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資料１ 



バイオマス活用推進基本法制定後の推移 



 １．バイオマス活用推進基本法制定後の主な動き （１） 

2009 
バイオマス活用推進基本法 
（2009年6月制定、同年9月施行） 

○バイオマス活用施策の総合的かつ計画的な推進 
○バイオマス活用推進計画の策定(国、都道府県、市町村) 
○バイオマス活用推進会議の設置 

バイオマス活用推進基本計画 

(2010年12月閣議決定) 

○2020年における目標設定(約2,600万炭素トンのバイオマ
ス活用、約5,000億円規模の産業創出等) 

○目標達成に向けて政府が総合的かつ効果的に講ずべき施
策を推進 

2010 

2011 

東日本大震災・原子力発電所事故 (2011.3) 

2 

森林・林業基本計画 

(2011年7月閣議決定) 

科学技術基本計画 

(2011年8月閣議決定) 

○未利用間伐材等の効率的な収集・運搬体制の整備 
○木質系材料やエネルギーとしての木質バイオマスの利用

推進 
○木質バイオマス燃料の低コスト生産等の研究・技術開発 

○バイオマスを含む再生可能エネルギー技術の飛躍的向上 
○藻類バイオマスなど革新的技術の獲得 

バイオマス活用に係る主な記載事項 法律・基本計画等 



2012 

バイオマス事業化戦略 
(2012年9月バイオマス活用推進会議決定) 

 １．バイオマス活用推進基本法制定後の主な動き （２） 

○多種多様なバイオマス利用技術を評価した「技術ロード
マップ」の策定 

○技術とバイオマスの選択と集中による事業化の推進 
○バイオマス産業を軸とするまちづくり・むらづくり（バイオマス

産業都市）の推進 

電気事業者による再生可能エネルギー 
電気の調達に関する特別措置法 

(2011年8月制定、2012年7月施行) 

○再生可能エネルギー電気（太陽光、風力、水力、地熱、バ
イオマス）の固定価格買取制度（FIT）の導入 

3 

社会資本整備重点計画 

(2012年8月閣議決定) 

○下水汚泥等のバイオマスを用いたエネルギー利用により、
自立・分散型エネルギーシステムの構築に寄与 

2013 

循環型社会形成推進基本計画 

(2013年5月閣議決定) 

○バイオマス系循環資源等の原燃料の再資源化を進め、温
室効果ガスの排出を削減 

○バイオ燃料の生産拡大やバイオガス回収の高効率化、間
伐材等の木質ペレット化、有機性汚泥等の固形燃料化を
推進 

2011 

バイオマス活用に係る主な記載事項 法律・基本計画等 



2015 

 １．バイオマス活用推進基本法制定後の主な動き （３） 

エネルギー基本計画 
(2014年４月閣議決定) 

○バイオ燃料は、国際的な動向や次世代バイオ燃料の技術
開発の動向を踏まえつつ、導入を継続 

○下水汚泥、食品廃棄物などによる都市型バイオマスや耕
作放棄地を活用した燃料作物バイオマスの利用を推進 

○分散型エネルギーシステムにおける再生可能エネルギー
の利用促進、再生可能エネルギーの熱の導入拡大 

4 

食料・農業・農村基本計画 

(2015年3月閣議決定) 

○持続可能な事業を創出し、生み出された経済的価値を農
業振興や地域活性化につなげる構想づくりを促進 

○収集・運搬体制の構築や消化液等の副産物の有効活用、
バイオガスの熱利用による農業生産コストの削減等を促進 

○再生可能エネルギーの地産地消を推進 
○成長が期待できる７分野のひとつにバイオマスを位置付け 

2014 

バイオマス活用に係る主な記載事項 法律・基本計画等 

環境エネルギー技術革新計画 

(2013年9月総合科学技術会議決定) 

○地球全体の環境・エネルギー制約の解決と経済成長に必
要と考えられる革新的技術のひとつとして、バイオマス利活
用を位置付け、2050年までの技術ロードマップを策定 

2013 

環境エネルギー技術革
新計画を追加 



2015 

 １．バイオマス活用推進基本法制定後の主な動き （４） 

5 

長期エネルギー需給見通し 

(2015年7月16日経済産業省決定) 

○自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱、水力、バ
イオマスを積極的に拡大 

○2030年におけるバイオマス発電の導入量は、電源構成の
3.7～4.6％程度、602～728万kW（394～490億kWh）を
見込む 

温室効果ガス削減に向けた約束草案 

(2015年7月17日地球温暖化対策推進本部決定) 

○技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付け
のある対策・施策等の積み上げによる実現可能な目標とし
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▲26.0％（2005年度比▲25.4％）の削減 

バイオマス活用に係る主な記載事項 法律・基本計画等 

下水道法の一部改正 

(2015年5月公布) 

○民間事業者が、下水道管理者の許可を受けて熱交換器を
下水道暗渠内に設置できるよう規制緩和 

○下水道管理者に対し、下水汚泥を燃料や肥料として再生
利用するよう、努力義務を課す 



 ２．バイオマス活用推進基本法の概要 （平成21年６月12日法律第52号） 

基本理念 

○総合的、一体的かつ効果的
な推進 

○地球温暖化の防止に向けた
推進 

○循環型社会の形成に向けた
推進 

○産業の発展、国際競争力の
強化への寄与 

○農山漁村の活性化等に資す
る推進 

○バイオマスの種類ごとの特性
に応じた最大限の利用 

○エネルギー供給源の多様化 
○地域の主体的な取組の促進 
○社会的気運の醸成 
○食料の安定供給の確保 
○環境の保全への配慮 

 

国、地方公共団体、事業者等の責務の明確化とそれぞれの主
体の連携の強化 

バイオマス活用推進基本計画等の策定 

国のバイオマス活用 
推進基本計画 

都道府県・市町村の 
バイオマス活用推進計画 

国の施策 

責務・連携の強化 

 

① 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマ
スの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、バ
イオマス活用推進会議を設けるものとする。 

② 関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有
する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設
け、①の調整を行うに際しては、意見を聴くものとする。 

バイオマス活用推進会議   

○必要な基盤の整備 
○バイオマスを供給する事業の

創出 
○技術の研究開発・普及 
○人材の育成・確保 
○バイオマス製品の利用の促進 

○民間団体の自発的な活動の
促進 

○地方公共団体の活動の促進 
○国際的な連携・国際協力の推

進 
○情報の収集 
○国民の理解の増進 

 

政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため
必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措
置を講じなければならない。 

法制上の措置等 
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 ３．バイオマス活用推進基本計画の概要 （平成22年12月17日閣議決定） 

バイオマスの活用促進 
産業の発展及び 
国際競争力強化 

地球温暖化防止及び 
循環型社会の形成 

農山漁村の活性化 

１ 施策についての基本的な方針 
   農林漁業者、事業者、地方公共団体、関係府省等が一体となって、バイオマスの最大限の有効活用を推進。 

２ 国が達成すべき目標（目標：2020年） 
 
 
 
 
  

約2,600万炭素トンの 
バイオマスを活用 

600市町村において 
ﾊﾞｲｵﾏｽ活用推進計画を策定 

約5,000億円規模の 
新産業を創出 

３ 政府が総合的かつ効果的に講ずべき施策 
 ○ ２に掲げた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。 
 ○ 関係省庁が連携して関係者が実施すべき事項、解決すべき技術的課題、実現すべき成果目標等を明らかにしたバイオマスの活用に

関するロードマップを作成。 

４ 技術の研究開発に関する事項 
 ○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。 
 ○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。 

○ バイオマス活用推進基本法（平成21年法律第52号）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る計画。 

