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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業に

おいても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環境問題で

は、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引や CDM などの柔軟性措置に関

連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成

に向けた取り組みを強化しているところです。また、欧州化学物質規制をはじめとす

る環境規制も一部が発効し、その対応策が新たな課題であるとともに、新たなビジネ

スチャンスとも考えられます。 

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平成 19

年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に伴い、リスク

アセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定される

など、機械工業にとってきわめて重要な課題となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、

それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国

機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が求められて

おります。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる事業を

発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求するため、早期

からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。平成 19 年度には、海外環境動向

に関する情報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安全対策の策定など具体的課題

を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして株

式会社日鉄技術情報センターに「バイオ由来エネルギーの動向に関する調査研究」を

調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与

すれば幸甚です。 

 

平成 20 年 3 月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 
 



はじめに 
 
地球温暖化の防止、石油・ガス燃料価格の高騰、需要逼迫などから、従来主力エネ

ルギーとしてきた化石燃料への依存が見直されており、その対策として、二酸化炭素

の新規増加が実質上ゼロとカウントされるバイオ由来エネルギーが注目を集めていま

す。米国は 2017 年に 350 億ガロンのエタノール生産を目標にしていることをはじめ

として、海外においてはバイオ由来エネルギーの導入を大きく展開することを計画し

ています。わが国においても、新エネルギーの導入を推進し、2010 年で原油換算 1,910

万ｋL と一次供給エネルギーの 3％程度を目標としています。このうち、バイオ由来

エネルギー関連は、廃棄物発電＋バイオマス発電で 586 万 kL、バイオマス熱利用で

308 万 kL となっています。一方、2005 年のこれらの導入実績は、各々252 万 kL、142

万 kL のレベルであり目標との差は大きい状況です。また、バイオマス・ニッポン総

合戦略では、2030 年頃には 600 万ｋL（原油換算 360 万ｋL）のバイオエタノールを

国内で生産可能と試算しており、輸送用燃料へ導入する計画であります。このように

バイオマス由来エネルギーの導入期待は非常に大きいものがあり、バイオマス関連事

業の推進などバイオマス施策が展開しているところであります。 

バイオ由来エネルギーの供給原料は、糖質・でんぷん系、木質・草本系などに区分

されますが、これらは廃棄物・未利用資源とエネルギー作物から供給されます。また、

バイオ由来エネルギーの利用分野は、燃焼、熱化学的変換、生物化学的変換などがあ

り、それらの内容は多岐にわたっています。このような背景から、バイオ由来エネル

ギーの本格的な導入には、供給、利用の両面で詳細な研究をする必要があります。本

調査では、供給の面から、安定供給、資源的制約などを、また、利用の面から、変換

技術、規模、コストなどを調査し、今後の研究開発や実用化の方向を分析し、さらに、

供給、利用の両面から総合的に考察し、導入の可能性を探るとともに今後の課題と対

応策を示します。本調査結果が関係各位においてデータベースとして活用いただき、

バイオエネルギー利活用の参考になれば幸いです。 

 

平成 20 年 3 月 

 

株式会社 日鉄技術情報センター 

社 長  樋 口 宗 之 
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概  要 

 

１．本調査研究の目的と実施内容 

(1)本調査研究の目的 
バイオ由来エネルギーの本格的な導入については、供給、利用の両面で詳細な研究をす

る必要がある。本調査では、供給の面から、現状における取組みと動向、供給における原

材料起源の供給見通し、資源的制約、コスト及びその他問題点、研究開発動向、実用化動

向、今後の方向を調査する。また、利用の面から、現状における取組みと動向、技術的課

題、規模感、コスト及びその他問題点、研究開発動向、実用化動向、今後の方向を調査す

る。さらに、供給、利用の両面から総合的に考察し、導入の可能性を探るとともに今後の

対応策を示すことを目的とする。 
(2)実施内容 
現在、バイオ燃料で最も生産量が高く、導入が注目されている「バイオエタノールの概

要と課題（調査項目 1）」について、原料資源と製造技術、経済性などを明らかにする。つ

ぎに、バイオエネルギーを、規模の大きさと付加価値の軸から実態調査を行い、課題の抽

出を行う。規模については、「栽培型と廃棄物型の長短と限界（調査項目 2）」を資源と地域

性の要因を取り込んだ実態調査と分析から量的拡大の方策を考察する。付加価値について

は、「燃焼等直接利用との比較（調査項目 3）」を変換プロセスと経済性の視点から調査する。

「各国の取り組みの現状（調査項目 4）」において、各国の実用化の現状、および資源拡大

と付加価値向上を目指している第二世代の方向や今後の導入施策を調査する。「日本の現状

と動向（調査項目 5）」において、各国と対比される日本特有の環境条件を示して、日本の

動向を明らかにする。以上の調査から、「今後の対応策（調査項目 6）」において、今後の日

本のバイオエネルギー導入の可能性をバイオマス資源の安定供給、バイオエネルギー産業

の創出、導入施策などの点から総合的に分析し、その導入推進のための課題と対応策を、

長期的視野を含めて整理する。調査項目は、以下のとおりである。 
[調査項目 1] バイオエタノールの概要と課題 
[調査項目 2] 栽培型と廃棄物型の長短と限界 
[調査項目 3] 燃焼等直接利用との比較 
[調査項目 4] 各国の取り組みの現状 
[調査項目 5] 日本の現状と動向 
[調査項目 6] 今後の対応策 
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２．調査研究委員会の設置 

 専門家による調査研究委員会を設置し、総合的に検討した。委員は以下の通りである。 
 

委員名簿 

 
「バイオ由来エネルギーの動向に関する調査研究委員会」 

 

委員長 山地 憲治  東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻 教授 

委員 大谷 繁   株式会社荏原製作所 技術・研究開発統括部新技術企画室 参事 

委員 鮫島 正浩  東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻 教授 

委員 原  恭二  三井物産株式会社 新事業部バイオマスエネルギー室長 

委員 松村 幸彦  広島大学大学院工学研究科機械システム工学専攻 教授 

委員 山本 博巳  財団法人電力中央研究所社会経済研究所主任研究員 
(東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 客員准教授) 
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３．調査研究結果の要約 

世界のバイオエタノール及びバイオディーゼルの生産量は、2005 年以降原油価格の高騰

もあって、急拡大中であり、バイオエタノールの 2007 年の全世界生産量は 6,000 万 kL を

超えている。アジア諸国でもバイオ燃料の生産が開始または計画があり、生産量が増加す

るものと推定される。また、欧米各国における現在のバイオ燃料の普及はそれらの政策に

負うところが大きい。 
次世代バイオ燃料開発への取組みは、現在のサトウキビ、トウモロコシ、菜種油、大豆

油などから、食糧資源と競合関係の少ないセルロース系バイオマス原料から作る第２世代

バイオ燃料の製造・普及が急がれている。米国、EU 諸国ともに大型開発プロジェクトを推

進しており、開発完了・普及には 10 年以上の期間が必要と見られている。 
 わが国のバイオマス資源賦存量は、廃棄物系、未利用系を含め、当面の導入目標とされ

ている量を超えると推定されている。バイオ由来エネルギーの利活用は研究開発と実証事

業の両面から進められているが、導入事業は始まったばかりで、現在は課題が解明されつ

つあり、成果が期待できるのはこれからである。 
 バイオ燃料の研究開発は「バイオマス・ニッポン総合戦略」、「次世代自動車・燃料イニ

シアティブ」に従って進められており、バイオエタノールの目標コストは、100 円/L、技術

革新ケースで 40 円/L とされている。バイオエネルギー導入促進における税制・助成などの

政策面では、わが国は欧米諸国に比較すると遅れているが、2008 年度から諸外国なみの政

策が採用されるように検討が進められている。 
 

バイオ由来エネルギーは、輸送用燃料、発電、直接熱利用などの分野で利用と研究開発

が各国で進められている。わが国においては、エネルギー利活用の中で比較的地域性が小

さいものとして、①輸送燃料製造、②固形燃料・発電があげられる。これに対して、地域

性や事業成立要件の特殊性が大きいものに、③メタン発酵・発電、④直接熱利用がある。 

バイオ輸送燃料製造については、経済性を確保して普及を促進するためにはセルロース

系の第 2 世代バイオマスの利用が必要であり、技術開発が必須となる。資源豊富な海外へ

の技術支援も期待されている。 
固形燃料・発電では、木質系を中心に一部市場参入ができており、技術開発が進んでい

る。普及拡大には、資源の確保や発電効率の向上に課題がある。 
メタン発酵・発電は、廃棄物処理費を軽減したエネルギー利活用として実用化が進めら

れている。さらに普及を拡大させるために、発酵プロセスの低設備化などの低コスト化が

課題である。 
直接熱利用は、小規模であるために適用範囲が広く、燃料化技術が開発されつつあるこ

とから灯油等の燃料に比べて経済的に有利となる可能性がある。小型であり要素技術は既

に存在するが、普及システムの課題がある。 
 この他に、バイオマスをガス化してメタノールなどの液体を合成する技術開発が行われ
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ており、液体燃料から化学品も含めて将来普及する可能性がある。 
 
 エタノール製造技術については以下の課題があり、研究開発が進められている。エネル

ギー作物を Feedstock とした場合、セルロース系 Feedstock を含めたエネルギー作物栽培

とエタノール製造技術が課題である。Feedstock については、高収量作物や土地の有効活用

による栽培面積の拡大などによって、低コストで年間を通して安定的な供給ができること

が課題である。前処理・エネルギー変換・後処理プロセスでは、原料変動に対する許容性

を有するセルロース系の分解・変換の効率向上とプロセス簡略化などによる低コスト化が

課題である。前処理での粉砕や後処理の脱水・排水処理は解決すべき重要なプロセス課題

のひとつである。長期的には、粉砕工程を省略できるプロセスや水の使用量を大幅に減少

させるプロセスの開発が期待される。 
 廃棄物・未利用資源からエタノールを製造する場合、収集・輸送については、間伐残材

や未利用樹の伐採・集荷・輸送コストが一般には高いので、機械化等により低下させるこ

とが課題である。前処理以降のプロセスにおいてはエネルギー作物に追加する項目がある。

一定プラント規模を確保する必要性からは、異種原料の同時処理技術が有効である。廃棄

物はバイオマスの他に合成高分子や有害物質などが含まれている場合が多いので、最適な

処理プロセスの開発、さらには廃棄物の種類によってエタノール以外を含めた最適な利用

先を明確にするトータルシステムを構築することが課題である。 



第１章 バイオエタノールの概要と課題 

 

１．１ バイオエタノールの生産の現状 

1.1.1 生産量 

 世界のエタノールの生産量は、2002 年以降に増加を続け、2007 年には 6,000 万 kL を超

える見通しである（図 1-1）。内訳は米国とブラジルで全体の 2/3 以上を占めている。 

図 1-1 最近の世界のエタノール生産量推移 1) 

 

主要生産国の 近の生産量を表 1-1 に示す。2006 年に米国がブラジルを抜いて第 1 位と

なり、2007 年以降の予測は米国が増産を続けると推定されている。また、バイオディーゼ

ルは EU において生産量が多いもののエタノールに比べて、まだ少量である。（詳細は、第

4、5 章に記載） 
 

表 1-1 主要国のバイオ燃料の生産量 2) （万ｋL） 

バイオエタノール バイオディーゼル 
  

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

米国 1,291  21,474 1,838 2,696  8  146 205 

ブラジル 1,466  1,805 1,803 1,884        

EU25 54 206 327 343 218 358    621 694 

中国   380  410 413         

出典：2)FAPRI、Agricultural outlook,2006,2007、下線は、FAPRI 以外、2004 の EU は EU15  
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1.1.2 製造コスト 

 現在、製造コストは図 1-2 に示す結果が公表されている。日本国内でのガソリンコストは

ガソリン税 53.8 円を含めて、120～125 円程度である。ブラジルからのエタノール輸入は

関税を含めて、150 円/L、糖蜜や規格外小麦からのエタノール製造コストも同程度と発表さ

れている。食用小麦の栽培コストは 369 円/L となり、高コストである。一方、米国でのト

ウモロコシからのエタノール製造では 30 円/L 程度、ブラジルにおけるサトウキビからのエ

タノール製造やタイでのエタノール製造のコスト試算は 15～25 円/L 程度と日本国内での

製造コストに比べて、低コストである。（但し、2006 年米国エタノール価格；250 ㌣/gal。） 
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図 1-2 エタノールの製造コスト 

注）ガソリン；2007 年 9 月現在の卸売価格（出典；エネルギー経済研究所 HP）70.8 円/L 
ブラジル産エタノール；CIF 価格：2006 年 3 月現在（出典；経済産業省）76.4 円/L、関税 18.2 円/L 
糖蜜；原料費：糖蜜 2000 円/t、2200t の糖蜜から 720kL のエタノールを製造（出典；農水省） 
規格外小麦；（財）十勝振興機構試算：小麦 22 円/kg、2.7 万 t の小麦から 11600ｋL のエタノール製造 
食用小麦；農水省試算：159 円/kg 
ブラジル/サトウキビ；出典：経済産業省 3)、原料費 10.2 円/L、製造費 4.7 円/L、計 14.9 円/L 
タイ Cassava pulp4)；原料費 6.1 円/L、製造費 9.2 円/L、計 15.3 円/L 

 2 



１．２ バイオエタノールの製造プロセス 

1.2.1 糖質原料からのエタノール製造プロセス 

 代表的な例は、サトウキビからの製造であり、ブラジルを中心に生産されている。発酵

法に回分法、半連続法、連続法がある。発酵には Saccharomyces cereviciae（出芽酵母）

が使用される。回分法は も簡単であるが発酵収率は 80～90％程度である。また、生産性

を上げるための工夫がなされており、発酵槽内の酵母濃度を高めることや発酵終了後に酵

母自身が凝集し遠心分離機を用いることなく固液分離を行う方法などが開発されている。

半連続法は発酵終了時点で酵母をもろみから遠心分離して回収し、雑菌処理した後、再び

発酵に用いるものである。連続法は連続発酵を安定して行うための制御が課題となってお

り、一部を遠心分離機で分離して再使用するなどの方法が取られている。 
 

 

 

 

 

図 1-3 糖質原料からのエタノール製造プロセス例 

 
1.2.2 でんぷん原料からのエタノール製造プロセス 

トウモロコシ、米、小麦、イモ類が対象となる原料であり、米国でのトウモロコシによ

るエタノール生産が代表的である。前述した糖質原料からのエタノール製造プロセスにで

んぷんからの糖化プロセスが加わる。トウモロコシの場合には、一般的には、100℃を超え

る高温の条件で、α-アミラーゼを添加して、でんぷんの一部を分解させ、糊化させる。次

に、60℃程度に冷却してグルコアミラーゼを加えて、糊化物であるデキストリンをグルコ

ースまで分解する。この後は糖質原料からのエタノール製造プロセスと同じ発酵プロセス

によってエタノールを製造する。蒸留残渣(DDGS)はトウモロコシ 1t 当たり 380kg 程度が

得られるが、蛋白質を含むために飼料などに利用される。トウモロコシには、でんぷんの

他にグルテン 10％、胚芽 5％程度を含むため、大規模生産プロセスでは、これらの有効成

分を前処理によって取り出すことも行われている。 
液化糖化工程で温度を上げない無蒸煮発酵法の開発が行われている 38)。pH 5 付近の酸性

下で生でんぷん糖化力の強いグルコアミラーゼを使うことによって雑菌汚染を防止しなが

らエタノール発酵を行うものであり、アルコール濃度 14.2％、発酵歩留 88％を得ている。

このプロセスの特徴は、蒸煮に要するエネルギーやもろみの冷却をなくすことができるこ

とにあり、設備費とエネルギー費の低減が期待される。グルコアミラーゼはカビの一種で

あるリゾップス起源のものが開発されているが、今後は、遺伝子組み換え等の技術による

コストの低下が課題である。 
 

サトウキビ 搾り機 発酵 蒸留 脱水

バイオマス 前処理

エタノール発酵 蒸留 脱水サトウキビ 搾り機

バガス（燃料） 廃水処理

バイオマス 前処理

エタノール

廃水処理バガス（燃料）
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図 1-4 でんぷん原料からのエタノール製造プロセス例（Dry Milling Process） 

