利用を推進（家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針）。 

・食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進（食品循環資源の再生利

用等の促進に関する基本方針）。 

７．地方公共団体の活動の促進 

・地方公共団体による地域に存するバイオマスを地域の実情に即して効果的かつ効

率的に活用するための仕組みの構築を促進するとともに、地方公共団体による地

域の特性を生かしたバイオマスの活用の推進に関する施策の適切な策定及び実施

を確保するため、情報の提供その他の必要な施策を講じる。 

８．国際的な連携の確保及び国際協力の推進 

・バイオマスの持続可能な利用に関する基準等の作成、バイオマスの活用に関する

研究開発の推進等のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力その他

の国際協力の推進のために必要な施策を講じる。 

９．国の内外の情報収集等 

・バイオマスの活用に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な

施策を講じる。 

・国内で持続可能な仕組みが構築・継続されるように、海外バイオマスの輸入や活
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用状況にも注視。 

10．国民の理解の増進 

・バイオマスの活用に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の

普及びその他の必要な施策を講じる。 

 

第４ バイオマスの活用に関する技術の研究開発に関する事項 

１．技術の研究開発を進める基本的な視点 

（１）産官学の連携による実用化を目指す技術の開発 

・多種多様なバイオマスの活用技術において、コストの低減や原料の安定供給、持

続可能性などを踏まえ、実用化を目指す技術の開発を加速化。 

・産官学の連携により、バイオマス製品等の普及につながる製造技術の高度化・高

効率化やコスト削減に資する研究開発を推進。 

・国内のプラント・エンジニアリングメーカーの参画による事業化を推進すること

で、設備の普及と低価格化を期待。 

（２）付加価値の高い製品等の創出 

・競合する化石燃料由来の製品等との差別化を進め、市場における競争力を確保す

るために、付加価値の高い製品や燃料の製造技術に関する研究開発を推進。 

（３）混合利用等によるバイオマスの利用拡大 

・複数種類のバイオマスを混合利用する技術や、他の再生可能エネルギーと組合せ

て利用する取組等を確立することにより、バイオマスの利用を拡大。 

・バイオマス利用の間口を広げる技術の研究開発を推進し、その技術を普及してい

くことによって、エネルギーの地産地消や災害時のリスク分散、セキュリティの

向上に貢献。 

（４）バイオマスの効率的な利用を推進する技術の確立 

・余剰熱の効率的な利用技術や、バイオガスの製造過程で発生する消化液等の副産

物の有効活用など、バイオマスの循環利用に資する技術の研究開発を推進。 

２．バイオ燃料の普及拡大に結びつく技術の研究開発 

（１）草本や木本を利用したバイオ燃料の安定供給 

・バイオ燃料は、化石燃料と比べるとまだまだコスト高であり、生産拡大には技術

面や原料供給面についての課題が多く、商用化を見据えた一貫システムの構築に

向けた実証が不可欠。 

・燃料という単一の出口に絞るのではなく、残渣の有効利用など、バイオマス全体

の利用を通して、より高い収益が得られるシステムを構築。 

・バイオマス量が多く、分解しやすい資源作物の開発と生産コストの削減。 

（２）微細藻類等による次世代バイオ燃料の開発 

・微細藻類等から油脂を抽出・変換してバイオ燃料を製造する技術の研究開発を推

進。 

・微細藻類由来バイオ燃料製造における大量培養や膜分離技術による低コスト化や

木本・廃棄物由来バイオ燃料製造の一貫生産プロセスの構築など、産業化を見据

えた実用的な研究開発及び実証を推進。 

（３）林地残材を原料とするバイオ燃料製造技術の開発 

・林地残材を原料として、化石燃料の代替となるバイオ燃料を製造する液化・改質
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の技術を研究開発。 

３．バイオマス・リファイナリーを構築する技術の研究開発 

（１）バイオマスを効率的に有用物質に変換する技術の開発 

・木質リグニンを抽出して高強度・高耐熱性等を有する高機能性新素材を製造した

り、木質バイオマスや農産物残渣中のセルロースからのセルロースナノファイバ

ーを製造したりするなど、バイオマスのマテリアル利用を進めていくために必要

な変換技術等の研究開発を推進。 

（２）将来の需要を見据えた製品等の開発 

・変換技術の開発と合わせて、コンクリート化学混和剤や炭素繊維、プラスチック

等のバイオマス由来の製品等の製造や、樹脂やゴムとの複合化によるハイブリッ

ド材料としての利用など、バイオマス・リファイナリーの構築につながる具体的

な製品等の開発を促進。 

 

第５ バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

１．多様な関係者の適切な役割分担と連携・協力の強化 

・国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力

することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることに鑑み、これ

らの者の間の連携の強化に必要な施策を講じる。 

２．施策の推進状況の点検と計画の見直し 

・目標の達成状況の調査の結果を踏まえ、少なくとも５年ごとに本基本計画に検討

を加え、必要があると認めるときは、本基本計画を変更する 

 

9 