○ 従来の「バイオマス・ニッポン総合戦略」においては、各地域でバイオマスタウン構想の策定が進んだものの、実際の取組
は必ずしも十分に進まなかったこと等の課題があることを踏まえつつ、本基本計画によってこれらの課題の解決を図る。 

地球温暖化防止 産業創出 農村活性化 
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■ 地域のバイオマスを活用した産業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) 

■ 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（農林漁業バイオ燃料法の見直し） 

 ４．バイオマス事業化戦略の概要 （平成24年９月６日バイオマス活用推進会議決定） 

 ■ 技術とバイオマスの選択と集中による事業化の重点的な推進 

 ■ 関係者の連携による原料生産から収集・運搬、製造・利用までの一貫システムの構築 

 ■ 地域のバイオマスを活用した事業化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 

■技術ロードマップに基づき、事業化に活用する実用化技術とバイオマスを整理 

   技    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 

■ 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 

戦略２：技術戦略(技術開発と製造) 

■ 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 

■ バイオマスの効率的な収集・運搬システムの構築 

■ 高バイオマス量・易分解性等の資源用作物・植物の開発 

■ 多様なバイオマス資源の混合利用と廃棄物系の徹底利用 

戦略４：入口戦略(原料調達) 

戦略６：総合支援戦略 

■ 固定価格買取制度の積極的活用 

■ 投資家・事業者の参入を促すバイオマス関連税制の推進 

■ 各種クレジット制度の活用による温室効果ガス削減の推進 

■ 高付加価値製品の創出による事業化の推進 

戦略３：出口戦略(需要の創出・拡大) 

 
 
 
 
 
 
 
 

■アジア等における持続可能なバイオマス利用システムの構築 

■持続可能なバイオマス利用に向けた国際的な基準づくり等の推進 

戦略７：海外戦略 
⑤バイオ燃料 

①木質バイオマス 

②食品廃棄物 

③下水汚泥 

④家畜排せつ物 

・   未利用間伐材等の効率的な収集・運搬システムの構築と木
質発電所等でのエネルギー利用を一体的・重点的に推進 

・   分別回収の徹底・強化と、バイオガス化、他のバイオマスとの
混合利用、固体燃料化による再生利用を推進 

・  地域のバイオマス活用の拠点として、バイオガス化、食品廃棄
物等との混合利用、固形燃料化による再生利用を推進 

・  メタン発酵、直接燃焼、食品廃棄物等との混合利用による再
生利用を推進 

戦略５：個別重点戦略 

・ 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
環型バイオ燃料利用の可能性について具体化の方策を検討 

・ バイオディーゼル燃料の税制等による低濃度利用の普及や高効
率・低コスト生産システムの開発 

・ 研究機関の連携による次世代バイオ燃料製造技術の開発加速化 

戦略１：基本戦略 
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 ５．バイオマス関連施策の推進体制 

9 

○ バイオマス活用推進基本法（平成21年６月12日法律第52号）に基づいて、関係する７府省（内閣府、総務
省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）の政務で構成される「バイオマス活用推
進会議」が設置され、連携してバイオマスの活用に資する施策を推進。 

 ・ 地方行財政政策 
 ・ 消防法制 

総務省 

 

・ 農林水産政策 
・ 農山漁村地域政策 
・ 食料産業政策 

農林水産省 

 ・ 地球温暖化対策 
 ・ 廃棄物政策 

環境省 

 ・ 国家基本政策 

内閣府 

 ・ 科学技術政策 
 ・ 教育政策 

文部科学省 

 

 ・ 国土交通政策 
 ・ 社会資本整備 
   （下水道等） 

国土交通省 

 ・ 産業政策 
 ・ エネルギー政策 

経済産業省 

バ イ オ マ ス 
活用推進会議 
（７府省の政務で構成） 

バイオマス活用推進会議メンバー 
（敬称略） 

 
農林水産副大臣 あべ俊子 
 
内閣府大臣政務官 松本洋平 
 
総務大臣政務官 あかま二郎 
 
文部科学大臣政務官 山本ともひろ 
兼内閣府大臣政務官 
兼復興大臣政務官 
 
経済産業大臣政務官 岩井茂樹 
兼内閣府大臣政務官 
兼復興大臣政務官 
 
国土交通大臣政務官 うえの賢一郎 
 
環境大臣政務官 高橋ひなこ 
 

※ 平成27年7月時点 

「兼内閣府大臣政務官」を追記 



バイオマス活用推進基本計画の進捗状況 



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 
  ○ 環境負荷の少ない持続的な社会 
  ○ 新たな産業創出と農林漁業・農山漁村の活性化 
  ○ バイオマス利用を軸にした新しいライフスタイルの実現 
  ○ 国際的な連携の下でのバイオマス活用 

 

 
バイオマスの利用拡大 

・ 化石資源を用いて製造されているエネ
ルギーや製品をバイオマス由来のもの
に代替することで炭素量換算で年間約
2,600万炭素トンのバイオマスを利用 

  技術の確立を前提として、炭素量換 
 算で約40万トンの資源作物を生産 

・ バイオマスの種類ごとに全国平均の利
用率の目標を設定 

 
バイオマス新産業の規模 

・ バイオマスをエネルギーや製品に活用
する環境調和型産業を育成し、技術開
発の進展を前提として、新たに約5,000
億円の市場を創出 

 
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を全市
町村数の3分の1に相当する600市町村
で策定 

・ 都道府県バイオマス活用推進計画を全
ての都道府県で策定 

地球温暖化の防止や循環型社会の形成 新たな産業の発展や国際競争力の強化 農山漁村の活性化 

将来像を実現するために必要な目標を設定 

 ６．バイオマス活用推進基本計画における国が達成すべき目標 

○ 現基本計画では、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を想定し、柱となる「地球温暖化
の防止」「新たな産業の発展」「農山漁村の活性化」の達成状況を判断する指標として、バイオマスの利用拡大、
バイオマス新産業の規模、バイオマス活用推進計画の策定を評価軸に、2020年に国が達成すべき目標値を設
定 。 
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家畜排せつ物 