DDGS/残留残渣乾燥穀物；Distillation Dried Grains with solubles 
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1.2.3 セルロース系原料からのエタノール製造プロセス 

 現在、実用化されつつあるプロセスである。実証レベルの開発が行われた代表的なプロ

セスには、①高温希硫酸処理－並行複発酵（NREL プロセス）、②高温水蒸気爆砕－化学処

理（IOGEN 社）、③濃硫酸加水分解（NEDO）、④希硫酸加水分解（月島機械）がある。こ

の他にも研究は行われており、二酸化硫黄水蒸気処理（Lund 大学）、湿式酸化処理（RISO
国立研究所）、加圧熱水分解（AIST）、超臨界加水分解（広島大、京都大、他）、触媒分解（北

大）、などがある。また、生物処理の研究も盛んに行われており、エタノール発酵性の高い

バクテリアに C5 糖の発酵能力を付与する育種の開発や、大腸菌のようなアルコール発酵能

力のないバクテリアにアルコール代謝機能を付与する育種などが行われている。以下に、

代表的な研究開発例を示す。並行複発酵プロセスを例示して、各要素技術開発の状況を図

1-5 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 セルロース系原料のエタノール製造プロセス 
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(1)NREL プロセス/高温希硫酸処理－糖化・発酵 
 破砕機により細粒化された原料を 190℃、12atm の 1wt%以下の希硫酸液でヘミセルロー

スを加水分解し、セルロースを膨潤化させる。つぎに、フィルターにより固液分離し、液

側には加水分解された糖と固体側のリグニンとセルロースは酸を取り除いた後、発酵・糖

化槽に装入される。ここでは、セルラーゼと Zymomonas mobilis 菌から育種された酵母が

用いられる。発酵と糖化を同時に行うので並行複発酵方式(SSF プロセス；Simultaneous 
Saccharification and Fermentation)と呼ばれている。 
 このプロセスの FS 結果を図 1-6 に示す。エタノール製造コストは、図 1-7 に示すように、

セルロース原料はでんぷんに比べて約 1.7 倍のコストとなっている。 
NREL プロセスを発展させたものが、図 1-8 である 4)。生産物グルコースの過分解を防止

するために迅速な加熱・冷却を行い、バクテリア濃度を高めて高速発酵を可能としている。

本プロセスによれば NREL プロセスの 30％のコスト低下が可能としている。 
 

 

図 1-6 NREL のバイオエタノール製造プロセス（2000 t-biomass/d、206 kt-EtOH/y）4) 
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図 1-7 NREL プロセスのコスト 5) 

 

 
図 1-8 バイオエタノールの製造プロセス（Cassava pulp 5,020 t/d, ethanol 206 kt/y）4) 
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(2)NEDO プロセス/濃硫酸加水分解－発酵 
 原料を破砕して細粒化した後、濃硫酸液により膨潤させる。プロセスの経済性の点から

濃硫酸の使用量を少なくするために、75％硫酸と原料バイオマスを接触混合させて、セル

ロース・ヘミセルロースを低分子化して液相に溶解させる。装置は 2 軸のニーダが選定さ

れている。得られた原料と硫酸混合物に水を加えて 30％硫酸濃度液とし、90℃に加熱・一

定時間保持して、低分子化されたセルロースとヘミセルロース成分を単糖化する。この工

程から得られるスラリーは、糖と硫酸を含む液とリグニンが主成分の固形物から構成され

る。固液分離し、液側は酸と糖を分離する。糖は連続発酵装置に移され、発酵に適した pH
に調整される。酵母は凝集性を有するものを開発している。C5 糖類のエタノール変換は実

証実験においてまだ十分な結果は得られていない。稲ワラやバガスなどのソフトバイオマ

スには C5 糖が多く含まれるので開発が期待される。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 NEDO プロセスによるエタノール製造フロー6) 

 
(3)BMT プロセス/希硫酸加水分解－発酵 

C5 糖、C6 糖の両方を利用することによってエタノール収率を上げようとするもので、

従来法と比べてバガスでは 30～40%、木材では 20～30%の収率が増加するとしている。木

質系原料を希硫酸により 2 段階に加水分解し、C5 糖と C6 糖に分離する。これらを各々専

用の酵母で発酵させる。C5 糖の発酵は、1980 年代にフロリダ大学のイングラム博士が開

発した大腸菌をベースとした遺伝子組換え菌 KO11 株によっている。KO11 株は元々C5 糖

を取り込む力のある大腸菌にアルコール発酵菌である Zymomonas mobilis の遺伝子を組

み込むことによってつくられた。平成 13～15 年度に NEDO の助成を受け『建設系廃木材

からの燃料用エタノール製造設備の実用化開発』を実施している。 

木質系バイオマス 75％H2SO4

酸加水分解

分離 糖/酸の分離

酸

中和

発酵

精製・脱水

H2SO4濃縮

水

リグニン

糖・酸

エタノール

糖

木質系バイオマス木質系バイオマス 75％H2SO475％H2SO4

酸加水分解酸加水分解

分離分離 糖/酸の分離糖/酸の分離

酸

中和中和

発酵発酵

精製・脱水精製・脱水

H2SO4濃縮H2SO4濃縮

水

リグニンリグニン

糖・酸糖・酸

エタノールエタノール

糖

 7 



また、希硫酸法を用いた加水分解は、酸使用量が少ないのでランニングコストが低い、

設備が簡素になる、硫酸濃度が低いために高温・高圧にする必要があるのでその分エネル

ギー効率は低下する、希硫酸の中和に伴い石膏が発生する、硫酸の再利用は考えないなど

の点も経済性に影響する。 
 木質系原料の場合、BMT プロセスではヘミセルロースの分解率は 85％であるが、セルロ

ースの加水分解が 40％程度と低い。一方、ソフトバイオマスの成分ではセルロースが 40％
程度と高いため、セルロースの分解を高める必要があり、第 2 加水分解プロセスに替えて

酵素法プロセスが提案されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10 BMT プロセスによるエタノール製造フロー（米国 BCI 方式）7) 
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表 1-2 希硫酸法と発酵法の比較 8) 

 希硫酸法 発酵法  

ヘミセルロース分解率 85％ 85％ 

セルロース分解率 40％ 80％ 

エタノール収率 200（L/t-dry） 280（L/t-dry） 

特徴 廃棄石膏 

廃水負荷大 

設備材料高価 

酵素コスト 

前処理（木質系） 

設備簡素 

セルロース 40％ 
ヘミセルロース 27％ 
リグニン 33％ 
発酵効率 85％ 
精製効率 85％ 
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参考 NREL リグノセルロースからエタノール製造プロセスのコスト試算（2002 年） 
 ソフトバイオマスは木質系に比べて酵素糖化されやすいので、収率を大幅に上げること

ができる。また、希硫酸法や濃硫酸法に比べて設備費を低下させることが可能である。一

方、セルロースの分解を酵素で行うプロセスは、でんぷん用酵素に比べると使用量が大き

く、エタノール製造コストに占める酵素コストが高くなる。酵素法プロセスの NREL によ

る試算結果を示す。プロセスフローを図 1-11 に示す。原料処理と貯蔵、希硫酸による前処

理、糖化・発酵（並行複発酵）、精製、排水処理、製品貯蔵、リグニン燃焼、ユーティリテ

ィの 8 エリアに分けられている。 
 Feedstock 2,000 t-dry/d の規模の前提で、経済評価を行った結果、エタノール製造コス

トは、33.8 円/L（120 円/ドル）であり、セルラーゼの変動費は、3.0 円/L である。Feedstock
が 31％で 10.5 円/L であるが、corn stover のコストは収集費を 31 ドル/t-dry としている。

これはアイオワ州のレポートによるものであるが、DOE は 35～46 ドル/t-dry としている

など変動幅の大きい値である。 

 
図 1-11 NREL の酵素法プロセス 9) 
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表 1-3 NREL の酵素法プロセス試算前提と結果 9) 

 

 

 

図 1-12 NREL の酵素法プロセスの経済評価 9) 

 
(5)生物処理（発酵）プロセスの開発動向 
セルロース系原料からエタノールを製造するプロセスは、バイオマス前処理・糖化－酵

母による発酵で行われる。この中で、前処理・糖化プロセスの簡略化、得られた C5 糖およ

び C6 糖の混合物の効率的なエタノール発酵を行いうる微生物が求められている。キシロー

スやアラビノースの C5 糖のエタノール発酵を行うことができる微生物は極めて少ないの

で、その開発が必要となっている。現在、以下のプロセスの開発が進められている。 
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名称 プロセスフロー 

SHF プロセス 

 

 

 

SSCF プロセス  

CBP プロセス  

SHF；Separate hydrolysis and fermentation 
SSCF；Simultaneous saccharification and Co-fermentation 
CBP：Consolidated bioprocessing 

図 1-13 生物処理プロセスの種類 

 
SHF プロセスは、NEDO プロセスや BMT プロセスが相当する。SSCF プロセスは米国

で開発が多く、NREL プロセスがこれに当たる。（醸造分野では、ワインやビールの製造は

SHF プロセスであるが、日本酒や焼酎の製造は日本において古くから SSCF プロセスで行

われている。） 
 CBP プロセスは、SHF や SSCF プロセスに比べて高効率が期待されるが、新たな微生物

の育種が必要である。酵母 Saccharomyces cereviciae（出芽酵母）は C6 糖の優れた発酵能

力を持っているが、これにキシロース、アラビノースの C5 糖の発酵能力を付与することが

研究されている。また、Zymomonas mobilis はエタノール発酵能の極めて高いバクテリア

として古くから知られている。これや新規な発酵菌である Zymobactor plamae に、キシロ

ースとアラビノース代謝酵素を発現させた組み換えバクテリアを創製する研究が行われて

いる。 
大腸菌(Escherichia coli)を用いたエタノール発酵も研究されており、BMT プロセスに適

用されている。大腸菌をエタノール製造に適用するにはいくつかの問題がある。乳酸や酢

酸などの副生成物が多く生成すること、大腸菌はエタノールに対する耐性が低いこと、大

腸菌育成 pH が 6～8 と高いので雑菌汚染が大きいことなどが上げられる。 
好気性のコリネ型細菌はアミノ酸などの工業生産に利用されているが、これに酵素を導

入してエタノール製造の試みが行われている。コリネ型細菌は嫌気性条件では増殖しない

が代謝系は活性が維持されるので高密度に充填した連続発酵槽により高生産性の反応プロ

セスが得られる可能性がある。また、好熱嫌気性細菌を用いたエタノール製造の研究が行

われている。70℃程度の温度であれば、雑菌汚染が防止できること、エタノールが蒸発す

るために連続プロセスとして高効率が得られることが期待される。 
 いずれも、高効率な発酵や安定的に発酵を行うことなどの課題があり、実用化のために

バイオマス 前処理 糖化処理 C5糖発酵 C6糖発酵

酵素生産

バイオマス 前処理 糖化処理 C5糖発酵 C6糖発酵

酵素生産

バイオマス 前処理 糖化処理、C5糖発酵、C6糖発酵

酵素生産

バイオマス 前処理 糖化処理、C5糖発酵、C6糖発酵

酵素生産

バイオマス 前処理 酵素生産、糖化処理、C5糖発酵、C6糖発酵バイオマス 前処理 酵素生産、糖化処理、C5糖発酵、C6糖発酵
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は今後の研究開発が必要である。DOE は CBP プロセスによるセルロース系バイオマスか

らのエタノール製造研究には個別要素技術の他に、システム生物学が必要であるとし、15
年間の開発計画により進めている（詳細は参考に記載）。 
 
1.2.4 プロセス要素技術の開発 

加水分解法には、化学加水分解と酵素加水分解がある。化学加水分解法では希硫酸法や

濃硫酸法が開発されている。 近では、アルカリ法の開発が行われている。酵素加水分解

法には、基質の前処理、酵素（セルラーゼ）の生産、加水分解、酵素の回収のプロセスが

必要となる。でんぷんからアミラーゼを用いてグルコースを得ることに比べて、セルロー

ス系原料からセルラーゼを用いて糖類を得ようとすると、セルラーゼの比活性が数 10 倍低

いことやリグニンを含む場合は加水分解槽に分解残渣が残るために酵素が吸着されて回収

できないことがある。このため、前処理では、リグニンをできるだけ多く除去することが

望ましい。また、酵素加水分解率を上げるためには、リグニンの除去率が高いこと、粒子

の大きさが 100 μm 以下と小さいこと、結晶化度が小さいことがある。 
図 1-5 に示した要素技術を中心に、 近の注目すべき項目について以下に概要を述べる。 

 
(1)前処理プロセス 
・粉砕 
 原料の粉砕プロセスは、設備費および電力費からエタノール製造コストに対して影響が

大きい。一方、糖化・発酵プロセスを高効率化する機能がある。 
 ロッドやボールによる振動ミル、衝撃ミルの開発が行われており、木質系原料の微粉砕

エネルギーを低下させることができつつあるが、目標となるコストとするには課題がある。

また、メカノケミカル処理によって酵素糖化の効率が上がることが示されている 10,11)。 
・マイクロ波処理 
 アカマツ、ブナ、孟宗竹などの木質植物を含水下マイクロ波照射することにより、酵素

糖化前処理としての有効性が研究されている。セルラーゼによる糖化は 66～93％が得られ

た。また、SSF によるエタノール変換の結果、1kg から 大 333 mL のエタノールが得ら

れた。これは、酵素との接触面積を増大させることにより、セルロースの酵素反応性を大

きくしたものと推論している 12,13)。マイクロ波は内部加熱であることから、エネルギー効

率が高いことや粉砕プロセスが簡素となる可能性があることから前処理技術として今後の

開発が期待される。 
・微生物処理 
  木質系植物の腐朽菌のもつリグニン分解作用を利用して脱リグニンをして、酵素加水分

解の向上を図るものである。木材腐朽菌には白色腐朽菌、褐色腐朽菌、軟腐朽菌の 3 種類

があるが、白色腐朽菌がもっともリグニンの分解力が大きい。一方、リグニンと同時にセ

ルロースやヘミセルロースの分解も進行するので、より選択的にリグニンを分解する菌の
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開発が課題となる。 
 基礎研究では、リグニンの高選択的白色腐朽菌とマイクロ波ソルボリシス処理を行い、

理論値の 90％のエタノール発酵収率が得られた 14)。また、スギ材由来の木質バイオマスに

対して、微粉砕と関連させた褐色腐朽菌による前処理法の研究が行われている 15)。 
・アルカリ蒸解 
セルロース系原料の蒸解の開発が行われている。アンモニアによるコーンストーバの蒸

解プロセス（アンモニアリサイクル浸透；ARP）の研究では、トウモロコシ茎の酵素的加

水分解により理論グルコース収率の 98%が得られ、エタノール収率は未処理に比べ 2.2 倍

上昇したと報告されている 16)。アンモニア水はバイオマスを高温で膨潤させ脱リングニン

化効果を高めており、Sacharomyces cerevisiae を用いた ARP 処理コーンストーバの SSF
からのエタノール収率は 大理論値の 84%に達した 17)。さらに、米国における穀物エタノ

ール製造は主に乾式ミル法（dry milling process）であるため、蒸留残渣乾燥穀物(DDGS; 
Distillation Dried Grains with solubles)が副生する。DDGS は ARP によって効果的に加

水分解されることが示された 18)。 
 化学パルプの製造プロセスは、ウッドチップをアルカリと硫黄を添加した蒸解設備で処

理してパルプと黒液、リグニン等を得ている。森林総研では、この既存プロセスをベース

にして、硫黄を使用せず主として水酸化ナトリウムで蒸解するプロセスを開発している。

硫黄を使用しないとリグニンの低分子化が抑制されるものの、設備費の低下などのメリッ

トがあるため、リグニンを別途有効利用するとの提案である。 
 
(2)化学処理プロセス 
・超臨界水処理・加圧熱水処理 
 木質系バイオマスの糖化プロセスにおいて、超臨界水処理は酸糖化、酵素糖化に比べて

次の利点がある。含水率の高いバイオマスを脱水・乾燥をすることなくそのまま処理でき

ること、酸による装置の腐食がないこと、廃液処理が小さくて済むこと、処理時間が短い

こと、リグニン除去のための前処理が不要であること、などがあげられる。このような狙

いから、超臨界水処理プロセスの開発が行われており、微結晶セルロースの場合は 380～
400℃、25～40MPa の条件で、1 秒以下の短時間で水可溶化し、グルコースやセロオリゴ

糖などの加水分解物が生成することが示されている。超臨界水領域では亜臨界水領域より

も分解速度定数が大きくグルコースの分解速度を上回るために、高い糖収率が得られる。

スギ材は分解されにくく、糖分解はバイオマスの種類によって差がある。 
一方、超臨界水処理は、高温・高圧が必要であるため必要とする熱エネルギー量が大き

いこと、設備材料が高価であること、得られる糖液の濃度が 1wt%以下と現状では低いこと、

生成物の選択性が低いこと、短時間で反応するために制御性が難しいことなどの課題があ

る。このため、亜臨界領域の研究も行われている。 
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上記の、超臨界、亜臨界領域よりも低

温・低圧の加圧熱水処理の研究が行われ

ている。バイオマスを 300℃、10MPa 程

度の熱水中で反応させると熱分解し、気

体、液体、固体の 3 相が生成する。オイ

ル製造を主目的に、米国 PERC プロセス

（28 MPa、340～360℃）、LBL プロセ

ス（28 MPa、360℃）、資源環境研液化

プロセス（10 MPa、300℃）、HTU プロ

セスなど様々なプロセスが研究開発され

た。水熱液化のエネルギー効率の上昇は、

含水率の低下、温度低下による。 
 木質系や草本系のバイオマスを 200～
230℃の加圧熱水処理によってヘミセル

ロース 100％、リグニン 35～60％が可溶化すること、サトウキビのバガスを 220℃の加圧

熱水で処理すると、ヘミセルロースが可溶化すること、セルロースは 80%以上の収率でエ

タノールに変換されたことなどが報告されている。エタノールの製造の他、有用物質の抽

出に適用する研究も進められている。 

 

図 1-14 水の状態図 

・触媒反応 
 セルロースは、190℃、加圧水素 5 MPa、Pt/γ-Al2O3 触媒下でソルビトール、マンニト

ールに分解されることが示された。まだ、研究初期段階であり、変換効率は 31％と高くな

いが、ソルビトールは各種化学品の中間体として使われているので、エタノールの他に有

用物質転換での用途が期待される。 
 
(3)生物処理プロセス 
・セルラーゼ 
 セルロースを加水分解する酵素であるセルラーゼを高効率に生産することは、エタノー

ル製造コストを低下させるために重要な要素である。セルラーゼの種類は、セルロースの

分子内部を切断するエンドグルカナーゼ（EG）、セルロースの結晶領域を繊維質の長さ方

向に分解していく酵素であるセオビオハイドロラーゼ（CBH）、CBH の分解物であるセロ

ビオースなどをグルコースに分解するβ-グルコシターゼ(BGL)がある。セルラーゼを作る

主な生物には、ザリガニ、シロアリ、ゴキブリ、ルーメン細菌、好気性細菌、木材腐朽菌

などがあるが、この中で、糸状菌である Trichoderma reesei は、50～60 g/L と高濃度で蛋

白質を分泌し、かつ、ほとんどがセルラーゼ、ヘミセルラーゼであり、複数のセルラーゼ

を生産する特徴を持っている。 
Trichoderma reesei からはいくつかの変異株が開発されており、それを元に、機能・活
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性が向上した新しい酵素糖化のプロセスが研究されている。米国では研究開発の蓄積が長

いこともあり、NOVO 社は、セルラーゼコストを 2000 年で 157 円/L-EtOH であったもの

を 2005 年では 5.2 円/L-EtOH まで低下させた。セルラーゼのコスト低減については、以下

の課題があり、研究が進められている。 
 

１．結晶セルロースの分解に重要なセルラーゼとその比率 
２．結晶セルラーゼの分解に働く他の酵素・蛋白質 
３．セルラーゼの比活性の向上 
４．分泌生産量の制御 

 
 
 
 
・複合微生物（アーミング酵母） 
 CBP プロセスのひとつとして、酵母の表面に酵素を集積させると言うアーミング酵母の

アイデアが研究されている。酵母 Saccharomyces cereviciae の細胞表面はグルカン層とこ

れに結合した糖蛋白質が局在する頑強な細胞壁で覆われている。このグルカン層と共有結

合する蛋白質(アンカー)との融合蛋白質として目的蛋白質（酵素）を機能させる。セルロー

ス系原料からエタノールを製造しようとする場合は、目的蛋白質に EG、CBH、BGL をデ

ィスプレイする。基礎実験によってエタノール生成が確認されている。 
 

 

図 1-15 アーミング酵母の創製 19)  

 
・複合微生物（ザイモバクター） 
 酵母Saccharomyces cereviciaeやZimomonas mobilisと同程度なエタノール発酵性細菌

である Zymobactor plamae は、糖発酵スペクトルが広く様々な糖を発酵することが可能で

ある。一方、セルロースやセロビオースを培地とした育成、エタノール発酵やヘミセルロ

ース由来のキシロースやアラビノースに対する発酵性がない。エタノール製造に利用する

ためには、発酵性糖種の拡大が課題である。Zymobactor plamae の全ゲノムを解読解析し
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て、リグノセルロースの連続糖化並行発酵細菌の育種が研究されている。 
 

 

図 1-16 リグノセルロース糖化のための育種戦略 20)  

 
(4)生物処理プロセスの生産速度向上 
・自己凝集性酵母 
自己凝集酵母株 SPSC01 を用いた連続エタノール発酵の研究が行われている。この自己

凝集酵母株はタンク内で部分的に自己固定するので、自由懸濁酵母細胞エタノール発酵系

と比べて、同レベルのエタノールと残留糖が達成されたときに自由懸濁酵母細胞系のほぼ

倍のエタノール生産性が得られた。この培地におけるエタノールから全糖への変換収量は、

自由懸濁酵母細胞系の 91.1%であった 21)。 
・固体発酵 
 蒸留廃液の発生抑制、排水処理施設の簡素化、比生産速度（単位重量当たりの生産速度）

の増加から設備費の低下・省スペースが期待される。また、液相法に比べて、水分が極端

に少ないために原料の滅菌処理をしなくても雑菌の増殖が抑えられるなどの変動費の低下

も期待される。でんぷんの例ではエタノール比生産速度は液相発酵に比べて 2 倍以上の結

果が得られている 22)。 
固体発酵は酒造分野で古くから行われている方法である。生ごみを原料とし、焼酎酵母

を用いた実証試験が行われ、固体エタノール発酵プロセスが提案されている 23)。 
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水分調製 

固体糖化 

固体発酵 

減圧蒸留 

エタノール 蒸留残渣 

麹菌もしくは酵素剤 

酵母 

・蒸留廃液の発生抑制 

・蒸留残渣は肥料および飼

料として使用が可能 

バイオマス 

 

図 1-17 固体発酵プロセスによるエタノール製造フロー24) 

 
Saccharomyces cerevisiae の連続エタノール発酵では、高エタノール濃度に達すると、

残存グルコース、エタノール、バイオマス濃度の大きなゆらぎ振動が起こることが観察さ

れ、高エタノール濃度がこれら振動を誘発する主因子であるとされている。これら振動を

効率的に減衰させる安定制御の研究がなされている 39)。固体発酵法ではエタノールが蒸発

して発酵槽から抜けるので、安定した発酵制御は容易となる。本プロセスでは、発酵装置

内を蒸気により加温しエタノールの蒸発を制御することで装置内エタノール濃度を制御し

ている。 
・発酵阻害物質耐性酵母 
 セルロース系バイオマスを糖化する工程で、フェノール系化合物が生成し、エタノール

生成に用いる微生物に対して発酵阻害（生育阻害作用）物質として作用する。そこでグル

タミン酸やアミノ酸の工業生産に利用されているコリネバクテリウム菌を遺伝子組換によ

り改変させた。この菌は、嫌気性では細胞分裂ができないが、糖からのエネルギー生成系

の活性は維持できるために、発酵阻害物質があってもエタノール生産には影響しない。本

田技術研究所、RITE において、平成 19 年より実証試験が行われている 25)。 
・菌体リサイクル効果 
キシロース発酵性の酵母菌(TMB3001 株)のキシロース-グルコース混合基質を用いた連

続培養における菌体のリサイクルの効果を調べた。一定の希釈率で菌をリサイクルすると

菌体濃度が 10 倍に増加し、これに伴いエタノールの生産性も約 10 倍に増加した。キシロ

ースの消費速度も 2.5 倍以上増加した。エタノールの比生産速度は菌体濃度の増加による酵
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母菌の効率には影響しなかった 26)。 
・低温発酵酵母（加熱エネルギーの低下） 
穀類からの燃料エタノールの生産プロセスにおけるエネルギー使用は一大コスト要素と

なっており、このエネルギーコストの大きな部分は酵素的消化を高めるための穀類加熱に

より占められている。穀類の加熱を必要とせずに澱粉粒を発酵性グルコースに直接加水分

解する新酵素技術（STARGEN）が開発された 27)。 
 
(5)脱水技術 
発酵液からの揮発性生成物の取り出しに数種の分離技術が利用できるが、蒸留が一般的

には優れた技術であり、エタノール製造プロセスでのエタノール回収に用いられている。

しかし、液体発酵プロセスでは、多くの水が含まれるためエタノールの水からの分離のた

めに莫大なエネルギーが要る。図 18 にエタノール製造時のネットエネルギー解析結果を示

す。エタノールのエネルギーは 30 MJ/kg であるから、変換・濃縮工程で使われるエネルギ

ーは、15 MJ/kg となる。このうち、濃縮工程は米国で蒸発法＋PSA 法が主流であり、7 MJ/kg
程度とされているので、変換・濃縮工程の約 50%を占めることとなり、エネルギー使用量

の低減が要求されている。 

 
図 18 トウモロコシと大豆からエタノール製造する場合のネットエネルギーバランス 28) 

 
常温で分離することができる浸透気化法、逆浸透膜法、ゼオライト膜による膜分離法な
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どの開発が盛んに行われている 29,30)。また、バイオマスから誘導される物質のうち炭水化

物に注目し、炭素数 7～15 のアルカンを合成することで問題を回避する方法も提案されて

いる 31)。 
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１．３ 日本におけるバイオエタノール製造の課題 

 

 バイオ由来エネルギーの利用の拡大には、1)バイオマスの利用率の向上と 2）変換プロセ

スのエネルギー効率の向上があげられる。 
1)バイオマスの利用率の向上については、第一に、Feedstock コストの低下が課題であ

る。エネルギー作物のコスト低下には収率を上げることが必要であり、ブラジルや米国な

どに比べると現在の 5～10 倍の向上が望まれる。第二は、廃棄物や未利用バイオマスの集

荷システムの開発により、輸送・集荷コストの低下があげられる。第三は、コスト低減の

ためには規模拡大が有効であり、多様な原料を変換できるプロセスの開発が望まれる。 
2)変換プロセスのエネルギー効率の向上については、第一に、資源賦存の多いセルロース

系原料からエタノールを製造するための発酵プロセスの変換効率向上が課題である。第二

は、エネルギーの使用量が大きい脱水・精製プロセスの省エネルギー化、前処理プロセス

の中でも特に粉砕工程の省略を含めたエネルギー使用量が小さいプロセスの開発が必要で

ある。また、現状では水の使用量がエタノール製造量に比べて多いので、低水量の変換プ

ロセスや排水処理コストの低減技術の開発も重要な課題である。 
 

表 1-4 今後のエタノール製造の課題 

①エネルギー作物の収率向上 

②廃棄物集荷システム開発 

1)バイオマス利用率の向上 

③多様な原料の利用プロセスの開発 

①発酵プロセスの効率向上 2)変換プロセスのエネルギー

効率の向上 ②精製・前処理プロセスの効率向上（脱水、粉砕） 
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１．４ 製品の品質、環境影響等 

1.4.1 規格の動向 

 エタノールを自動車燃料として導入している多くの国では、公的な品質規格を定めてい

る。ブラジルは、1975 年のプロアルコール計画により燃料用エタノールの製造と導入が加

速し、ガソリン自動車用燃料はエタノール混合ガソリン（ガソホール）が用いられており、

燃料用エタノールの品質規格は、2002 年のブラジル国家石油庁省令 No.2 に定められてい

る。 
表 1-5 ブラジルの燃料エタノール規格（ブラジル国家石油庁省令 No.2、2002.1.16） 

項目 単位 無水燃料エタノール 含水燃料エタノール 

外観 － 透明で浮遊物が無いこと 

色相 － 無色または淡黄色 

全酸度 mg/L 30 以下 

電気伝導度 μS/m 500 以下 

密度（20℃） kg/m3 791.5 以下 807.6～811.0 

アルコール含有量 mass% 99.3 以上 92.6～93.8 

pH － － 6.0～8.0 

硫酸イオン mg/kg － 4 以下 

鉄 mg/kg － 5 以下 

ナトリウム mg/kg － 2 以下 

銅 mg/kg 0.07 以下 － 

以下はサトウキビ発酵以外で製造されたエタノールに適用 

蒸発残分 mg/100mL － 5 以下 

炭化水素含有量 vol% 3.0 以下 

塩化物イオン mg/kg － 1 以下 

エタノール含有量 vol% 99.3 以上 92.6 以上 

全酸度：金属材料の腐食、電気伝導度：無機イオンは燃料系統やエンジン系統で沈着物を形成、電気

伝導度と無機イオンは相関、銅：ガソリンのガム質形成の触媒、炭化水素：発酵副生成物のアルデヒド

類、エステル類、アルコール類は無害、他でのコンタミ分の規定、水分：エタノール濃度で規定（99.3 

mass%は 99.56 vol%） 

 
 米国の燃料用エタノールは、含酸素燃料のひとつである MTBE(Methyl Tertiary Butyl 
Ether)の地下水汚染問題より各州で MTBE が使用禁止されて、エタノール利用が進められ

ている。米国で用いられる燃料用エタノールは財務省アルコール・タバコ税通商局規則に

より、燃料用としてガソリン変性された変性燃料アルコールである。規格は、自動車エン

ジン用ガソリンに添加される無水変性燃料エタノールについてなされている。 
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表 1-6 米国の燃料エタノール規格（ASTM D4806-07、2007.7.15） 