下水汚泥 

黒液 

廃棄紙 

食品廃棄物 

製材工場残材 

建設発生木材 

農作物非食用部 

林地残材 

            利用量：7,600万トン（87%）   未利用量：1,200万トン（13%）            利用量の炭素量換算値：455万炭素トン 

            利用量：7,000万トン（87%）   未利用量：1,100万トン（13%）            利用量の炭素量換算値：420万炭素トン 

            利用量：6,000万トン（77%）   未利用量：1,800万トン（23%）            利用量の炭素量換算値：069万炭素トン 

            利用量：4,400万トン（58%）   未利用量：3,200万トン（42%）            利用量の炭素量換算値：051万炭素トン 

            利用量：1,400万トン（100%）  未利用量：0,00万トン（00%）             利用量の炭素量換算値：462万炭素トン 

            利用量：1,200万トン（100%）  未利用量：0,00万トン（00%）             利用量の炭素量換算値：393万炭素トン 

            利用量：2,200万トン（80%）   未利用量：0,500万トン（20%）            利用量の炭素量換算値：824万炭素トン 

            利用量：2,200万トン（80%）   未利用量：0,500万トン（20%）            利用量の炭素量換算値：831万炭素トン 

            利用量：0,520万トン（27%）   未利用量：1,380万トン（73%）            利用量の炭素量換算値：021万炭素トン 

            利用量：0,420万トン（25%）   未利用量：1,280万トン（75%）            利用量の炭素量換算値：017万炭素トン    

            利用量：0,320万トン（94%）   未利用量：0,020万トン（06%）            利用量の炭素量換算値：160万炭素トン 

            利用量：0,380万トン（95%）   未利用量：0,020万トン（05%）            利用量の炭素量換算値：190万炭素トン 

            利用量：0,370万トン（90%）   未利用量：0,040万トン（10%）            利用量の炭素量換算値：163万炭素トン 

            利用量：0,470万トン（94%）   未利用量：0,030万トン（06%）            利用量の炭素量換算値：207万炭素トン 

            利用量：0,410万トン（32%）   未利用量：0,890万トン（68%）            利用量の炭素量換算値：146万炭素トン 

            利用量：0,400万トン（33%）   未利用量：0,800万トン（67%）            利用量の炭素量換算値：142万炭素トン 

            利用量：0,013万トン（02%）   未利用量：0,787万トン（98%）            利用量の炭素量換算値：007万炭素トン 

            利用量：0,050万トン（06%）   未利用量：0,750万トン（94%）            利用量の炭素量換算値：024万炭素トン 

廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス 

未
利
用
系 

（Ｈ26実績値） 
 約2,300万 

炭素トン 

凡 例 

■■ 策定時 
■■ 現 在 

（目標：約90%） 

（目標：約85%） 

（目標：約100%） 

（目標：約85%） 

（目標：約40%） 

（目標：約95%） 

（目標：約95%） 

（目標：約45%） 

（目標：約30%） 

 ７．バイオマスの利用拡大 

○ バイオマスの総賦存量はほぼ横ばいであるが、廃棄物系バイオマスの賦存量はやや減少。利用率もほぼ横
ばいで推移（下水汚泥の利用率の低下は東日本大震災の影響によるもので回復基調）。 

○ 利用量の炭素量換算値は目標の2,600万炭素トンに対し、約2,300万炭素トン（約88％）。 

（Ｈ22策定時） 
 約2,300万 

炭素トン 
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（目標値） 
 約2,600万 

炭素トン 

製材工場残材の数値を修正 
（更新ミス） 

 利用量 350万→380万 
 炭素換算量 175万→190万 

現状が伝わるように表
現を修正 

食品廃棄物の数値を時点修正 
 利用量 400万→420万 
 未利用量 1,300万→1,280万 
 炭素換算量 16万→17万 



31市町村 

バイオマス活用推進基
本法に基づき、バイオ
マス活用推進基本計画
を勘案して、市町村に
おけるバイオマスの活
用の推進に関する計画
を策定するもの。 
 

40市町村 

経済性が確保された一
貫システムを構築し、
地域の特色を活かした
バイオマス産業を軸と
した環境にやさしく災
害に強いまち・むらづ
くりを目指すもの。 
 

318市町村 

バイオマスの発生から
利用までが効率的なプ
ロセスで結ばれた総合
的利活用システムが構
築され、安定的かつ適
正なバイオマス利活用
が行われることを見込
むもの。 

※ 計画期間を設定するこ
とについて明確な規定
がない 

※ 一律の数値目標が設定
されているため、一部
には取組が頓挫してし
まう地域も 

※ 地域の実情に応じた目
標を設定し、達成する
までの期間を明記 

※ 取組を後押しする仕組
みがなく、メリット感
が薄いため、インセン
ティブが働かない 

※ 選定委員会による審査 
※ 目標達成に向けたフォ

ローアップを行い、関
係７府省で取組を支援 

※ 選定地域で協議会を設
立し、技術的な課題等
を共有 

 バイオマスの活用を推進する地域計画の策定状況（農林水産省調べ） 

凡 例 

● バイオマスタウン構想 
● 市町村バイオマス活用推進計画 
● バイオマス産業都市構想 
■ 都道府県バイオマス活用推進計画 

（平成27年７月時点） 

バイオマスタウン 
構想 

市町村バイオマス 
活用推進計画 

バイオマス 
産業都市構想 

都道府県バイオマス 
活用推進計画 

15道府県 

バイオマス活用推進基
本法に基づき、都道府
県におけるバイオマス
の活用の推進に関する
計画を策定するもの。 

重複を除くと計355市町村 

○ 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（約５％）と低調。 

○ 一方で、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は重複を排除して
計355市町村。これらを考慮すると、計画策定の達成率は約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（約32％）で概ね３
分の１程度。 

 ８．バイオマス活用推進計画の策定 
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市町村バイオマス活用推進計画
の策定地域数を７月時点に修正 
  29市町村 → 31市町村 
計355市町村は修正なし。 



生産品目 
生産量 

（A） 
単価 
（B） 

市場規模 
（C＝A×B） 

経済波及効果 
（D） 

計 
（E＝C＋D） 

現基本計画の 
考え方 

バイオエタノール 18,800kL 97円/L 18.2億円 － 18.2億円 1,400億円 

バイオディーゼル 24,700kL 100円/L 24.7億円 － 24.7億円 1,400億円 

バイオガス 1,906千m3 40円/m3 0.8億円 0.6億円 1.3億円 － 

バイオマス発電 50.4億kWh ※１ 20円/kWh 1,008.0億円 746.2億円 1,754.2億円 1,000億円 

バイオプラスチック 152千t 200円/kg ほか 251.8億円 244.5億円 496.2億円 1,200億円 

木質ペレット 110千t 34円/kg 37.4億円 27.7億円 65.1億円 － 

木質チップ 6,452千t 12円/kg 774.2億円 ※２ 401.2億円 1,175.5億円 － 

計 2,115.1億円 1,420.2億円 3,535.2億円 5,000億円 

 バイオマス産業の市場規模の推計（農林水産省調べ：暫定版） 

註） ・ 四捨五入により合計値が合わない場合がある。 
註）  ・ 現計画策定以前から明確に市場が形成されている肥料、飼料などは推計の対象外としている。 
註）  ・ 経済波及効果は、総務省が公開している産業連関表に基づく統合大分類（37部門）による経済波及効果の簡易計算ツールを用いて算定。 

※１ バイオマス発電の単価はRPS法下の取引価格と固定価格買取制度における調達価格を踏まえて20円/kWhと仮定。 
※２ 木質チップの経済波及効果はバイオマス発電との重複を考慮して発電利用相当分（３割と仮定）を除いた７割を計上。 

 ９．バイオマス産業の規模 
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○ バイオマス産業の市場規模については、目標の5,000億円に対して、経済波及効果を含め約3,500億円（約
70％）を達成。 

○ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されたことを受け、バイオマスのエネルギー利用（木質チッ
プなどの熱利用を含む）が大きく数字を伸ばしている。 



 10．バイオマス産業都市について 

○ バイオマス産業都市とは、原料の生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫システム
を構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す
地域のことであり、関係７府省が共同で選定。 