項目 単位 変性燃料エタノール 

外観 － 無色透明、懸濁物や浮

遊物が無いこと 

エタノール vol% 92.1 以上 

メタノール vol% 0.5 以下 

洗浄ガム質 mg/100mL 5.0 以下 

水分 vol% 1.0 以下 

変性剤含量 vol% 1.96～5.0 

無機塩化物イオン ppm(mg/L) 40（32）以下 

銅 mg/kg 0.1 以下 

酸度（酢酸として） mass%(mg/L) 0.007（56）以下 

pHe － 6.5～9.0 

硫黄 mass ppm 30 以下 

硫酸根 mass ppm 4 以下 

洗浄ガム質：変性剤の品質確保、メタノール：ガソホールの相分離助長、蒸気圧上昇、無機塩化物イオ

ン：金属腐食、銅：ガソリンのガム質形成の触媒、E10 を想定、pHe：6.5 以下は燃料ポンプの不作動、燃

料インジェクター劣化、シリンダー被膜形成、9.0 以上は燃料ポンプのプラスチック部材劣化、硫黄：排

ガス触媒コンバーターの劣化、硫酸根：給油所のタービンメータ沈着物形成、ポンプフィルター詰まり、

自動車エンジン燃料噴射装置詰まり 

 
 日本においては、「揮発油等の品質確保等に関する法律（品確法）」により品質規格を定

め、それに適合しないものは販売を禁止すること等により一次供給者に対して品質確認義

務を課している。また、流通過程の末端においても規格適合品の販売義務が課されており、

揮発油については品質の分析義務を付けている。現在、揮発油や軽油を国内で調達して、

これにバイオ燃料を混和する者に対しては規制がない状態となっているので、バイオ燃料

の導入の推進に伴い燃料の品質確保のために品確法の改正が必要となった。改正品確法で

は、混和業の事前規制、品質確認義務などが主要な改正項目になることが検討されている。 
 品確法は石油製品の品質確保のための制度であるが、揮発油や軽油に混和するエタノー

ルや BDF に対する品質規格が必要である。社団法人自動車技術会（JASO）は品質規格

（JASO 規格）を定めている。今後、このような規格が JIS 化されるものと思われる。 
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図 1-18 現行の品確法の体系 32) 

 
表 1-7 自動車用燃料－混合用エタノールの JASO 規格（JASO M361） 

項目 単位 基準 

外観 － 無色透明 

アルコール分 vol% 99.5 以上 

メタノール ｇ/L 4.0 以下 

水分 mass% 0.7 以下 

有機不純物（メタノール

を除く） 

ｇ/L  10 以下 

電気伝導度 μS/ｍ 500 以下 

蒸発残分 mg/100mL 5.0 以下 

銅 ppm 0.10 以下 

酸度（酢酸として） mass% 0.0070 以下 

pHe － 7.0±1.0 

硫黄 ppm 10 以下 
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表 1-8 自動車用燃料－混合用 BDF（脂肪酸メチルエステル）の JASO 規格（JASO M360） 

項目 単位 基準 

エステル含有量 mass% 96.5 以上 

密度（15℃） ｇ/mL  0.86-0.90 

動粘度（40℃） mm2/s 3.5-5.0 

引火点 Deg. C 120 以上 

硫黄分 ppm 10 以下 

10％残留炭素 mass% 0.3 以下 

セタン指数 － 51 以上 

硫酸灰分 mass% 0.02 以下 

水分 ppm 500 以下 

固形不純物 ppm 24 以下 

銅版腐食（50℃、3ｈ） （JISK2513) 1 以下 

酸化安定性  当事者間の合意による 

ヨウ素価 ｇL/100ｇ 120 以下 

リノレン酸メチルエステル mass% 12.0 以下 

メタノール含有量 mass% 0.20 以下 

モノグリセライド mass% 0.80 以下 

ジグリセライド mass% 0.20 以下 

トリグリセライド mass% 0.20 以下 

遊離グリセリン mass% 0.02 以下 

全グリセリン mass% 025 以下 

金属（Na+K） ppm 5 以下 

金属（Ca+Mg） ppm 5 以下 

リン ppm 10 以下 

流動点 Deg. C 当事者間の合意による 

CFPP Deg. C 当事者間の合意による 

 
 
1.4.2 日本における品質の実証と課題 

総合資源エネルギー調査会石油部会燃料政策小委員会では、エタノールのガソリンへの

混和許容度について 3％以下であればエタノール混合ガソリンの使用が可能であるとした。

また、中央環境審議会大気汚染部会自動車排出ガス専門委員会では、排出ガス影響はエタ

ノール中の酸素分が原因になるとし、3.5 vol％が許容限度とした。これらを受けて、エタ

ノールのガソリン混和許容値は 3％以下と決められ、E3 と呼ばれている。一方、世界的に
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は、エタノール混和は 3％以上で行われており、米国では E10 ガソリンが増加しつつあり、

一部の州では E20、E85 も検討されている。ブラジルでは E25 が一般的となっており、E100
も始まっている。 

E10 になると燃料系部品への対策が必要となり、金属の腐食防止、ゴムの膨潤防止、樹

脂の劣化防止、燃料配管のエタノール耐性などの項目があげられる。さらに混和率が上が

ると、燃料噴射装置、燃料ポンプ、燃料タンク、触媒装置の変更、エンジンの圧縮比など

の設計変更も必要となる。また、水分混入や蒸気圧の増加対策も必要となる。すでに、任

意の割合のエタノール混和燃料を使用できるフレキシブル燃料自動車（FFV）の開発が行

われており、ブラジルでは販売自動車の約 3/4 が FFV である。 
わが国では、E10 や E20 といった高濃度のエタノール混和は車両設計の見直しなどを伴

い、リードタイムが必要であるとの懸念から、ガソリンと同様の取り扱いが可能である

ETBE の混和を石油連盟は推奨している。一方、ETBE は「化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律（化審法）」における第二種監視化学物質であり、生体内への蓄積性はな

いものの、難分解性であり、かつ、人への長期毒性の疑いがあるとの判定がなされている。

このことから、石油連盟は、ETBE 導入に向けて、必要なリスク評価を行い、ETBE の環

境への暴露を防止する対策を検討・実施するとされている。 
独立行政法人交通安全環境研究所では、エタノール利用時の排出ガスの影響を調査した。

E0～E20 までの試験を行った結果、CO、HC、NOx、アルデヒド類の排出ガス濃度は何れ

も低いレベルで安定した。これは、エタノールは含酸素燃料であること、三元触媒装置が

十分機能していることによるためと分析している。また、ETBE についてもエタノール混

和と同様の結果が得られた。 
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図 1-19 エタノール混合割合と CO、HC、NOx 排

出量の関係（JC08 モード排出量）33)  
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1.4.3 バイオ燃料用エンジンの開発 

BDF を既存のディーゼルエンジンに用いると排ガス特性が悪化することが知られている。

このため、高 EGR 率化と強酸化触媒により排ガス性能の向上が試みられている。 
 

 

 

図 1-20 ディーゼルエンジンの概要 34) 図 1-21 排出ガス特性結果 35) 
 
既存のディーゼルエンジンに BDF を使用すると NOx、PM 排出量、燃費共に軽油に比べ

て悪化するが、高 EGR にすると NOx、PM 排出量が燃費の大幅な悪化なしに改善された。

過渡運転時には燃料過濃度状態となり CO、THC の排出量が増加しこれらを防止する制御

が必要であるとしている。 
また、バイオ燃料を使用したときの着火性能を向上させるエンジン開発が行われている。

水分を多量に含むバイオ燃料のように、エネルギー密度と自己着火性能が従来燃料に比べ

て大幅に劣る燃料を利用できることはバイオ燃料の利用拡大に繋がる。要素技術としては

予熱燃料と混合する蓄圧式のインジェクターを開発したことにより、エネルギー密度 9.1 
MJ/L（例えば、FAME 28％－水分 72％）の燃料の良好な着火性能が得られた。 

 
表 1-9 インジェクターの開発 36)  

開発コンセプト 開発課題 

低エネルギー密度燃料 水による腐食の防止 

噴射量の確保 

燃料予熱 材料の耐熱性の確保 

高温での噴射機能の維持 

リターン燃料の処理 
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1.4.4 環境面での評価 

各国でバイオ燃料の導入が進められているが、国の施策としてバイオ燃料の環境影響評

価はなされていない。Robert K. Niven は大気汚染、土壌・地下水コンタミ、GHG 排出削

減、エタノールのエネルギー効率、持続可能性について、文献をレビューし、以下の結論

を示した 37)。 
・E10 は CO、粒子状物質を減少させるが、アセトアルデヒド、エタノール、NOx を増

加させる。RVP(Reid Vapor Pressure)を制御しない場合は、HC と他の汚染物質が減少す

るが、燃料蒸発が増加する。E10 とグランドのオゾンレベルとの関連を示す研究もある。 
・E10 の増加は土壌・地下水汚染を増加させる。これらは、燃料タンクの腐食リスクの

増加、非水溶性液体－水の界面張力の低下、汚染物質の溶解度の増加、微生物分解の抑制

による。モデル化とケーススタディの結果から、E10 に結び付けられる溶解ベンゼンの流

れ(plume)は E0 に比べて 7～150%長いことが示された。 
・E10 の GHG 削減効果は E0 に比べて 1～5％と僅かである。E10 の GHG 削減効果は、

新規な植林などに比べてコスト効率が低い。 
・ライフサイクル全体での NEV(Net Energy Value)は、－80～＋40％である。 
・エタノール生産の持続性は、貿易障壁、政策、農地拡大（現状 feedstock）、遺伝子工

学（将来 feedstock）の進展に関わっている。 
 

 
図 1-22 エタノール燃料の環境影響の概念 37)  

 
 現時点では、LCA 評価などの研究の進展はあるものの、環境評価全体に対する解析は
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始まったばかりである 40,41)。今後は、リスク評価の方法やリスク管理に関する研究および

解析に必要なデータの蓄積が進められるものと思われる。 
註）RVP(Reid Vapor Pressure)：リード標準方式による華氏 100 度（37.8℃）の液体蒸気圧。ガソリン

の蒸発性を示す指標。 
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第２章 栽培型と廃棄物型の長短と限界 

 

２．１ 栽培型と廃棄物型の現状 

2.1.1 エネルギー作物の開発 

(1)海外におけるエネルギー作物開発の動向 
 米国ではエタノール生産原料の大部分がトウモロコシ子実である。米国農務省の報告で

は 2006 年にはトウモロコシの 14％がエタノール製造に使用された。一方、米国で生産さ

れるトウモロコシ子実を全量エタノール生産するとしても米国のガソリン需要の 12％にす

ぎないことが試算され、食料・飼料との競合問題もあって、トウモロコシ子実を原料とす

るエタノール製造は非現実的となった。そこで、農業に不適な土地でも栽培可能な作物育

成や農業廃棄物であるトウモロコシ葉茎などのセルロース系バイオマスの利用の研究が行

われている。 
2006 年 6 月に DOE はセルロース系バイオマスからエタノール製造システムの開発につ

いて、15 年間のロードマップを発表した 1)。この中では、2030 年に 30％のガソリンをバ

イオエタノールに置き換えることが示されており、60 billion gal/y(2.3 億 kL/y)のバイオエ

タノールの製造が目標となっている。このためには、80 gal/t(300L/t)の変換効率として、

750 million t/y のバイオマスが必要である。森林バイオマスのポテンシャルは 368 million 
t/y と推定されるため、農業廃棄物を除いてもエネルギー作物が必須である。 
多年生草はエネルギー作物として多くの利点（表 2-1）があることから 1980 年代中期以

降、その利用については米国と EU で注目されてきた。米国の場合、DOE が資金を提供し

て 1984 年に発足した「草本類エネルギー作物研究プログラム(HECP)」では 35 種類の草本

類(そのうち 18 種類は多年生草)について利用可能性を評価し、野生の多年生草であるスイ

ッチグラス(Panicum virgatum)が最も有望であると結論した。1991 年には HECP の後継

プロジェクトである「生物エネルギー原料開発プログラム(BFDP)」がスイッチグラスを対

象として、バイオマスの生産性向上に関する研究に着手した。ヨーロッパにおいては 20 種

類の多年生草と 4 種類の多年生の根茎草本類(PRG)について栽培試験が行われ、ジャイアン

トリード(Arundo donax)とスイッチグラスが有望品種として選ばれた 2)。 
 

表 2-1 理想的なエネルギー作物の特性 1) 

 トウモロコシ 短周期樹木 多年草 

C4 光合成 ○  ○ 

長期栽培  ○ ○ 

栄養物リサイクル   ○ 

燃焼の環境安全性   ○ 

低投入エネルギー  ○ ○ 

不実（非侵略） 適用せず （○） M.g 
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冬期スタンディング  ○ ○ 

容易な移動 ○  ○ 

高水分効率   ○ 

未知病害虫   M.g 

農機具の利用 ○  ○ 

M.g; Miscanthus giganteus 

 
・スイッチグラス 
 スイッチグラスの収穫量を、米国アイオワ州で調査したところ、各地点での結果は、0.75
～8.24 t/ha の範囲にあり、平均収率は 4.20 t/ha であった。生物燃料特性として、灰の含有

量は 58.5～118.1g/kg-dry、塩素の含有量は 0.8～7.6 g/kg-dry、硫黄の含有量は 0.7～3.4 
g/kg-dry であり、高位熱量値は 17.69～19.46 MJ/kg-dry であった 3)。また、1998～2001
年の 4 年にわたりイタリア南部でスイッチグラスの栽培試験をした。全般に成長はよく、3
年目までは収率が増大するが 4 年以降は安定化する傾向が見られ、平均乾燥物収率は 3 年

目が最高値 12.36 t/ha を達成し、品種によって 5.63～26.08 t/ha の変動があった。4 年目の

平均乾燥物収率は 10.27 t/ha であった 4)。バージニア州、テネシー州などの現場試験で得ら

れた栽培品種と平均収量の関係に基づいて、スイッチグラスの生産性が最大となる栽培品

種と栽培管理技術を検討した。その結果、収量が約 50%向上し、生産原価が 25%低下する

ことが分かり、米国での栽培コストは、25 ドル/t(3,000 円/t)程度になると試算している 5)。 
スイッチグラスの栽培特性の研究も行われている。中国の黄土高原では、3 種のイネ科植

物のスイッチグラス(Panicum virgatum),アワ(Setaria italica)およびカモノハシガヤ

(Bothriochloa ischaemum)を導入種、在来種および固有種の例として取り上げ生育箱中で

育てた。土壌含水量が徐々に低減するに従って、ガス交換としてとらえられる各イネ科植

物の光合成速度、蒸散量および気孔コンダクタンスは低くなった。アワの苗は柔軟性のあ

る土壌－水分環境において、干ばつ適応性が高かったがスイッチグラス苗のそれは最低で

あった。しかし、一旦苗が活着すれば、干ばつ条件のもとで有利である可能性があると考

えられた 6)。また、米国では、スイッチグラスの低地(Alamo 及び Kanlow)と高地(Blackwell
及び Caddo)栽培変種の水不足と窒素肥料への形態及び生理的応答の差を調査し、窒素は水

の有効性以上にその栽培変種の生育能を左右すること、高地栽培品種は低地栽培変種より

バイオマス収量は低く、また渇水ストレスに対して応答は低いことなどの特徴が明らかに

なり、最適な栽培品種の選定が進んでいる 7)。 
 その他に、スイッチグラスの二酸化炭素を土壌有機物炭素(SOC)として隔離する機能を持

つことが示されている。米国北部大平原と北部トウモロコシ栽培地帯で成長したスイッチ

グラスと近傍の栽培農地について土壌炭素の蓄積量を評価したところ、スイッチグラスは

地表付近の SOC 蓄積能力が高いばかりでなく、深さ 30cm 以上の土壌有機物炭素含有量の

増加にも寄与していることが明らかになった 8)。 
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・ヤナギ、ポプラ 
 高緯度地域での乾燥地や塩集積地での作物としてヤナギやポプラがあげられ、ヨーロッ

パや北米において研究が進められている。研究が多いヤナギについて事例を述べる。 
中央及び東部ヨーロッパ諸国(CEEC)における未利用地のエネルギー作物生産利用の可

能性を調査した。44 百万 ha の農地をエネルギー作物生産に利用する場合に最大可能性が

11.7 EJ に達した(85%がエネルギー作物、12%が残さ、3%が過剰森林木材)。この可能性は、

高入力生産システム、新鋭生産技術、全 CEEC に渡る最善の作物生産配分の下で、ヤナギ

をエネルギー作物に選択した場合にだけ実現可能であった。リグノセルロース系作物、特

にヤナギが高い生産可能性と低い生産費用となる。ヤナギバイオマス生産費用は 1.6～8.0
ユーロ/GJ HHV で変動し、1.0～4.5 ユーロ/GJ HHV の農業生産性を示した。多くは 2 ユ