 ※ 関係７府省：内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

牧草地 

未利用材 

（電力会社） 

農業用ハウス 

ＢＤＦ製造施設 

耕種農家 

一般家庭 福祉施設 

学校 会社 

温泉施設 

畜産農家 

剪定枝 

食品工場 

（売電） 

木質ペレット製造施設 

エネルギー 
液肥・敷料 

廃
食
用
油 

木質バイオマス発電施設 

家畜排せつ物 

ボイラー用燃料 

食品廃棄物 

農業機械用燃料 

輸送用燃料 

バイオガス製造施設 

発電施設 

エネルギーの地域内利用 

（売電） 

バ イ オ マ ス を 活 用 し た 地 域 活 性 化 

イメージ 
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「一貫システム」の詳細
を追記 



 11．バイオマス産業都市の選定地域 
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べつかいちょう 

北海道別海町 

宮城県東松島市 

茨城県牛久市 

愛知県大府市 

北海道下川町 
しもかわちょう 

うし   く    し 

ひがしまつしま   し 

新潟県新潟市 
にい がた  し 

香川県三豊市 

おお  ぶ   し 

北海道十勝地域 
（19市町村） 

み とよ  し 

北海道釧路市 
くし  ろ  し 

宮城県南三陸町 

静岡県浜松市 
はままつ  し 

みなみさんりくちょう 

三重県津市 
つ   し 

岡山県西粟倉村 
にし あわ くら そん 

島根県奥出雲町 

岡山県真庭市 
ま  にわ  し 

おく  いずも  ちょう 

と か ち 

兵庫県洲本市 
す  もと   し 

島根県隠岐の島町 
お  き  の  しまちょう 

佐賀県佐賀市 
さ  が    し 

大分県佐伯市 
さ  いき   し 

福岡県みやま市 

富山県射水市 
い みず  し 

22地域 
（2014年度末時点） 

北海道興部町 
おこっぺ ちょう 

H25年度一次選定：８地域 
（H25.６月） 

H25年度二次選定：８地域 
（H26.３月） 

H26年度選定：６地域 
（H26.11月） 



 12．選定地域の事業化プロジェクト 

用 途  ＼  原 料 木質バイオマス 家畜排泄物 食品廃棄物 下水汚泥 

発 電 

ＦＩＴ活用 
下川町、東松島市、浜松
市、津市、真庭市、射水市、
佐伯市 

十勝地域、下川町、別海
町、興部町 

東松島市、大府市、浜松
市、洲本市、佐伯市 

興部町、浜松市、洲本市、
佐伯市 

その他 
（未定を含む） 

十勝地域、釧路市、興部
町、隠岐の島町 

釧路市 
新潟市、興部町、南三陸
町、津市、みやま市、佐賀
市 

新潟市、南三陸町、みやま
市 

熱 利 用 

十勝地域、下川町、東松
島市、牛久市、新潟市、三
豊市、釧路市、南三陸町、
浜松市、津市、奥出雲町、
西粟倉村、洲本市、隠岐の
島町、みやま市、佐賀市、
佐伯市 

十勝地域、下川町、別海
町、釧路市、興部町 

東松島市、新潟市、興部
町、南三陸町、津市、隠岐
の島町 

新潟市 

肥料・飼料等 三豊市、射水市、洲本市 
十勝地域、下川町、別海
町、釧路市、興部町、佐賀
市 

東松島市、新潟市、大府
市、三豊市、興部町、南三
陸町、浜松市、隠岐の島町、
みやま市、佐賀市 

南三陸町、みやま市 

燃   料 
下川町、牛久市、新潟市、
南三陸町、津市、隠岐の島
町、佐賀市 

十勝地域、下川町、牛久
市、新潟市、大府市、三豊
市、釧路市、真庭市、射水
市、洲本市、みやま市 

津市 

その他 
（マテリアル利用等） 

三豊市、真庭市、洲本市、
隠岐の島町 

新潟市、浜松市 
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 13．再生可能エネルギーの固定価格買取制度 （Feed in Tariff） 

○ 固定価格買取制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを約束
する制度のことで、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス由来の電気が対象。 

○ 買取の価格（調達価格）と期間（調達期間）は、専門家で構成される調達価格等算定委員会の意見を尊重
し、毎年、経済産業大臣が設定。 

○ 2015年度のバイオマス発電による電気の調達価格は13～40円/kWh（税抜）。小規模な木質バイオマス発
電を推進するため、間伐材等由来の木質バイオマスのうち2,000kW未満の設備の調達価格を別区分化。 

2015年度の調達価格と調達期間 
（バイオマス関係） 
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バイオマスの種類 
調達価格 
1kWh当たり 

調達期間 

メタン発酵ガス（バイオマス由来） 39円＋税 

20年間 

 

間伐材等由来の 
木質バイオマス※ 

2,000kW未満 40円＋税 

2,000kW以上 32円＋税 

一般木質バイオマス※・農作物残さ 24円＋税 

建設資材廃棄物 13円＋税 

一般廃棄物・その他のバイオマス 17円＋税 

制度の概要 

※ 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に
基づく証明のないものについては、建設資材廃棄物と同等に取扱う。 

発電設備 

費
用
負
担
調
整
機
関 



 14．バイオマス発電の導入状況 
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○ 固定価格買取制度を活用したバイオマス発電については、平成27年３月末において約22万kWが運転を開
始済。RPS制度のもとで導入された発電設備の設備容量を合わせると約254万kWが稼動。 

○ バイオマス発電の固定価格買取制度による買取電力量は、平成26年度で約36.4億kWh。 

設備容量（運転を開始したもの） 認定容量 

ＦＩＴ導入前 
（RPS制度） 

～H24.06 

ＦＩＴ導入後 

計 

ＦＩＴ導入後 

24年度 
H24.07～H25.03 

25年度 
H25.04～H26.03 

26年度 
H26.04～H27.03 

累 計 
H24.07～H27.03 

メタン発酵ガス 
（バイオマス由来） 

14.7 千kW 0.4 千kW 2.8 千kW 6.0 千kW 23.9 千kW 33.0 千kW 

間伐材由来の 
木質バイオマス 

14.5 千kW 5.7 千kW 7.2 千kW 55.9 千kW 83.4 千kW 363.2 千kW 

一般木質バイオマス 
農作物残さ 

163.4 千kW 9.1 千kW 32.5 千kW 205.0 千kW 1,322.1 千kW 

建設資材廃棄物 439.8 千kW 0.3 千kW 3.6 千kW 443.6 千kW 11.4 千kW 

一般廃棄物 
その他のバイオマス 

1,681.4 千kW 11.0 千kW 29.2 千kW 60.3 千kW 1,781.9 千kW 297.5 千kW 

計 2,313.8 千kW 
17.0 千kW 48.6 千kW 158.3 千kW 

2,537.7 千kW 2,027.2 千kW 
223.9 千kW 

平成27年３月末におけるバイオマス発電の導入状況 

註） ・ 四捨五入により合計値が合わない場合がある。 
註）  ・ 設備認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 
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＜メタンガス＞ 

26.三重県名張市         30kW 

27.兵庫県朝来市        382kW 

28.兵庫県神戸市        350kW 

29.兵庫県宍粟市      125kW 

30.鳥取県西伯郡大山町 1,110kW 

31.山口県下関市         25kW 

32.香川県高松市         25kW 

 

＜建設廃材＞ 
1.滋賀県米原市        3,550kW 

 
＜一般木質＞ 
4.鳥取県境港市        5,700kW 

5.広島県廿日市市      5,800kW 

6.高知県高知市            8,850kW 

近畿・中国・四国 

＜一般廃棄物＞ 
16.三重県志摩市         448kW 

17.大阪府堺市       14,010kW 
18.兵庫県西宮市      4,104kW 

19.兵庫県高砂市      2,000kW 

20.兵庫県佐用郡佐用町  496kW 

21.広島県竹原市         245kW 
22.広島県広島市      7,317kW 

23.山口県防府市       1,800kW 

24.徳島県阿南市        710kW 

25.愛媛県松山市       4,488kW 

 

＜未利用木質＞ 
8.高知県高知市       6,250kW 
9.高知県宿毛市       6,500kW  

（出典）資源エネルギー庁作成 

平成２７年３月現在運転開始済みのもの 

＜メタンガス＞ 
1.北海道紋別郡湧別町    300kW 

2.北海道野付郡別海町    250kW 

3.北海道川上郡弟子屈町   50kW 

4.北海道川上郡標茶町     50kW 

5.北海道河東郡士幌町    306kW 

6.北海道広尾郡大樹町   450kW 

7.北海道札幌市       250kW 

8.北海道江別市        75kW 

9.北海道二海郡八雲町    350kW 

10.北海道上川郡美瑛町    50kW 

11.北海道宗谷郡猿払村   100kW 

12.北海道名寄市       75kW 

13.北海道広尾郡広尾町   100kW 

14.福島県福島市          25kW 

 