ーロ/GJ 以下の費用で生産が可能であった 9)。 
ポーランドの比較的大規模な農地で成長するヤナギの経済性を計算し、ヤナギ栽培はコ

ムギ、オオムギ栽培と経済的に競合できることが明らかになった。現在のポーランドにお

ける木材チップ価格(約 33P LN/MWh または 7.5 ユーロ/MWh＝2.1 ユーロ/GJ)はオオムギ

とほぼ同等であった。ヨーロッパ全体における木材チップ価格(50 PLN/MWh,または 11 ユ

ーロ/MWh＝3 ユーロ/GJ)を考慮した場合、ヤナギ栽培による利益はコムギとオオムギ栽培

よりも高くなると考えられる 10)。 
北アイルランドで栽培される短周期ヤナギ混交林のエネルギー作物としての経済性を分

析した。北アイルランドの特殊な環境条件下におけるヤナギ生産による粗利益を計算し、

相当する穀類の生産、低地の牧羊、乳牛の飼育による粗利益と比較した。ヤナギ作物の価

格を 40 L(英国ポンド)/t（9,600 円/t）、乾燥物の生産量を 12 t/ha とし補助金を考慮しない

場合、ヤナギ生産による粗利益は 45 L/ha/y（10,800 円/ha/y）であり、この粗利益は単価

70L/t（16,800 円/t）の冬コムギ 7 t に相当し、牧羊や乳牛飼育よりも有利と考えられる。

北アイルランドのバイオマス産業は初期段階にあることからコスト高であり、既に栽培規

模が 15,000 ha に達しているスウェーデンの栽培業者の粗利益に比べて約 100 L/ha/年
(24,000 円/ha/y)も少ないことが分かった 11)。 
 この他に、栽培方法の研究も行われており、緑肥作物の効果 12)、遺伝的変異の影響 13)な

どが報告されている。さらに、北米における土着の広葉樹林とのエネルギー収支と温室効

果ガスの比較などの環境面でのヤナギ栽培の有利性が報告されている 14)。また、廃水処理

用の植生フィルタ(バイオレメディエーション)として、短周期ヤナギ造林を利用する付加価

値方法が示され、経済的な持続可能性を劇的に改善するとしている 15)。 
・2050 年のバイオエネルギー製造ポテンシャルの推算 

2050 年の生物エネルギーポテンシャルを推算した報告がある。人口成長、一人当り食糧

消費量、食品生産効率などの既往の研究データを評価し、生物エネルギー農産物、農業と

食品残渣と廃棄物および森林成長の三種類のバイオマスエネルギーを推定した 16)。 
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図 2-1 2050 年のバイオエネルギー生産量（EJ/y；左がシナリオ 1、右がシナリオ 4） 上の表は、

域の生物エネルギーポテンシャルは、食糧需要、工業用丸太、伝統的木質燃料、生物

多

シナリオの種類と、余剰農地でのバイオマスエネルギー製造ポテンシャル 16) 

 
地

様性維持のための既存林の維持の必要性などの因子によって決定される。また、食品生

産効率の向上による食品生産に必要な土地の面積が減少することにより、生物エネルギー

作物生産の資源となる農地の追加面積が生ずる。農業技術の進歩を 4 つのレベルでシナリ

オをつくり、シナリオ 4 の非常に効率の高い農業システムと土地利用パターンの地理的最

適化の組み合わせでは、2050 年の世界の食品需要を賄うために必要な面積を現在の面積の

72%減少できるとした。動物生産物の生産効率によって、現在は常時牧草地として使われて
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いる農作物生産に適する面積が増加することが重要な因子である。 
余分な農地の生物エネルギーポテンシャルは農業技術の進歩に依存し、215～1272 EJ/

年

ンフューエル社は米国アリゾナパブリックサービス社のレッドフォーク発電所か

であり、このポテンシャルの多くは南アメリカとカリブ海諸国(47～221 EJ/年)、サハラ

アフリカ(31～317 EJ/年)および CIS とバルチック諸国(45～199 EJ/年)、オセアニアと北ア

メリカは 20～174 と 38～102 EJ/年と推定された。しかし、この実現には食品生産効率の

著しい向上を必要とし、生産性のそのような向上は非現実的との指摘もある。 
・藻類 
 グリー

ら排出される CO2 で藻類を育成し、CO2 排出削減とバイオ燃料を製造する実証試験を行っ

た 17)。 

 
写真 2-1 レッドフォーク発電所の実証実験において栽培されている藻類 

 
方法は占有面積当たりのバイオマス生産性が 98 g/m2/d と高いことが特徴であり、トウ

モ

)日本におけるエネルギー作物開発の動向 

いた燃料用バイオマスエタノール生産の可能性について、栃木

県

本

ロコシや大豆と異なり毎日でも収穫可能である。単純に占有面積当たりのエタノール製

造量はトウモロコシで2,500 L/ha/yであるのに対して、理論上は45,000 L/ha/yとしている。 
 
(2
・二毛作・休耕田の試算 
米麦二毛作栽培体系を用

を事例として、作付け方式、品種および栽培期間について発育指数を指標とした生長予

測に基づいて、より多くのバイオマスエタノール収量を得る組み合わせを見出した。その
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結果、乾物収量は水稲と麦を合わせて 3,780 kg/10a であり、41,549 円/10a の栽培費が必要

であることから、11,000 円/t の栽培コストであった。エネルギー収益は県南部で 10a あた

り 21.7 GJ、県北部で 18.8 GJ となり、エネルギー面から米麦二毛作によるバイオマスエタ

ノール生産は充分可能であることが示された。エタノール製造コストは約145円/Lとなり、

コストダウンが求められる 18)。 
新潟県をモデルとして、休耕田や耕地放棄地の生産的利活用の目的で、収量の高い数種

の

種として開発された「北陸 193 号」

を

、日本においてエ

ネ

物の開発 
術総合研究機構では、エタノール生産効率のエネルギー作物の

平成 20 年以降に計画されている。食糧問題からイネの多収

バイオマスを選定し、トウモロコシと麦の二毛作、柳とポプラの 3 年ローテーション栽

培をケースとしたエネルギー作物としての視点での栽培コストを求めた 19)。その結果、

6,552～11,061 円/t、718～1,239 円/GJ となった。これは、エタノール製造のコストの内訳

として、32 円/L 以上と推定される。また、エネルギー収支から見れば、投入エネルギーの

100 倍程度の利用可能エネルギーを生む。市場競争力は石油基準熱単価によるが、現状の高

騰した石油価格においては市場競争力も生まれる。 
新潟県をモデルとして検討した例に、飼料イネ用品

栽培してその玄米からエタノールを製造することがある。収量は 822～931 kg/10a であ

り、96～115 円/kg（景観形成と水田保全を目的とすれば、41～56 円/kg）であった。96 円

/kg であれば、エタノールの原料コストは 200 円/L を超える。試算では原料コストを 20 円

/kg として、エタノール製造の原料コストは 44.8 円/L としている 20)。 
日本におけるエネルギー作物の試算結果は、いずれも高コストであり

ルギー作物によるバイオエネルギーの導入を進めるためには、新たな技術開発や政策が

必要である。 
・エネルギー作

 （独）農業・食品産業技

開発を推進している。その計画は以下の通りである。てん菜、馬鈴しょ、ソルガム、甘し

ょ、サトウキビ等について、ゲノム情報等の利用により、糖収量、でんぷん収量やバイオ

マス量を大幅に増加させた系統を育成する。また、茎葉を含めた植物全体のバイオマス量

の最大化、栽培の超省力化に重点を置いたバイオエタノール原料作物の低コスト・多収栽

培技術を開発する。てん菜の例では、現状の収量は 6 t/10a であるが、10 年後に 7.7 t/10a
としている。同様に、ソルガム 8.2 t/10a、サトウキビ 14.7 t/10a、甘しょ 6.7 t/10a、馬鈴

しょ 6 t/10a の目標である。 
 イネの品種改良については、

穫品種の開発が行われてきたが、エネルギー作物としての開発は始まったばかりであり、

以下の目標が言われている 21)。①セルロースとヘミセルロースの分離を促進させるために、

細胞壁の骨格を形成しているアラビノキシランの低減、ヘミセルロース含量の改良（25％
から 15％）、②酵素糖化効率向上のために、セルロース含量の改良（35％から 50％）、ヘミ

セルロースとリグニンの低減、③発酵効率向上のために、発酵阻害物質（フェニールプロ

パノイド）の低減、④超低コスト栽培のために、イネ収量改良（2.2 t/10a から 3.0 t/10a）、
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⑤イネの多年草化を含めた品種改良。 
 
2.1.2 廃棄物からの液体燃料の製造 

原料を対象としたエタノール製造が開発されている。

ある。食品廃棄物中の炭水化物

の

 廃木材、バガス、Cassava pulp の

実証段階から実用化のレベルであり、希硫酸加水分解法や並行複発効プロセスが提案され

ている。また、廃食油からの BDF の製造は、各地で行われているが、日本では生産規模は

小さい。最大の生産規模は京都市におけるバイオディーゼル燃料事業化であり、170 万 L
の生産（平成 17 年度計画）があり、公用車に使用している。原料の廃食用油のほとんどは

ホテルやレストランなどの事業者から集荷している 22)。 
最近、食品廃棄物からのエタノール製造も開発されつつ

みを選択的に糖化する酵素糖化プロセスを活用し、多少の夾雑物の混入に対処できるプ

ロセスが提案されている 23)。また、食品廃棄物は腐敗しやすいので、あらかじめ乳酸菌を

噴霧して低 pH で鮮度を保ち、乳酸を資化発酵する育種酵母を用いて糖化・エタノール同時

発酵を行うプロセスの提案もある。 
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２．２ 栽培型と廃棄物型の比較 

2.2.1 バイオマス原料の輸送コスト 

集荷費用については、トラック輸送を想定すれば、概略以下の式で表される 24)。 
C＝Cf＋Cl＋Cc Cf；燃料費(円/t)、Cl；人件費(円/t)、Cc；トラック原価償却費(円/t) 
Cf＝Cf1/G×2La/Fn Cf1；軽油価格(円/L)、G；トラック燃費(km/L)、Fn；積載量(t)、
La；片道距離(km) 
Cl=Hp/Sav×2La/Fn Hp；ドライバー時間給(円/hr)、Sav；トラック平均速度(km/hr) 
Cc=Cu×2La/Fn Cu；原価償却単位（円/km） 
C=(Cf1/G＋Hp/Sav＋Cu) /Fn×2La 
＝（90/6＋15000/7.5/30＋10）/3.5×2La＝53La(円/km/ｔ) ････ (a) 

4 t 車を想定した場合、53La(円/km/t)であるが、燃料費が 9 円と 17％、人件費が 38 円であ

り 72％を占める。このように、軽油価格の高騰により燃料費の上昇はあるが、人件費の割

合は大きいので、集荷コストを低減させるためには、省力化された輸送方法の開発が重要

な課題である。 
 木質系バイオマスには、チップ材、土場残材、梢端材などがあるが、岩手県でこれらを

山土場からトラックで輸送する工程について輸送コストを検討した 25)。結果を図 2-2、2-3
に示す。 
 

 
図 2-2 走行以外の作業時間の構成 25) 

  
図 2-3 運搬距離とコスト（横軸；輸送距離/km）25) 
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図 2-4 米国における Corn Stover の輸送コスト 26)  

 
NREL が発表した米国におけるコーンストーバの輸送費の推定を図 2-4 に示す。現状の

輸送費を低下させるとした結果である。これらの結果を比較すると表 2-2 になる。米国の輸

送費が最も安価であるが、バイオマス発生規模が大きいことが理由と推定される。 
 

表 2-2 バイオマス原料の輸送費の比較 (円/t) 

 (a)式 岩手県 NREL 

片道 37km の輸送費 1,960 1,800～3,200 1,160 

備考 トラック輸送のみ 

４トントラック 

積込、荷下しを含む 

4 または 10 トントラック

Corn Stover 

 
 (a)式に岩手県での積込・荷下しの作業費を加えて、チップ材について集積場からの輸送

費を推定すると、図 2-5 となる。輸送距離が短い場合は 4 トントラック輸送が安価である

が、長距離になると 10 トントラックの輸送費用が安い。集積場の大きさ、即ち、生産規模

により輸送費が変わる。また、梢端材はチップ材に比べて積載量が減少し、積込・荷下ろ

し作業時間も大きくなるために、輸送コストは高くなる。このようにバイオマスの種類に

よっても輸送コストは変化する。 
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図 2-5 チップ材の輸送コスト試算 

 
2.2.2 エタノール製造コストに影響する因子（プラントサイズを関数として） 

 エタノール製造コストに影響する因子としてプラント規模が考えられる。プラント規模

による設備費の変化は、規模の 0.7 乗によるものとした。基準となるプラント設備費は、

NEDO プロセスとした。50,000 kL/y のプラントで設備費が 85 億円と算定されている。

Feedstock の輸送費を関数とし、図 2-5 の結果を用いた。このときの平均輸送距離を 35 km
とした。バイオマスのコストは、廃棄物やエネルギー作物で異なるため、現在、最も安価

なエネルギー作物の推定値レベルの 2000 円/t-dry と仮置きした。また、エタノール変換効

率は 200 L/t-dry とした。その結果を図 2-6 に示す。 
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図 2-6 エタノール製造プラント規模とエタノール製造コスト 
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 エタノール製造コストの最小値は、生産規模で 50,000～100,000 kL/y となった。輸送コ

ストが安価になれば、より生産規模の大きい側にシフトする。50,000 kL/y の生産量の集荷

平均距離を 35 km としたが、エネルギー作物の集荷範囲を狭くすることができれば輸送コ

ストが安くなり生産規模の最適値は大きくなる。 
 

 
図 2-7 プラント規模を関数としたエタノール製造コスト 26)  

 
参考までに、米国の試算結果を図 2-7 に示す。これより 2,000 t-dry/d（240,000 kL/y 相

当）以上のプラント規模が必要との結論を得ている。Feedstock コストが低いためにプラン

ト規模が大きいほどエタノール製造コストは低下する。実際に米国でのエタノール製造工

場は最大で 40 万 kL/y であり、輸送距離も最大で 150 km と言われている。 
設備費が低下すれば、生産規模の最適値も変化するので、設備費をベースから 20％、40％

低下したケースを図 2-8 に示す。設備費の低下は生産規模が小さくてもエタノール製造コス

トは増加しない。すなわち小規模設備でもエタノール製造コストの上昇が抑えられる。こ

れは、Feedstock コストと設備費の相対的な関係から生まれるので Feedstock コストが下

がれば最適なプラント規模は大きい側に移動する。 
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図 2-8 設備費が低下した場合のプラント規模とエタノール製造コストの関係 

（設備費をベース（1.0）に対して 0.8、0.6 とした場合） 

 
 つぎに、エタノール変換効率が技術開発によって上昇した場合を想定して、200 L/t-dry
から 400 L/t-dry に変化させた。図 2-9 に結果を示す。エタノール変換効率が上がれば、エ

タノール製造コストが下がるとともに輸送コストの影響が小さくなる。 
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図 2-9 エタノール製造コストに対するプラント規模とエタノール変換効率の影響 

（エタノール変換効率；単位原料(t-dry)からのエタノール製造（L）） 

 
 エタノール変換効率を 300 L/t-dry とした場合の原料コストの影響を図 2-10 に示す。原

料コストはそのままエタノール製造コストに反映される。日本におけるエネルギー作物の
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コスト試算は、玄米 20,000 円/t、二毛作および休耕田は、10,000 円/t 程度と報告されてい

るので、エタノール製造コストに対するコストプッシュが大きい。 
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図 2-10 エタノール製造コストに対するプラント規模と原料コストの影響 

（原料コスト；輸送費を除いたコスト、エタノール変換効率；300L/t-dry） 
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２．３ 長短と限界 

 

 エタノール製造コストの面から、バイオマスからのエタノール製造の事業性に及ぼす影

響が大きいものには、(1)地域性、(2) 原料の供給安定性、(3) 変換プロセスがある。 
 
(1)地域性 
地域性が事業性に与える影響としては、プラント規模がある。経済性からプラント規模

を 50,000 kL/y 程度確保することが有利であるが、このためには、どの程度の範囲で原料の

供給が可能であるかを見る必要がある。200 L/t-dry の変換効率を想定すれば 50,000 kL/y
のエタノール生産ためには 25 万 t/y のバイオマスが必要となる。現在の日本において、未

利用の製材廃材、建設廃材、林地残材、農業非食用部は合計 1,514 万 t/y と推定され、日本

国土面積（378,000 km2）から、半径 45 km の円内に平均的には 25 万 t/y が賦存すること

になる。平均的には半径 32 km が輸送範囲であるが、道路は直線ではないので、集荷距離

はこれ以上になる。 
実際には個別の地域で検討する必要がある。あきる野市の製材残渣の集荷調査では、周

辺自治体も含めて 1,000～2,000 m3/y と推定している。また、林地残材の供給量は小さい 27)。

あきる野市面積（73.34 km2）から、1,500 m3/y（密度 0.8 t/m3）とすれば、25 万 t/y の集

荷範囲は半径 70 km（平均半径 50 km）となる。しかしながら、半径 70 km に賦存してい

るかは疑問である。表 2-3 に、エネルギー利用のバイオマスの賦存量を示す。半径 50 km
以内で 25 万 t/y の集荷を行うには単一のバイオマス種類では難しく、複数のバイオマスを

集荷することが必要となる。 
 

種類 半径10 km 半径30 km 半径50 km

間伐材 1,558 14,018 38,939

林地残材 286 2,579 7,163

枝条 1,485 13,363 37,119

未利用樹・竹・笹 10,221 91,988 255,522

製材残材 956 8,604 23,904

籾殻 507 4,562 12,672

稲藁 5,634 50,706 140,849

建設発生木材 3,806 34,252 95,146

計 24,453 220,072 611,314

表 2-3 バイオマスの賦存量 28) （単位；t/y） 

 

 
山梨県では、耕作放棄地での二期作としてソルガムを栽培することを検討した 29)。面積

4,201 km2に 324,125 t/y の生産が見込まれ、25 万 t/y の生産は半径 32 km となる。このと
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きの平均輸送半径は 23 km である。このように、エネルギー作物であれば、輸送距離が短

く且つ単一の種類のバイオマスを集荷することができる。 
 
(2)原料の供給安定性 

日本における、製材廃材、建設廃材、林地残材（間伐材）、農業非食用部などのエネルギ

ー利用可能な廃棄物の集荷費用が一定以下でなければエネルギー利用の実現性が難しい。

これらの中で、間伐材や未利用材の集荷費用が高く、建設廃材は逆有償であり、幅がある。

愛知県を例とした間伐材のコストの推定が報告されている 24)。間伐材の伐採・搬出費用

247,000 円/ha と間伐残材発生量 31.1 t/ha から、間伐残材の費用は 7,950 円/t と推定され

ている。間伐材の有価材料は単位間伐残材あたり 4,280 円/t の利益を得るとしているので、

この利益分を差し引くと間伐残材の集荷費は 3,670 円/t となる。一方、図 2-11 に示す報告

があり、間伐材の集荷費については 15,000 円/t 程度となっている。間伐材の立地条件など

によって、間伐材残材コストは変化が大きい。栽培型との比較においては、輸送費の増分

を見ておく必要がある。例えば、耕作放棄地のエネルギー作物の輸送距離が廃棄物型に比

べて 1/2 とすれば輸送費差は約 1,000 円/t、片道輸送距離が 10 km の差があれば約 500 円/t
となる。 
エネルギー作物の動向は前述の通りである。世界的には、食用作物の栽培不適地栽培、

多収穫法（食料供給余剰を生み出すことも必要）が課題であり、スイッチグラスややなぎ

などの栽培法が開発されている。日本では、山梨県に見るように、量的には、耕作放棄地

を用いれば、半径 30km 程度で 25 万 t/y を確保することができるが、耕作放棄地や栽培不

適格地での多収穫などの低コスト栽培法が必要である。同時に、海外からの導入とそれに

対する優位性の確保も考慮すべき課題と思われる。 
 

 
図 2-11 木質系バイオマスの資源コスト 30) 

注 1) 輸送費は 40 km の輸送を

想定。建築廃材の素材価格は

持込価格のため輸送費は 0. 

注 2）重量は含水率 15％換算。 
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(3)変換プロセス 
 変換プロセスの効率はバイオマス種類によって変わる。表 2-4 に概要を示す。セルロース

系バイオマスは開発途中であるために、変換効率は将来大きく向上する可能性がある。 
 

表 2-4 バイオマスの種類とエタノール変換効率 

バイオマスの種類 変換効率(L/t-dry) Feedstock コスト(円/t) 

糖蜜 糖蜜 327 糖蜜 2,000 

（サトウキビ 3,536/ブラジル） 

でんぷん 農水省 小麦 430 

（トウモロコシ 337/米国） 

玄米 20,000 

二毛作 10,970 

休耕田 11,184 

規格外小麦 22,000 

（エネルギー作物 8,400） 

現状 200 

エコ推進会議 300 

セルロース系 

DOE 目標値(2017) 340 

（やなぎ 4,200/東欧） 

（スイッチグラス 3,060/米国） 

間伐材残材 4,000～17,000 

 
 現状ではセルロース系バイオマスの変換効率は、でんぷん系の 1/2 倍程度であることから、

セルロース系の Feedstock コストは低くないと、でんぷん系バイオマスと同等のエタノー

ル製造コストが得られない。将来、セルロース系バイオマスの変換効率が 340 L/t になれば、

Feedstock コストの条件が緩和され、現在のでんぷん系エネルギー作物と同程度でもエタノ

ールを経済的に製造することが可能であろう。輸送費がエネルギー作物に比べて 1,000 円/t
増加することを考慮して、間伐材残材の集荷コストが 8,500 円/t 以下であれば Feedstock
が 25 円/L 以下となり、事業化の可能性が大きくなると思われる＊。このように、現状の

Feedstock コストを前提とすれば、セルロース系バイオマスの変換効率の向上は、廃棄物系

バイオマスの有利な方向に向かう。 
* ；Feedstock コスト 8,500 円/t、変換効率 340 L/t の場合、5,000 kL/y(15,000t-biomass/y)

のプラント規模で、エタノール製造コストは、約 77 円/L と推定 
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(4)廃棄物型と栽培型の比較 
 廃棄物型（含未利用バイオマス） 栽培型 

地域性 ・プラント規模を 50,000 ｋL/y とす

れば、半径 50 km 以内で集荷する

ためにはバイオマスの複数種類を

集荷することが必要 

・設備費の低下は、経済性を維持

しつつプラント規模を小さくするこ

とが可能 

・輸送距離が長くなるので輸送費

は 1,000 円/ｔ程度の比較不利 

・耕作放棄農地などの利用により、プ

ラント規模を 50,000 ｋL/y とすれば、

半径 30 km 以内で集荷可能 

・食料栽培に不適な土地の利用が可

能（エネルギー作物の栽培） 

 

原料の安定供給 ・集荷コスト低下、集荷方法が課

題 

・規模拡大のためには、多様な原

料のための変換プロセス開発が

課題 

・高収量による栽培費の低下が条件 

・栽培コストの限界はブラジル、米国

の例があり、海外との競争力が課題 

・世界においては、食料供給余剰農

地と木質系が長期的な原料供給量を

決定 

変換プロセス ・セルロース系バイオマスのエタノ

ール変換効率の向上は比較有利

（輸送コストの影響低下） 

・エタノールの他に、発電などの多

様な利用が可能（混焼、ガス化発

電が低コスト） 

・エタノール製造では、前処理プロセ

スの簡略化と変換効率向上が比較有

利（Feedstock の選択） 

・有用物質の製造などのリファイナリ

ー構想 
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第３章 燃焼等直接利用との比較 

 

３．１ 燃焼等直接利用 

バイオマス由来エネルギーの利用を図 3-1 に示す。現状ではその原料の水分レベルによっ

て利用方法が限定されており、ウェットバイオマスを水分 50％以上としたが、70～80％の

場合は脱水や乾燥により、ドライバイオマスの変換プロセスを行うこともある。また、70
～80％以上のウェットバイオマスの利用は生物化学的分解に限定的であったが、最近では、

熱分解プロセスの研究開発が行われている。したがって、現状と研究段階を含めるとバイ

オマス水分レベルでの区分は交錯したものになっている。 
 

バイオマス資源 

ド ラ イ バ イ オ
マ ス （ 水 分
50％未満） 

ウェットバイオ
マ ス （ 水 分
50％以上） 

直接燃焼 

熱化学的分
解 

生物化学的
分解 

蒸気 

ガス化 

液化 

ア ル コ ー
ル（発酵）

嫌気性発
酵 

コ ン ポ ス
ト 

熱 

電気 

燃料 

他 

図 3-1 バイオマス由来エネルギーの主な利用方法 
 

 ここでは、燃焼等の直接利用については、図 3-1 における熱や電気を出力としたプロセス

を対象とする。すなわち、直接燃焼から蒸気を得て発電や熱供給を行うプロセス、熱化学

分解からガス化を行い発電や熱供給を行うプロセス、生物化学的分解の内から嫌気性発酵

によってメタンを得て発電するプロセスなどを対象とする。 
 
3.1.1 直接燃焼プロセス 

 バイオマス燃料の燃焼には、従来、ストーカ式の固定層燃焼炉と流動層燃焼炉が利用さ

れてきた。流動層は流動形態によって気泡流動層と循環流動層に区分される。流動層は流

動材である砂と燃料粒子を燃焼空気によって流動化するものである。このため、ストーカ

炉に比べて伝熱が速いため難燃性燃料に適していることや流動部の熱保有量が大きいので

流動層内での乾燥や水分蒸発が行われやすく高水分燃料への対応性がある。一方、流動化

させるためには一定の粒子径分布の条件が必要であることから前処理や異物混入対策が必
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要となる。 
 直接燃焼の応用として大規模設備での混焼発電と小規模専焼発電がある。小規模発電で

は発電効率が 1,000kW で 10％程度と低いので、30,000～40,000kW が必要とされている。

この場合は 15 万 t/y 以上のバイオマスの集荷が必要となる。石炭火力における混焼では発

電効率が約 35％と高いので、専焼発電に比べて、設備費や発電効率の面から有利となり、

実用化が推進されている。表 3-1 に混焼の実施状況を示す。四国電力、北陸電力、中国電力

における混焼率は 3％である。 
 小規模専焼発電は、エネルギー生産目的ではなく、廃棄物処理の際に発生エネルギーを

有効活用することで自工程の効率を高めて経費を削減しようとすることに利用されている。

発電を目的としたものも試みられており、株式会社岩国ウッドパワーは、10,000 kW の発

電設備を稼動させている。また、神之池バイオエネルギー株式会社は、国内ではバイオマ

ス専焼発電としては最大の 23,000 kW の発電設備を中国木材株式会社関東工場に建設し、

2008 年 7 月より稼動することを計画している。 
 

表 3-1 日本におけるバイオマス混焼発電の実施状況 1） 

事業者 バイオマス種類 実施内容 

四国電力 製材所発生木材 2003 年西条 1･2 号機で実証 

北陸電力 製材廃材チップ 2004 年敦賀 2 号機で実機実証 

2007 年より本格運用中 

中国電力 製材廃材、林地残材

（計画中） 

2004～2006 年下関 1 号機で実機実証 

2006 年から新小野田発電所で実機実証試験中 

2007 年度より本格運用開始予定 

関西電力 北米輸入木質ペレッ

ト（計画） 

2007 年度に実機実証し、2008 年 4 月より本格運用開

始予定 

中部電力 木質 

 

碧南発電所にて年間 40 万 t の木質バイオマスを混焼

予定→2009 年度より本格運用開始予定 

 下水汚泥 愛知県と共同で下水汚泥燃料化の調査に着手→

2007 年度に碧南発電所にて実機実証予定 

東京電力 下水汚泥 2005 年にバイオ燃料株式会社設立 

下水汚泥を炭化燃料に加工し、販売する事業に着手

→2007 年 10 月より本格運用開始予定 

電源開発 木質 2004 年実機実証、2008 年 4 月より長期実機実証予定

2009 年より本格運用開始予定 

 下水汚泥 2006 年 4 月より松浦発電所にて本格運用中 
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3.1.2 ガス化プロセス 

 ガス化プロセスには様々なものが開発されているが主要なガス化炉を表 3-2 に示す。但し、

ガス熱量はガス化炉出口であるため、発電機によってはその入口ではこれよりも低下する

と推定される。 
 

表 3-2 ガス化プロセスの開発状況 

  特徴 ガス熱量 
（kcal/m3） 

メーカー/開発者 

固定層 アップドラフト 燃料は粗粉砕程度、ガス化反応は穏
やか。タール分が多い。設備費安価。

900～1400  Thermo Select 

 ダウンドラフト タール分がアップドラフトに比べて少
ないと言われている。 

900～1400 IISｃ 
Volund 

流動層 循環 燃料は粉砕。ガス化反応は速い。ター
ル分はやや多い。 

1100～ 
1600 

CARBONA 
Lurgi 
Varnamo 

 内部循環 燃料を移動層で蒸気により熱分解。
未燃炭素を流動層で燃焼。タール分
は少ない。 

2500～ 
3500 

Guessing 
FERCO 
荏原 

噴流床  燃料は粉砕。高温場によるガス化反
応で瞬時に終了。タール分は極めて
少ない。 

2500～ 
3500 

Choren 
Future Energy 
新日鐵 

キルン  外熱式が開発されている。水蒸気に
よる熱分解。タールはやや多い。原料
の自由度は高く、運転も容易。設備ス
ケールアップに難点。 

（炭化） 電中研 
中外炉 

 
 固定層のガス化は燃料を粗粉砕に留めて供給し、時間をかけてガス化することに特徴が

ある。設備費は安価であるが、タール分が多く、その後のプロセスによっては分解設備が

必要となることが多い。設備費が安いことから小規模発電に向いている。生成ガス熱量が

低いために発電端効率は 15～20％程度と高くないのが一般的であるが、発電機性能が上が

れば改善できる。アップドラフトの中に、ガス化溶融プロセスとしてサーモセレクトがあ

る。ごみ処理設備として実用化されているが、設備費を低下させることができればバイオ

マスのガス化への適用も可能性がある。 
 循環流動層によるガス化プロセス例を図 3-2 に示す。循環流動層に投入する燃料は破砕が

必要である。ガス化速度が大きく得られるガス熱量も固定層に比べて高くなり、発電端効

率も 20％以上に高くなる。内部循環流動層によるガス化の例を図 3-3 に示す。同一の流動

層ガス化炉内に仕切り壁を設け、原料の蒸気による熱分解とガス化を行うガス化炉とガス

化室で熱分解により生じた残渣を燃焼させる燃焼炉の二つの機能をもった構造である。得

られるガスの熱量が固定層よりも大きくなるので発電端効率も 25％程度に上がる。 
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図 3-2 循環流動層（Varnamo）ガス化プロセ

ス例 2） 

 
図 3-3 ICFG の概念図 3） 

 
 噴流床は微粉砕燃料または炭化物を供給して、1400℃以上で瞬時にガス化をするプロセ

スである。タールの発生がないことが特徴であり、設備費は安価であるが、事前処理が必

要となる。得られるガスは高カロリーであり、発電端効率は 30％以上が見込まれる。図 3-4
に示す Choren 社の CARBO-V プロセスにおいては、噴流層の前に低温（400～500℃）で