＜一般廃棄物＞ 

1.北海道歌志内市     1,009kW 

2.青森県青森市       4,284kW 

 
＜一般木質＞ 
1.岩手県宮古市       5,800kW 

 

＜未利用木質＞ 

1.宮城県気仙沼市               800kW 

2.福島県会津若松市        5,700kW  

3.福島県郡山市           45kW 

北海道・東北 

＜メタンガス＞ 

33.福岡県久留米市        190kW 

34.長崎県大村市         250kW 

35.大分県臼杵市          50kW 

36.宮崎県都城市        1,886kW 
 

＜一般木質＞ 
7.宮崎県日南市           160kW 
 

＜一般廃棄物＞ 

26.長崎県佐世保市      1,128kW 

27.大分県別府市        2,200kW 

28.宮崎県都城市        3,343kW 
 

＜建設廃材＞ 
2.沖縄県石垣市           317kW 
 

＜未利用木質＞ 
10.大分県大分市        1,716kW 

11.大分県日田市        5,700kW 

12.宮崎県日南市       20,320kW 

13.宮崎県児湯郡都農町  5,750kW 

九州・沖縄 

＜メタンガス＞ 

15.栃木県栃木市      50kW 

16.栃木県上三川町  315kW 

17.群馬県明和町    400kW 

18.新潟県長岡市     560kW 

19.新潟県村上市      25kW 

20.新潟県上越市      75kW 

21.石川県能美市     125kW 

22.長野県長野市     275kW 

23.長野県松本市    315kW 

24.長野県飯島町     90kW 

25.静岡県磐田市      95kW 

関東・甲信越・中部 
＜一般廃棄物＞ 
3.茨城県守谷市      1,740kW 

4.埼玉県川口市       1,113kW 

5.埼玉県秩父市         700kW 

6.千葉県成田市       1,770kW 

7.東京都墨田区            10kW 

8.東京都大田区      11,400kW 

9.東京都調布市       4,850kW 

10.東京都あきる野市     798kW 

11.神奈川県平塚市    3,717kW 

12.新潟県村上市        822kW 

13.富山県氷見市     2,530kW 

14.静岡県富士市  20,800kW 

15.愛知県小牧市   2,647kW 
 

＜一般木質＞ 
2.茨城県北茨城市  15,000kW 

3.栃木県那須塩原市  265kW 
 

＜未利用木質＞ 
4.栃木県那珂川町  2,500kW 

5.長野県長野市    1,500kW 

6.岐阜県瑞穂市    6,250kW 

7.三重県松阪市    5,800kW 

■ メタンガス 

■ 一般廃棄物 

■ 一般木質    

■ 建設廃材 

■ 未利用木質 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

※ 表示出力は発電設備の認定出力に 

    バイオマス比率を乗じたもの 

（各市町村の合計出力） 

 15．固定価格買取制度を活用したバイオマス発電 
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 16．木質バイオマスの利用拡大 

21 

○ 木質バイオマスの活用は、再生可能エネルギーの推進だけではなく、林業や地域経済の活性化、雇用の確
保等にも貢献。特に林内に残地されている「未利用間伐材等」には大きな可能性。 

○ 木質バイオマスは、木質チップや木質ペレット等に加工され、製材工場や公共施設、発電所等におけるエネ
ルギー源としての利用が増えてきている。 

木質バイオマスボイラー数の推移 

615  

838  
924  

1,218  

1,461  

1,701  

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H20 H21 H22 H23 H24 H25

36,444  

50,693  
58,243  

78,258  

98,184  

110,092  

63 

75 

85 

108 109 

120 

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

0

20

40

60

80

100

120

140

H20 H21 H22 H23 H24 H25

木質ペレットの製造施設数及び生産量 

 － 施設数（第1軸（左））   ■ 生産量（第２軸（右））  

木質バイオマスボイラーは、製材工場などを中心に1,700程度
が設置されており、最近は公共施設や温泉、農業施設などへの
導入も進んできている。  

地球温暖化問題への関心の高まりや石油価格の高騰等を背景
に、近年、生産施設数、生産量ともに増加。  

■ 台数  

（基） （ ｔ ）  （施設数） 



 17．国産バイオ燃料の取組 

22 

○ バイオ燃料の製造技術は概ね確立されたものの、高コスト構造の解消が課題となっており、市場における競
争力を得るレベルには至っていない。比較的、取組が盛んなバイオディーゼルについても、廃食用油を原料とし
たもの以外は採算性を確保できず、規模の拡大は難しいのが実情で、生産量は横ばい。 

○ 資源作物については、バイオ燃料の原料としては調達コストが高く、まだ産業としては成り立っていない。 

 

 

 バイオディーゼル（ＢＤＦ）の年間生産量 

20,000  20,000  19,600  

24,700  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H22 H23 H24 H25

（ kL ）  

 Ｂ５軽油（ＢＤＦ５％混和の軽油）の製造量 

22年度 23年度 24年度 25年度 

Ｂ５ 
製造量 

3,300 19,000 22,000 22,000 

（ 単位：kL ）  

北海道十勝地域 
（十勝圏振興機構等） 

北海道清水町 
（北海道バイオエタノール） 
     ※ 26年度限りで事業中止 北海道苫小牧市 

（オエノンホールディングス） 
       ※ 26年度限りで事業中止 

秋田県北秋田市 
（森林総合研究所） 

新潟県新潟市 
（全国農業共同組合連合会） 

長野県信濃町 
（総合環境研究所） 

静岡県静岡市 
（静岡油化工業） 

愛知県水田活用新作物研究会 
（愛知県、ＪＡ愛知中央会ほか） 

大阪府堺市 
（バイオエタノール・ 
    ジャパン・関西ほか） 

愛媛県 
（新日鐵エンジニアリングほか） 

沖縄県宮古島市（宮古島） 
（りゅうせき） 

沖縄県 
（日伯エタノール） 熊本県人吉市 

（球磨焼酎リサイクリーン） 

出典を追加 バイオエタノール利用推進会議の
資料を基に農林水産省で作成 

※ 試験実証を含む 

 国産バイオエタノール生産・利用の主な取組 

２項目をネガティブにな
り過ぎないように修文 

【再修正】 



 バイオプラスチックの生産量と市場規模の推移 
（JBPAの調査結果をもとに農林水産省で作成） 

 18．その他のバイオマス産業の状況 

23 

○ バイオプラスチックなどのバイオマス製品は、石油由来の製品と同等の物性を有しており、機能面での遜色は
ほとんどないが、コストはやや高い傾向。レジ袋や食品容器などへの採用が進んだことで、緩やかに市場規模が
拡大しており、今後も成長が期待できる。 

○ 製品を採用する企業を増やしていくためには、生産コストを抑え、市場における競争力を高めることが重要。 

小売店のレジ袋などに
加え、家電製品や乾電
池などのブリスターパ 
ック、窓付き封筒の窓
部分、生鮮食品のトレ
イ・包装袋、卵パック
など、様々な製品の包
装資材に使われるケー
スが増えてきている。 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

平成18年７月にバイオプラスチ 
ック製品の認識向上、普及、促
進を図るために、日本バイオプ
ラスチック協会（JBPA）が化石
燃料由来のプラスチック製品と
識別するための「バイオマスプ
ラ識別表示制度」を発足。  