炭化する工程が設けられ、タールリッチなガスとチャーを得ている。ガス化炉を出たガス

は 800℃に冷却され、ダスト捕集、スクラバーを経ている。 
 

 
図 3-4 Choren 社の CARBO-V プロセス 4） 
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 ロータリーキルンによるガス化は外熱式多筒型の開発が行われている。図 3-5 に実証試験

の概念プロセス（YGC）を示す。原料は微細な粒子状のものから竹やバークのような繊維

の長いものまで扱うことができ、運転のための原料形状の制約は小さい。反応筒は 700～
850℃程度に加熱され、乾燥・予熱工程をキルンで行うと滞留時間は 1.5 時間程度になる。

また、ガス化中のタール分は多い。滞留時間やガス化時間などに対する運転の制御性は良

い。一方、伝熱効率とスケールアップについては難点がある。発電端効率は 20％程度であ

る。 
 

 
図 3-5 YGC 実証事業の概念 5） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 ATP プロセス（オイルシェール鉱石の乾留/オーストラリア）6） 
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 YGC では連続 500 時間の実証運転に成功し、2,500 時間メンテナンスなしで稼動してい
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ると報告されている 7）。外熱式ロータリーキルンの開発は既にオイルシェールの乾留で実績

があり、スケールアップに成功しているので、技術的には完成したものと言える。図 3-6
に実機のロータリーキルンを示す。 
 
3.1.3 直接燃料利用 

バイオマスの直接熱利用は、バイオマスの持つ熱エネルギーを、電力を経由しないで直

接熱として利用するもので、単純には昔からの焚火で暖をとることであり、薪で風呂を沸

かしたり、食料の煮炊きをすることが相当する。これらを現代のわれわれは石油ないし石

油・石炭の発電による電力でほぼ 100％賄っているのが実態である。 
総合資源エネルギー調査会の新エネルギー導入目標では、バイオマス熱利用の導入目標

量は原油換算 308 万 kL である。このうち 50 万 kL は輸送用エネルギー分であるが、残り

258 万 kL をバイオマス由来の直接熱で賄う計画になっている。この量は現行の廃棄物発電

量 175 万 kL を上回る非常に大きなエネルギー量である。 
NEDO ではこの目標達成に向けて、「地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業」の募

集・実施（共同研究、費用の 1/2 NEDO 負担、期間 3 年、平成 18 年度 10 件採用）を行っ

ている。募集要項によると、対象技術分野として、下記の例が上げられている。 
① 木質系バイオマス中小規模直接燃焼システム 
② 木質系バイオマスコジェネ型システム 
③ 鶏糞燃焼システム 
④ 食品系バイオマスエネルギー化システム 
⑤ 燃料化システム（木質・食廃・畜糞・汚泥） 

 これらを見ると、コジェネレーションにより電力と熱の併給になるものもあるが、バイ

オマス燃焼熱を発電するほどには良質(高温)ないしは大規模でない熱源を暖房や温水製造、

温室などの熱源に活用することが主体になるようである。温室野菜の栽培エネルギー原単

位は小さくないので、この普及は大いに進めるべきと言える。たとえば、トマトの温室栽

培では 3～10×103kcal/kg の熱・動力エネルギー原単位になるそうである  (非温室は

0.17×103kcal/kg、資源協会編：家庭生活のライフサイクルエネルギー より)。 
 いま全国的に普及を求められている木質ペレットの特徴を紹介する。木質ペレットは、

原料木材を微粉砕するので電力原単位は、RDF より通常大きくなる。実績値によると 400
～500 kWh/t-ペレットである。製造コストは生産規模約 1,500t/年で、木材資源コストを

3,000 円/t とした場合で、46～56 円/kg になる（設備費の 50％を国庫補助可能の場合は 37
～43 円/kg、東京都農林水産振興財団：木質バイオマスエネルギー事業化報告書、H.13.11
より）。現在の市販実績では、工場出荷価格は 45 円/kg 程度であるが、送料が距離にもよる

が 10 円/kg 程度かかるので、総合すると約 55 円/kg と見るのが妥当のようである 8）。 
 木質ペレットの単価は理想的には 40 円/kg、乃至それ以下（計画では 30 円/kg 以下を掲

げる例もある）と考えられているが、熱量当たりにすると発熱量 4,700 kcal/kg として、8.5
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円/Mcal（2030 円/GJ）以下である。昨今(2008 年 1 月)の灯油市販価格は約 100 円/L であ

るので、灯油発熱量を 8,900 kcal/L として 11.2 円/Mcal（2680 円/GJ）になるから、木質

ペレットにメリットが出てきており、普及の可能性はあると言える。 
 木質ペレットの家庭用ストーブは、北欧やカナダなどで先行的に開発されてきたが、最

近ではわが国でも多数のメーカーが開発・販売を手がけており、それらの使用体験報告も

発表されている 9）。機能的には石油ストーブに較べて、始動・停止など若干時間が長くなる

ものの、スイッチのオン・オフで済み、定期的な灰除去(１回/週又は月)が必要ではあるが、

使い慣れると石油ストーブとほとんど同等との評価である。ただし、燃料の嵩比重から容

積が灯油の約３倍になるので、都会の住宅密集地では燃料置場の点で、普及に難点がある

かと思われる。もちろん、学校、集会所、食堂などの業務用大型ストーブも開発されてい

るし、浴場や水族館などのボイラー熱源設備も開発されている。 
木質ペレットの品質規格設定も諸外国を含めて行われており、わが国でも(財)日本燃焼機

器検査協会、任意団体ペレットクラブ、岩手県などが規格案を提示しているが、表 3-3 は 
岩手県の案である。原料が木質部と樹皮部で発熱量と灰分含量が違うことが注目される。

市販価格も両者で変わるようである。 
 燃焼機器協会案は高位発熱量で、≧16.9 MJ/kg(=4,040 kcal/kg)としており、ペレットク

ラブは低位発熱量で、≧3,600 kcal/kg としている。 
 

表 3-3 岩手県提示の木質ペレット品質基準案 10） 

項目 木部 混合・全木 樹皮 

原料 建築解体木材等の使用のないこと（エコマーク基準） 

寸法 直径 6～8mm、長さ ≦30mm 

かさ密度 ≧550 kg/m3 

出荷時粉化率 ≦1.0％ ≦2.0％ ≦1.5％ 

含水率 ≦12％（乾燥基準） 

灰分 ≦1.0％ ≦1.0％ ≦8.0％ 

発熱量（高位） ≧4,300 kcal/kg ≧3,900 kcal/kg 

重金属類 原料の規定により不純物を排除するため、基準としては定めず 

 
3.1.4 その他の利用 

(1)メタン発酵・発電 
当技術は開発済み技術であり、CO2 発生抑制にも効果が期待されるものであるが、資源

的に対象が畜産糞尿、食品廃液及び下水汚泥に限定される。プロセス的に見ると、メタン

化反応の進行度が 70～80％であり、残余有機物と濃縮された窒素分を含む発酵残液(消化

液) の処理が必要である。この消化液は広い農耕地を所有する場合は、液肥として散布すれ

ば有効であるが、わが国ではそのような条件を満たす場合は少ないとされる。EU 諸国など
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では十分な農耕地を持つ場合が多い。わが国でも研究的には水田への散布が検討されてい

るが、即効性肥料として作用するため、肥効期間に問題がある。したがって、消化液の化

学的な浄化処理が必要であるが、この場合に活性汚泥法(好気性発酵) だけでは不十分で、

窒素分の嫌気性発酵による前処理が必要とされ、工程が複雑化する。 
本法は廃棄物処理費用との相殺によりメリットを生み出すことから実用化が進められて

いるが、より効率的に成立するためには処理規模がかなり大きい必要があり、実現可能サ

イトは限定されるものと考えられる。 
(2)熱分解ガス化・液化 

NEDO では 2001～2004 年度に、三菱重工、中部電力、産業技術総合研究所に委託して、

「バイオマスの高速ガス化方式によるメタノール等気体・液体燃料への高効率エネルギー

転換技術開発」事業を実施している。本事業の目的はバイオマス処理量 2 t/日のパイロット

プラントにより、各種バイオマス（杉、広葉樹、杉バーク、伐採木、流木、建築廃材）に

ついて、ガス化・メタノール合成の運転データを採取して、商用機の設計データを得るも

のであった。 
実施結果では冷却ガス化効率 65％(商用機 75%相当)、メタノール重量収率 20％(商用機

50%相当)を得ている(NEDO 事業原簿、2006.5.31)。勇払・日高地区ガス化・メタノール合

成計画書ではメタノール重量収率を 52％と設定しているので、略技術的目標を達成した運

転データが得られているといえる（5.1.2 節参照）。コスト推定データが十分とはいえないが、

現時点でまだ商用機計画が実現されないのは、コストリスクもさることながら、製品メタ

ノールの流通・消費面での裏付けが十分ではないことによると考えられる。いずれその条

件を満たすケースがあれば商用機は建設されるものと考えられる。 
しかしながら、直近を考えるとガス化・メタノール合成が広く汎用化するのはかなり困

難と評価せざるを得ない。 
 
3.1.5 発電機 

 発電機の種類は蒸気タービン、ガスタービン、内熱エンジン、外熱エンジンに分けられ、

実際にはこれらの複合化も行われている。各種発電機の効率を比較 11）すると、ガスタービ

ンである AHAT や複合サイクル発電が 50％以上の高効率を示している。しかしながら、バ

イオマス由来エネルギーについては、発電規模は数 MW 以下になる可能性が高いので、効

率は低下し、30％以下が一般的である。 
蒸気タービンについては廃棄物発電において実績があるものの、ごみ処理量が 300 t/d よ

り少なくなると発電効率が低下し、200 t/d 以下では発電効率は 20％以下となることが示さ

れている。バイオマス発電が経済的に成立するためには、300 t/d 以上の原料を収集するこ

と、または小型設備での発電効率の向上が必要である。 
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参考図 廃棄物発電における

蒸気タービンの発電効率（出

典；小川紀一郎ら；季報エネル

ギ ー 総 合 工 学 , Vol.19, No.2, 

P.14, 1996.7） 

 
 DDI 社（英国）は、バイオマス用のガスタービンを開発し、5,000 kW で 32％の発電効

率が得られるとしている。バイオマスに用いるには、このレベルでは規模が大きすぎるケ

ースが多いのでマイクロガスタービンが開発されている。一般には 300 kW 未満の電気出

力であり、小型軽量、単純構造、冷却水不要などの特徴がある。消化ガスへ利用したケー

スでは、80 kW マイクロガスタービンで発電効率 25％が報告されている。 
 ガスエンジンは内熱エンジンと外熱エンジンに分けられる。内熱エンジンについては、

希薄燃焼、ミラーサイクル、マイクロパイロット着火などの技術が開発されている。これ

らの技術によって有効圧力 2.0 MP、発電効率 42～45％に達している。発電規模は 1～5 MW
である。最近、この発電機を木質バイオマスに適用可能な低カロリーガス用にチューニン

グして、ガス熱量 1,300 kcal/m3のガスを用いて出力 450kW ガスエンジンで 38％の効率を

得ている。 
 外熱エンジンはタール分が含まれていても運転できるなどの燃料ガス条件が大幅に緩和

される。代表例がスターリングエンジンである。小型設備に適しており実用化されたもの

は 50kW 程度であり、発電効率は 30％が得られている。ガス発熱量が 3,000 kcal/Nm3（13 
MJ/Nm3）以上が必要であるとしている。研究レベルでは、6～26 MJ/Nm3の範囲で 30％
を超える出力が得られたと報告されている。 
以上の結果を、表 3-4 にまとめて示す。各発電機はそれぞれ特徴をもっており、立地条件

や設備費との関係から発電コストを見て最適な発電機を選択する必要がある。 
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表 3-4 バイオマス燃料に適用する発電機の特徴 

 発電効率 特徴 メーカー例 

蒸気タービン 15～20（200t/d 規模） 出力量低下で効率低下  

ガスタービン 32（5000ｋW） 
25％（80kW マイクロ
ガスタービン） 

大型では高効率（50～60％） 
出力量低下で効率低下 

GE Jenbacher 
MGT/Capｓtone、荏原 

内燃エンジン 38（1300kcal/m3、450
ｋW） 

小型から中型 
高発熱量ガスでは効率 42～45％

新潟原動機 
三菱重工 

外熱エンジン 30（55ｋW スターリン
グエンジン） 

ガス条件が緩和 
小型向き 

STMPower（米） 

 
3.1.6 固形燃料製造 

(1)RDF 
廃棄物の固形燃料化は RDF(ごみ固形燃料)がその代表である。RDF は紙、木、プラスチ

ック(粘結剤として作用、塩ビは除く)を重量比で標準的に 5：4：1 の割合で混合・圧縮成型

した長さ数 cm 以下の円柱状成型燃料で、発熱量は約 4,500 kcal/kg である。効果は均一化

による容量減少、腐敗防止、貯蔵・輸送の効率化、並びに燃焼発電効率の向上(10％→30％
程度)にある。固形化収率は約 1.8 t の一般廃棄物から１t の RDF が製造される。 
既に自治体等の焼却炉で多くの実績があり(2002年末で49施設、処理能力約2,900 t/日)、

廃棄物の新エネルギー化に寄与しているといえる。2003 年に三重県で RDF 施設の貯蔵時

に爆発事故があり、一旦導入は低迷したが管理基準も整備され(JIS 化)、普及が進んでいる。

最近は小規模のごみ発生場所では RDF のみを作って、これを大規模焼却炉に運んで焼却す

る方式(廃棄物処理の広域化) が進んでおり、RDF 施設は非常に多くなっている。 
 一般ごみの焼却施設は平成 17 年度(2005 年度)で 1,319 施設(前年度 1,374 施設)であり、

発電設備を有する施設は 21.7％に相当し、総発電量は 7,050GWh (151.5 万 kW)、平均発電

効率 11.5％、平均エネルギー回収率 177kWh/t-ごみ(優秀設備では 500～550 kWh/t-ごみ)
である(環境省資料)。 
  RDF の問題点は製造時の電力原単位が比較的大きいこと(約 160 kWh/t-RDF、電源開発

㈱資料)と、成型機の磨耗が激しくメンテナンス費用が割高なことである。 
(2)木質チップ 
 電力原単位が小さくて可能なのは木質チップである。廃棄物の場合の建築発生木材や未

利用資源の林地残材、間伐材等の木質資源は一定サイズ(5～50 mm)にチップ化することで、

RDF 同様の発電原料となしうる。チップ化は通常、ハンマーミル、カッターミルなどによ

る２段破砕で行われるが、電力原単位は 10～18 kWh/t とされている 12）。したがって、発

電資源としては木質チップ化が有利である。 
 木質チップ等の取引価格について、バイオマス・ニッポン総合戦略会議資料では表 3-5
のような数値が示されている。これから、現状ではチップの品質にもよるが、3,000～5,000
円/t と見ることができるが、一方、NEDO 実証試験等において小規模でチップ化する場合
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はもっと高コストであり、チップ化費用の低下が進められている。 
  

表 3-5  製材残材の発生場所におけるチップ等の取引価格 13） 

種類 取引価格（円/ｔ） 

皮なしチップ 4,000～6,300 

皮付きチップ 500～2,700 

背板 0 

おが粉 0～500 

バーク -6,220～-3,000 

 

 使用面の品質特性としては、RDF ないし次項に述べるペレットに比較すると、形状が不

均一であり、嵩比重が小さいので(約 0.2)、貯留・搬送及び供給装置が大容量で複雑になる。

この意味では比較的大規模の発電ボイラー用燃料向けであり、前述の直接熱利用には適さ

ない。 
 チップ化燃焼時の CO2排出量については、村野昭人ら 12）が、建築発生木材について検討

した例を図 3-7 に示した。 
 

 