 － 生産量（第1軸（左））   ■ 市場規模（第２軸（右））  

 バイオプラスチックの識別表示制度 

 身近なバイオプラスチックの例 

（億円）  （ ｔ ）  

２項目をネガティブにな
り過ぎないように修文 

【再修正】 



バイオマス利用技術の現状とロードマップ 



 19．バイオマス利用技術の現状とロードマップ （１）    （バイオマス事業化戦略より抜粋） 

技術 原料 製造物 
技術レベル 

 
技術の現状 技術的な課題 

物理
学的
変換 

固体燃料化 
木質系、 
草本系等 

チップ、 
ペレット等 

○木材を切断・破砕したチップ、粉砕後圧縮成型したペレット、厨芥類を
原料とするRDF(Refuse Derived Fuel)、下水汚泥を乾燥成型したバイ
オソリッド等があり、技術的には実用化段階。 

○チップ・ペレット等の製造コストの削減 
○規格・標準化の推進 
○燃焼灰の有効利用技術の開発 

熱 
化 
学 
的 
変 
換 

直接燃焼 
（専焼、混焼） 

木質系、 
草本系、 
鶏ふん、 
下水汚泥、 
食品廃棄物等 

熱・電気 

○木質、下水汚泥等のバイオマスを直接燃焼して熱として利用する、又
はボイラー発電を行う技術で、技術的には実用化段階。  

○エネルギー利用効率の改善 
○バイオマス混焼率の向上のための粉砕、脱水、混合の技術開発 
○燃焼機器の低価格化 
○燃焼機器の高性能化(熱効率の向上、利用可能な燃料の含水率の向

上等) 
○燃焼灰の有効利用技術の開発 

固体燃料化 
（①炭化・ 
②半炭化・ 
③水熱炭化） 

木質系、 
草本系、 
下水汚泥等 

固体燃料、 
バイオコークス 

①炭化：木質等のバイオマスを、酸素供給を遮断又は制限して400℃～
900℃程度に加熱し、熱分解により炭素含有率の高い固体生成物を
得る技術で、技術的には実用化段階。 

②半炭化：木質等のバイオマスを、酸素供給を遮断して200℃～300℃
程度の炭化する手前の中低温領域で加熱・脱水し、エネルギー密度
や耐水性が高い固体生成物を得る技術で、技術的には実証段階（下
水汚泥は実用化）。 

③水熱炭化：木質等のバイオマスを300℃程度の加圧水で脱水、脱酸
素、圧密作用を行って炭化し、更にスラリー化(液体化)することにより、
高密度で高カロリーの液体燃料を得る技術で、技術的には実証段階 

○炭素含有率の高い固体燃料化技術の開発 
○製造コストの削減 
○バイオマス原料発生地での簡易・移動式製造機の開発 
○副生物の改質濾液(木酢液と類似組成)の利用技術の開発(水熱炭

化) 

ガス化 
（発電・熱利用） 

木質系、 
草本系、 
下水汚泥等 

ガス・熱・電気 

○木質等のバイオマスから高温下(650 ℃ ～1,100℃)で、水蒸気・酸
素等のガス化剤を利用してガスを発生させ、発電や熱利用を行う技術
で、技術的には実証段階（下水汚泥は実用化）。 

○ガス化炉は大別して固定床、流動床、噴流床があるが、高温になるほ
どガス（ＣＯ、Ｈ２ ）発生量が多くなり、タールやチャーの発生量は少なく
なる。また、水蒸気・酸素等のガス化剤の使用によりタールやチャーの
発生を抑制できる。 

○エネルギー利用効率の改善 
○タール等の抑制・除去・利用技術の開発 
○小型高性能ガス化炉の開発 
○ガス化原料調整のための効率的なバイオマス粉砕技術の開発 
○高耐久・高効率なガス利用設備（ガスエンジン等）の開発 
 

水熱ガス化 
木質系、 
草本系等 

ガス・熱・電気 

○超臨界水中（374℃、220気圧）で加水分解反応が迅速に進行し、有
機物が効率よく分解されることを利用して、食品廃棄物等のバイオマス
をガス化する技術で含水率の高いバイオマスを有効利用することが可
能。技術的には研究・実証段階。 

○エネルギー利用効率の改善 
○安定操業性の確立 
○加圧装置及び加水分解反応器等の低価格化による製造コストの削減 
 

ガス化・液体 
燃料製造（ＢＴＬ） 

木質系、 
草本系等 

液体燃料 
（メタノール、
ジェット燃料等） 

○木質等のバイオマスを水蒸気・酸素等のガス化剤によってガス化し、
生成したガスから触媒を用いて液体燃料（メタノール、ジメチルエーテ
ル、ガソリン代替燃料、ジェット燃料等）を得る技術。有機性化合物で
あれば、木質系、草本系、厨芥類等幅広いバイオマスに利用可能。技
術的には研究・実証段階。 

○製造コストの削減（高効率・高選択性の触媒開発、低圧合成技術開発、
効率的なガス精製技術開発等） 

○合成に適したガスの生成制御技術の開発 
○タール、硫化物等触媒を被毒する不純物の発生抑制・除去技術の開

発 

液体燃料製造
（エステル化） 

廃食用油、 
油糧作物 

バイオディーゼ
ル燃料（ＢＤＦ） 

○廃食用油や植物油にメタノールとアルカリ触媒を加えてエステル交換
する等の方法で、バイオディーゼル燃料である脂肪酸メチルエステル
（FAME）を得る技術で、技術的には実用化段階。 

○製造コストの削減 
○グリセリンの利用・除去技術の開発 
○貯蔵安定性の確保 
○新型ディーゼル車両（DPFやNOx除去装置）との適合性の確保 

実用化 

研究 
・ 

実証 

実用化 

実用化 

実証 実用化 

研究 
・ 

実証 
実証 実用化 

研究 
・ 

実証 

実用化 

研究 
・ 

実証 

 
実証 
(一部 

実用化) 
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実用化 ① 

実証 
(一部 
実用化 

実用化 

実証 実用化 

② 

③ 

5年後 10年後 20年後 現 状 



 19．バイオマス利用技術の現状とロードマップ （２）    （バイオマス事業化戦略より抜粋） 

技術 原料 製造物 
技術レベル 

 
技術の現状 技術的な課題 

熱 
化 
学 
的 
変 
換 

急速熱分解液化 
木質系、 
草本系等 

液体燃料 
（バイオオイル、 
ＢＤＦ等）、 
化学品 

○木質等のバイオマスを500℃～600℃程度に加熱して急速に熱分解
を進行させ、油状生成物を得る技術。生成物はエネルギー密度が低く
酸性であるが、液化燃料として熱や発電に利用できるほか、水素化等
により輸送用燃料や化学品原料を製造することが可能。瞬間加熱に
は熱砂、赤外線、マイクロ波などが用いられる。技術的には研究・実証
段階。 

○熱分解炉の低価格化 
○油状生成物の変換・利用技術の開発 
○高付加価値製品の製造技術の開発 
 

水熱液化 
木質系、 
草本系等 

液体燃料 
（バイオオイル、 
ＢＤＦ等） 

○木質等のバイオマスを高温高圧の熱水で改質することにより液状生成
物を得る技術で、生成物は高い粘性があり酸性である。技術的には研
究・実証段階。 

○製造コストの削減 
○副生する廃液の抑制・利用技術の開発 
○油状生成物の改質・利用技術の開発 

水素化分解 
油糧種子（カメ
リナ、ジャトロハ
等） 

軽質炭化水素
燃料（ジェット燃
料、灯油、軽油
等） 

○カメリナ、ジャトロハ等の油糧種子の油脂分を原料として、高温高圧の
水素ガス環境下で触媒を用いた分解、水素化、異性化、脱硫等の化
学反応を行い、ジェット燃料、灯油などの軽質炭化水素を製造する技
術で、技術的には実証段階。 

○低コスト化・低エネルギー化技術の開発 
○水素製造設備の低コスト化 

生 
物 
化 
学 
的 
変 
換 

メタン発酵 
（湿式、乾式） 

下水汚泥、 
家畜排せつ物、 
食品廃棄物等 

ガス・熱・電気 

○下水汚泥、家畜排せつ物、食品廃棄物等のバイオマスを微生物によ
る嫌気性発酵によってメタンガスを発生させる技術で、液状原料を利
用する湿式と水分80％程度の固形原料を利用する乾式がある。メタ
ンガスは熱や発電利用のほか、都市ガスや自動車燃料等に利用可能。
技術的には実用化段階（乾式及び小型設備は実証段階）。 

○廃棄物回収システムの改良・効率化(異物除去等) 
○高効率で安価な発酵・メタン精製濃縮装置の開発 
○効率的な複数原料の混合発酵技術の開発 
○アンモニア抑制・除去技術の開発（乾式等） 
○消化液・乾式残渣の利用技術開発（肥料・飼料等） 
○メタンの利用方法の拡大(未精製ガスの利用技術の開発、都市ガス向

け安価な精製技術の開発等) 

水素発酵 食品廃棄物等 ガス・熱・電気 

○食品廃棄物等のバイオマスを可溶化して水素発酵した後に、メタン発
酵することによりエネルギーと水素を回収する技術で、技術的には研
究段階(一部実証段階)。 

○二段発酵のエネルギー回収率の向上 
○原料の変化に対応した微生物管理技術の開発 
 

糖質・澱粉質系
発酵 
（第１世代） 

余剰・規格外
農産物・食品
廃棄物（甜菜、
米、小麦等） 

エタノール、 
化学品 

○糖質・澱粉質系原料を酵素で糖化し、酵母、細菌等によりエタノール
発酵させることにより、エタノールを生成する技術で、技術的には実用
化段階。 

○安価で効率的な栄養源供給(窒素源等) 
○一貫プロセスの効率化・低コスト化と環境負荷の低減(糖化・発酵・副

産物利用等） 
○原料の低コスト化・多様化への対応 

セルロース系発
酵 
（第２世代） 

① ソフトセル
ロース（稲わら
等） 

② ハードセル
ロース（間伐材
等） 

エタノール、 
化学品 

○木質系、草本系のセルロース原料を加圧熱水や酸、アルカリ、糖化酵
素等を利用して前処理・糖化した上でエタノール発酵を行う技術で、
技術的には研究・実証段階。 

○製造コストの削減 
○セルロース構造改変等の前処理技術の開発 
○高効率かつ低コスト化の酵素開発 
○多様な糖質の同時発酵、使用微生物の高温発酵性向上及び固体発

酵技術等の開発 
○最終製品に適合した良質な糖を得るための糖化・精製技術の開発 
○一貫プロセスの効率化・低コスト化と環境負荷の低減(前処理・糖化・

発酵・蒸留・副産物利用等） 
○リグニンを利用した高付加価値製品の製造技術の開発 
○酢酸発酵と水素化分解による次世代セルロース系発酵技術の開発 
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5年後 10年後 20年後 現 状 

研究 
(一部実証) 

研究 
・ 

実証 
実証 実用化 

実用化 

研究 
･ 

実証 
実用化 

研究 
･ 

実証 
実証 実用化 

研究 
･ 

実証 
実証 実用化 

実用化 
(一部 
実証) 

研究 
・ 

実証 
実証 実用化 

実証 実用化 

① 

② 



 19．バイオマス利用技術の現状とロードマップ （３）    （バイオマス事業化戦略より抜粋） 

技術 原料 製造物 
技術レベル 

 
技術の現状 技術的な課題 

生物 
化学的 
変換 

 

ブタノール 
発酵 

糖質･澱粉質
質、草本系等 

ブタノール 

○主に糖質・澱粉質系原料から、クロストリジウムなどの偏性嫌気性細菌
を用いて、アセトン及びブタノールを作る発酵技術(ABE発酵)を基本と
するが、現在は欧米において遺伝子組換え酵母、日本では遺伝子組
換えコリネ菌によるイソブタノールの製造技術の開発が進んでいる。日
本では技術的には研究・実証段階（米国では実証から実用化段階に
移行中）。 

○製造コストの削減 
○発酵効率の改善 
○糖質・澱粉系以外の原料を使用した発酵技術の開発 

藻類由来 
液体燃料製造 

（第３世代） 

微細藻類、 
大型藻類 

液体燃料 
（軽油代替、
ジェット燃料等） 

○油分生産性の高い藻類を大量培養し、油分の抽出・精製等によって
軽油代替、ジェット燃料を製造する技術で、技術的には研究段階。 

○生産性の高い藻類の探索・育種 
○自然光での微細藻類の大規模栽培技術の確立 
○光エネルギー変換効率が高く安価な培養槽の開発 
○藻体残渣の低減・利用技術の開発（飼料・肥料、他） 
○低コスト化のためのプロセス一貫システム（培養・回収（収集・乾燥）・油

分抽出・精製）の確立 

バイオマテリアル 

①糖質･澱粉
質系 

②リグノセル
ロース系 

③セルロースナ
ノファイバー 

バイオプラス
チック・素材 

①各種バイオマスからポリ乳酸やプラスチック・素材を製造する技術で、
とうもろこし等糖質・澱粉質系は実用化（木質等リグノセルロース系は
研究・実証段階）。 

②紙パルプ製造工程や木質バイオマス変換工程で発生するリグニンを活
用し、付加価値の高い樹脂・化学原料等を製造する技術で、技術的
には研究・実証段階。 

③木質バイオマスからセルロース繊維を精製し、ポリオレフィン等の樹脂
と複合化し、各種部材を製造する技術で、技術的には研究・実証段階。 

○製造コストの削減（化石資源由来プラスチックと競合） 
○量産化技術の開発 
○各種バイオマス由来のリグノセルロース等を効率的に発酵性糖質に変

換する技術の確立 
○低コストで高機能のポリ乳酸やプラスチック・素材を製造する技術の確

立 
○新規芳香族化合物の探索（原料バイオマス中のリグニンの有効利用

法に資するため） 

バイオ 
リファイナリー 

糖質･澱粉質
系、木質系、 
草本系等 

バイオマス由来
物質を基点に
多様な化学
品・エネルギー
を生産 

○各種バイオマス由来の発酵性糖質等を基点に多様な化学品・エネル
ギー物質(アルコール、有機酸、アミノ酸、ポリマー原料、輸送用燃料
等)並びに熱・電気などのエネルギーを効率的に併産する総合技術シ
ステムで、個々の単位技術の現状と課題は、それぞれの技術によって
異なるが、総合的利用技術の開発は研究・実証段階。 

○バイオマス原料の前処理と糖化技術にセルロース系発酵（第２世代）と
同等技術が利用可能。 

○各種バイオマス由来のリグノセルロースを効率的に発酵性糖質に変換
する技術の確立 

○新規芳香族化合物の探索（原料バイオマス中のリグニンの有効利用
法に資するため） 

○発酵阻害物質を含まない糖質の生産・発酵阻害を起こさない発酵技
術の開発 

○バイオマス構成成分、代謝物等を総合的・効率的に既存あるいは新
規の有用物質に変換する技術の開発 

○高付加価値な長炭素鎖を持つモノマー生産のための植物・微生物の
バイオプロセス改変技術の確立 

資源・収集運搬 
木質系、 
草本系等 

①資源開発 
②収集・運搬・
保管 

①資源用作物・植物の開発は研究・実証段階。 
②木質・草本系資源の効率的な生産・収集・運搬・保管システムの開発

は研究・実証段階。 

○高バイオマス量・易分解性の資源用作物の開発と生産コストの削減 
○稲わら、籾殻、エリアンサス、早生樹等各種バイオマスの効率的な生

産・収集・運搬・保管システム、減容圧縮技術等の開発 
○早生樹等の木質系資源と林地残材等の未利用木質系資源の低コスト

で効率的な収集・運搬システムと一体的利用技術の確立 
○遺伝子組換え作物・植物の実用化（野外植栽）に向けた基準の明確

化 
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5年後 10年後 20年後 現 状 

研究 
・ 

実証 
実証 実用化 

研究 
研究 

・ 
実証 

実証 実用化 

研究 
・ 

実証 

 
実証 

 
実用化 

研究 
・ 

実証 
実証 実用化 

研究 
・ 

実証 
実用化 

実用化 
（一部 
研究・ 
実証） 

研究 
・ 

実証 
実用化 

 
実証 
(一部 

実用化) 
 

研究 
・ 

実証 
実用化 

 
実証 
(一部 

実用化) 
 

① 

② 

③ 

① 

② 



廃食用油 

 

 

兵庫県神戸市 
こうべバイオガス（東灘処理場） 
下水汚泥をメタン発酵さ 
せ、こうべバイオガスと 
して天然ガス車両に利用。 
また、高度精製したバイ 
オガスを日本で初めて都 
市ガスとして供給。 

 （参考１） 主な取組事例 

岡山県真庭市 
銘建工業(株) 
集成材工場から発生する 
大量のカンナくず、端材、 
バークなどの木質バイオ 
マスをエネルギー（電気、 
蒸気、ペレット）に変換 
して工場内で利用。 

石川県珠洲市 
珠洲市浄化センター 
浄化センターに下水汚泥 
や生ごみ等を集約混合処 
理する発酵施設を設置。 
発生したバイオガスは発 
酵槽の加温や発酵残さの 
乾燥用エネルギーに利用。 

福岡県大木町 
おおき循環センター 
家庭で分別された生ごみ 
を発電などのエネルギー 
として利用。副産物は農 
家が肥料として使用し、 
農産物が家庭に戻る循環 
システムを確立。 

宮崎県都城市 
霧島酒造(株) 
焼酎粕や芋くずを原料と 
してバイオガスを製造し、 
工場の焼酎製造用燃料や 
飼料化プラントの乾燥熱 
源として使用。副産物は 
地域内の農業に還元。 

宮城県大崎市 
(有)千田清掃 
飲食店等から廃食用油を 
回収し、バイオディーゼ 
ル燃料を製造。B100は 
給油設備で主に自社の廃 
棄物収集車両に、B5は市 
公用車・社外車用に販売。 

北海道下川町 
下川町 
地域の温泉、役場周辺施 
設、高齢者施設、温室ハ 
ウス等の熱源に木質バイ 
オマスを利用し、全公共 
施設の暖房の約50％を賄 
う。 
 

北海道鹿追町 
鹿追町環境保全センター 
既存の汚泥処理施設にバ 
イオガスプラント及び堆 
肥化施設を新設して発電。 
電力は施設内で利用し、 
余剰分を売電。発電時に 
発生する熱を農業利用。 
 

岩手県雫石町 
バイオマスパワーしずくいし 
家畜排せつ物と食品廃棄 
物をバイオガス化して発 
電・堆肥化事業を実施。 
場内利用以外の余剰電気、 
消化液、堆肥は全量を小 
岩井農場に販売。 
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新潟県村上市 
(株)開成 
地元温泉街の旅館組合と 
連携して分別回収した生 
ごみと下水汚泥を原料に 
バイオガス発電。発電時 
の余熱を温室ハウスでの 
南国フルーツ栽培に利用。 

木 

木 

畜 

畜 

下 

下 

下 食 食 

食 

食 油 

食 

木 

下 食 

畜 油 木質バイオマス 家畜排せつ物 

食品廃棄物 下水汚泥 



 （参考２） バイオマス関連施策  （平成26年度補正、平成27年度当初） 

施   策 

地域経済循環創造事業交付金 

分散型エネルギーインフラプロジェクト 

【総務省】 

施   策 

戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発） 

東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発の推進 
（東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクトの一部） 

大学発グリーン・イノベーション創出事業のうち植物科学分野 

国立研究開発法人理化学研究所 バイオマス工学に関する連
携促進 

【文部科学省】 

施   策 

地域バイオマス産業化推進事業（構想づくりと施設整備支援） 

農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等促進対策 

農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用 

新たな食品リサイクルループの構築 
（食品ロス削減等総合対策事業の一部） 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

次世代施設園芸導入加速化支援事業 

畜産競争力強化整備事業 

エコフィード増産対策（飼料増産総合対策事業の一部） 

技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発 

革新的技術創造促進事業（異分野融合共同研究） 

森林・林業再生基盤づくり交付金 

木質バイオマスの利用拡大（新たな木材需要創出総合プロジェク
トの一部） 

森林整備加速化・林業再生対策 

新規木材需要創出事業（木材需要拡大緊急対策事業の一部） 

【農林水産省】 

施   策 

下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト） 

下水汚泥の有効利用の促進 

下水処理場における総合バイオマス利活用検討 

【国土交通省】 
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施   策 

地域バイオディーゼル流通システム技術実証事業 
（農林水産省連携事業） 

バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業 

セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業 

戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業 

バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業 
（農林水産省連携事業） 

再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金 

独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金 

バイオ燃料導入加速化支援対策費補助金 

革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト 

高性能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材
化技術開発 

【経済産業省】 

施   策 

循環型社会形成推進交付金（浄化槽分を除く） 

廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業の一部 

木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業
（農林水産省連携事業） 

クレジット制度を活用した地域経済の循環促進事業 
（一部農林水産省連携事業） 

先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業 
（グリーンプラン・パートナーシップ事業） 
（農林水産省連携事業） 

地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業 
（農林水産省連携事業） 

バイオ燃料利用体制確立促進事業 

低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援事業のうち地
域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事
業 

【環境省】 
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施   策 減 免 内 容 

グリーン投資減税 
（経産省・環境省・国交省・農水省） 

再エネ設備等を取得した場合の30％特別償却又は法人税額（所得税
額）の７％税額控除（中小企業のみ） 

農林漁業バイオ燃料法に基づく固定資産税の軽減 
（農水省・経産省・環境省） 

バイオ燃料製造設備（バイオガス、木質ペレット、ＢＤＦ、エタノール）の固
定資産税の課税標準を２分の１に軽減（３年） 

再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の軽減 
（経産省・環境省・農水省） 

固定資産税の課税標準を３分の２に軽減（３年） 

バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例 
（経産省・環境省・農水省） 

混合バイオエタノールの揮発油税（53.8円/L）の減免 

【関連税制】 

施   策 融 資 条 件 

農林漁業施設資金（バイオマス利活用施設） 
（日本政策金融公庫） 

 
 
 

【融 資】 

資 金 使 途  ： 農林漁業者等によるバイオマス利活用施設の改良・造
成・復旧・取得 

貸 付 利 率  ：  0.70％（農林漁業金利D-3）（H27.4.20現在） 

貸付限度額 ：  負担額の80％ 

償 還 期 間  ： 20年以内（据置期間3年以内） 
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