 

 
図 3-7 建築発生木材処理における推定 CO2 排出量 12） 

kg-CO2/t 

 
この図で、プログラム 1 は発生木材を全量直接焼却した場合(化石燃料を焼却した場合に

対応)、プログラム 2 は発生木材の 11％を全量焼却し、残り 89％をチップ化した場合、プ
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ログラム 3 は発生木材の 65％を建材ボードなどへの加工再使用し、35％をチップ化した場

合、プログラム 4 は発生木材の 40％を部材再使用し、60％をチップ化した場合である。主

に、プログラム１とプログラム 2 の比較になるが、後者のチップ化方式の CO2排出削減効

果の大きいことが理解される。なお、図中の木材内包 CO2負荷量とは建築資材製造時の CO2

発生量を意味する。また、チップ化時の CO2発生量は電力分も含めて約 19kg-CO2/t-チップ

としている。 
(3)木質ペレット 

次に、木質ペレットという燃料化もある。これは木質資源をチップ化から更に微粉砕(3
次粉砕、ただし、おが屑の場合は粉砕不要) して直径を 6～8mm、長さを直径の 2～3 倍の

円柱状に成型するものである(通常粘結剤不用、木質中のリグニン分が粘結剤の役割を果た

す)。RDF の紙とプラスチックがない場合に相当するが、粒度はかなり小さい。成型方式は

リングダイないし平面ダイでの押し出し成型である。図 3-8 に木質ペレット製造プロセスの

イメージ図を示した。ただし、これは発電燃料というよりも、むしろ家庭用暖房などの燃

料としての用途が考えられている。 
この木質ペレットの利用については、北欧やカナダで先行している。世界の生産量で見

ると、2000 年で既に約 150 万 t であり、2007 年では約 470 万 t に達している。2007 年の

内訳では EU 域内の生産が約 250 万 t、北米（カナダ、米国）の生産が約 190 万 t である。

カナダは製品ペレットを EU に輸出もしている 46)。 
わが国での木質ペレットの生産量は現在 1 万 t 弱（第 5 章参照）であるが、今後は生産

量が拡大すると見られる。関西電力株式会社は発電燃料として、カナダより 2008 年度から

年間 6 万 t を輸入する契約と伝えられる。 
 

 

 
図 3-8  木質ペレットの製造プロセス 14） 
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３．２ 燃焼等直接利用とバイオエタノール製造との経済的比較 

3.2.1 燃焼等直接利用の経済性 

バイオ由来エネルギーを利用した発電について電力コストを調査した。発電プロセスは

CFB－蒸気タービン、混焼、ガス化発電、メタン発酵－発電である。発表されている経済

性を基に電力コストの推定を表 3-6 に示す。これらの前提条件は原料コストおよび発電規模

が異なるために技術的な側面でのコスト比較が難しい。そこで、2,000 kW の発電規模に揃

え、0.7 乗則によるスケールアップまたはスケールダウンにより推定した。また、原料コス

トは別途製造費の要因として一旦ゼロとした。その結果を表 3-7 に示す。 
 

表 3-6 バイオマス燃料の発電コスト 

プロセス CFB15) 混焼16) 固定床17) 固定床17) FICFB17) 噴流床17) KILN18）

発電効率 0.28 0.38 0.29 0.29 0.36 0.50
発電端効率 括弧は総合効率 0.38 0.22 0.22（0.86） 0.25 0.33 0.18

製品 電力 電力 ガス-電力
ガス-電力＋

蒸気
ガス-電力 ガス-電力 ガス-電力

原料 木質廃材 間伐残材 廃材チップ 間伐材 木材チップ 木材チップ
草本、間伐

材

大阪 愛知
Weaner

Neustadt
Volund Guessing Choren 実証機

処理量 (ｔ/ｙ) 70,000 3,866 11,599 13,349 50,967 1,460
発電規模 (ｋW) 10,000 500 1,500 2,000 10,000 201
発電量 (ｋWh/y) 70,080,000 3,504,000 10,512,000 14,016,000 70,080,000 1,408,900
製造費 Feedstock（￥/dry-t) -7,000 6,730

修繕費 （￥/ｋWh) 1.3 1.1 1.1 1.8 1.0 4.3
Feedstock （￥/ｋWh) -7.0 8.6
灰の処理 （￥/ｋWh) 1.3 1.4 1.4 1.2 0.9 1.3
化学薬品 （￥/ｋWh)
その他 （￥/ｋWh)
蒸気、電力 （￥/ｋWh)
輸送費 （￥/ｋWh)
その他変動費 （￥/ｋWh) 4.7 -1.4
労務費 （￥/ｋWh) 2.0
設備減価償却 （￥/ｋWh) 2.9 0.1 3.4 3.4 5.4 3.0 12.8
金利 （￥/ｋWh) 1.0 1.1 1.1 1.8 1.0 4.3
保険 （￥/ｋWh)
固定資産税 （￥/ｋWh) 0.4 0.4 0.4 0.6 0.3 1.5
土地 （￥/ｋWh) 0.1
その他固定費 （￥/ｋWh)

製造費総計 （￥/ｋWh) 6.8 7.3 7.5 7.5 10.9 6.3 24.1  
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表 3-6 バイオマス燃料の発電コスト（続き） 

プロセス KILN18） CFB19,20） CFB/コジェ

ネ19,20） 発酵21） 発酵22）

発電効率 0.24 0.25
発電端効率 括弧は総合効率 0.18 0.17 0.27 0.13

製品 ガス-電力 ガス-電力 ガス-電力
メタン発酵-

電力
メタン発酵-

電力

原料
草本、間伐

材
廃材（製材

工場）
廃材（製材

工場）
食品・農作

物残渣
家畜糞尿

実証機 California 国内

処理量 (ｔ/ｙ) 1,460 14,086 14,086 50,000 3,650
発電規模 (ｋW) 201 1,431 2,328 1,250 105
発電量 (ｋWh/y) 1,408,900 10,028,663 16,311,681 9,307,500 764,219
製造費 Feedstock（￥/dry-t)

修繕費 （￥/ｋWh) 4.3 2.2 2.2 3.9
Feedstock （￥/ｋWh) -13.6
灰の処理 （￥/ｋWh) 1.3 1.8 1.1
化学薬品 （￥/ｋWh) 6.2
その他 （￥/ｋWh) 3.1
蒸気、電力 （￥/ｋWh) 1.8
輸送費 （￥/ｋWh)
その他変動費 （￥/ｋWh) 21.6
労務費 （￥/ｋWh) 3.0
設備減価償却 （￥/ｋWh) 12.8 6.7 6.6 10.5 11.8
金利 （￥/ｋWh) 4.3 2.2 2.2 3.9
保険 （￥/ｋWh)
固定資産税 （￥/ｋWh) 1.5 0.8 0.8 1.4
土地 （￥/ｋWh)
その他固定費 （￥/ｋWh) 2.7 0.0

製造費総計 （￥/ｋWh) 24.1 13.8 12.8 34.8 21.5  
 

表 3-7 バイオマス燃料の発電コスト比較 

プロセス CFB
15) 混焼16) 固定床17) FICFB17) 噴流床17) KILN18） CFB19,20） 発酵21）

発電効率 0.28 0.38 0.29 0.36 0.50 0.24
発電端効率 括弧は総合効率 0.38 0.22 0.25 0.33 0.18 0.17

製品 電力 電力
ガス-電力＋

蒸気
ガス-電力 ガス-電力 ガス-電力 ガス-電力

メタン発酵-
電力

原料 木質廃材 間伐残材 間伐材 木材チップ 木材チップ
草本、間伐

材
廃材（製材

工場）
食品・農作

物残渣

大阪 愛知 Volund Guessing Choren 0.7乗則 California

処理量 (ｔ/ｙ) 14,000 7,026 15,290 13,349 10,193 14,600 19,687 80,000
発電規模 (ｋW) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,010 2,000 2,000
発電量 (ｋWh/y) 14,016,000 14,016,000 14,016,000 14,016,000 14,016,000 14,089,000 14,016,300 14,892,000
製造費 Feedstock（￥/dry-t)

修繕費 （￥/ｋWh) 2.1 1.4 1.8 1.6 2.1 2.0
Feedstock （￥/ｋWh)
灰の処理 （￥/ｋWh) 1.3 0.7 1.4 1.2 0.9 1.3 1.8
化学薬品 （￥/ｋWh) 0.0
その他 （￥/ｋWh) 0.0
蒸気、電力 （￥/ｋWh) 0.0 0.6
輸送費 （￥/ｋWh)
その他変動費 （￥/ｋWh) 4.7 0.0 21.6
労務費 （￥/ｋWh) 1.0 0.0 0.7 0.9 0.8 1.1 1.0
設備減価償却 （￥/ｋWh) 6.2 0.2 4.3 5.4 4.9 6.4 6.1 9.1
金利 （￥/ｋWh) 2.1 0.1 1.4 1.8 1.6 2.1 2.0
保険 （￥/ｋWh)
固定資産税 （￥/ｋWh) 0.7 0.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
土地 （￥/ｋWh)
その他固定費 （￥/ｋWh) 0.0 2.7

製造費総計 （￥/ｋWh) 18.2 1.6 9.8 11.8 10.4 13.8 13.7 33.4  
 
 混焼は設備費が最も低く、低コストの発電の可能性がある。しかし、追加する必要があ
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る設備費のみを算定していることによるため、火力発電所の混焼率分を加える必要がある。

混焼率が 4％では発電効率が低下しないとしているが、混焼率をどこまで上げることができ

るかによって利用可能な量が明確となる。利用可能量は、バイオマス燃料の安定的な確保

と収集コストが上限を決める要素である。 
 
循環流動層（CFB）－蒸気タービンは、設備費がガス化発電より低くても、発電端効率

が 20％以下のため、発電コストはやや高くなっている。ガス化発電は固定層、循環流動層

（ICFG）、噴流層ともに比較的安価な発電コストが得られている。 
ロータリーキルンについては、発電コストはやや高いものとなった。スケールアップは

伝熱特性からキルン径を大きくしても1次元の拡大であることから0.7乗則を適用すると設

備費を過小評価する可能性がある。チャーは搬送が容易であることから利用方法に自由度

があるという特徴がある。 
メタン発酵－発電については、最も高コストになった。国内の家畜糞尿を燃料とした場

合は基データが 100 kW から 2,000 kW へのスケールアップを 0.7 乗則で行うのは正確性に

かける可能性はあるが、燃料コストをマイナスと見ても発電コストは高い。カリフォルニ

アでの試算結果ではガス化設備費が 90％を占めており、この設備費の低下が課題である。 
 既存電力コストと競合できるバイオマス発電コストは、RPS クレジット 5 円/kWh を考

慮すれば、12 円/kWh 程度であろう。この視点から、現状の技術でバイオマス燃料を発電

に利用できるのは、混焼およびガス化発電が有望である。 
一方、Feedstock コストは－15～10 円/kWh 程度の範囲がある。メタン発酵を除けば、

Feedstock によって総製造費の変動が大きいので、立地条件によって最適プロセスを選択す

る必要がある。 
 
3.2.2 エタノール製造の経済性 

 バイオマス燃料からエタノール製造コストの文献調査結果を表 3-8 に示す。発電コストの

場合と同様に前提条件が異なることから、比較のためには生産規模条件を揃えることが必

要である。ここで示したプロセスは、前処理と酵素発酵であるので、バイオマス原料の種

類やコストによる製造コストへの影響が大きい。そこで、表 3-8 から生産規模を同一として

製造コストを見ると表 3-9 になる。また、コストへの影響が大きいバイオマス原料について、

コストを表 3-10 に示す。 
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表 3-8 バイオマス燃料のエタノール製造コスト 

製品 BEF23） BEF24） BEF24） BDF国内
24） BEF25） BEF26）

原料 木質系 建築廃材 未利用樹 廃食用油 玄米 二毛作(栃木）

生産量 （KL/年） 50,000 3,600 3,600 450 6,700
製造費 Feedstock（￥/dry-t) 3,000 -3,500 32,400 0 20,000 10,970

修繕費 （￥/L) 3.4 9.6
Feedstock （￥/L) 10.2 -11.1 108.3 0.0 44.8 27.1
副原料（メタノール） （￥/L)
酵素（Cellulase) （￥/L) 0.0 0.0 0.0 0.0
化学原料 （￥/L) 3.0 0.0 0.0 0.0
触媒他 （￥/L) 2.0 0.0 0.0 0.0
その他原料 （￥/L) 2.9 0.0 0.0 0.0 -14.3
蒸気、電力 （￥/L) 0.0 0.0 0.0 7.4
輸送費 （￥/L) 6.0
その他変動費 （￥/L) 1.9 44.4 44.4 45.0 3.1 70.0
労務費 （￥/L) 1.7 18.2
設備減価償却 （￥/L) 10.3 63.9 63.9 20.0 14.3
金利 （￥/L) 3.4 4.0 9.4
保険 （￥/L)
固定資産税 （￥/L) 1.2 1.4 0.0
土地 （￥/L) 0.0 0.0 0.8
その他固定費 （￥/L) 1.0 60.0

製造費総計 （￥/L) 40.0 97.2 216.7 71.4 113.6 142.8  
 

表 3-8 バイオマス燃料のエタノール製造コスト（続き） 

製品 BEF/タイ27） BEF/マレー

シア28）
BEF/ブラジ

ル29） BEF30） BEF30） BEF30）

原料 Cassava pulp パーム残渣 サトウキビ 作物（5年後）
作物（10-15

年後）
作物（＞20年

後）
生産量 （KL/年） 257,500 3,245,000 55,000 172,161 590,265 1,180,529
製造費 Feedstock（￥/dry-t) 900

修繕費 （￥/L) 4.7 2.2 1.9
Feedstock （￥/L) 6.1 10.2 25.2 16.8 14.0
副原料（メタノール） （￥/L)
酵素（Cellulase) （￥/L) 15.6 5.3 1.6
化学原料 （￥/L)
触媒他 （￥/L)
その他原料 （￥/L) 0.9 -1.0
蒸気、電力 （￥/L) 1.2
輸送費 （￥/L) 3.7
その他変動費 （￥/L) 3.0 2.9
労務費 （￥/L) 0.9 0.6 1.2 0.5 0.5
設備減価償却 （￥/L) 6.2 1.4 14.1 6.6 5.7
金利 （￥/L) 4.7 2.2 1.9
保険 （￥/L) 0.6
固定資産税 （￥/L) 1.7 0.8 0.7
土地 （￥/L)
その他固定費 （￥/L) 5.6 0.3

製造費総計 （￥/L) 15.3 12.2 14.9 67.2 34.4 26.2  
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表 3-9 バイオマス燃料のエタノール製造コスト比較 

製品 BEF23） BEF23） BDF国内
24） BDF輸入24） BEF25） BEF25）

原料 木質系 木質系 廃食用油 パーム油 玄米 玄米

生産量 （ｋL/年） 50,000 5,000 5,000 50,000 5,000 50,000
製造費 Feedstock（￥/dry-t) 3,000 3,000 0 50,880 20,000 20,000

修繕費 （￥/L) 3.4 6.8 1.7 14.0 7.0
Feedstock （￥/L) 10.2 10.2 0.0 45.8 44.8 44.8
副原料（メタノール） （￥/L) 2.5
酵素（Cellulase) （￥/L) 0.0 0.0 3.5 3.5
化学原料 （￥/L) 3.0 3.0 4.5 4.5
触媒他 （￥/L) 2.0 2.0 2.0 2.0
その他原料 （￥/L) 2.9 2.9 2.9 2.9
蒸気、電力 （￥/L) 0.0 0.0 7.4 7.4
輸送費 （￥/L) 6.0 6.0
その他変動費 （￥/L) 1.9 1.9 45.0 5.0
労務費 （￥/L) 1.7 3.4 1.0 0.8 7.0 3.5
設備減価償却 （￥/L) 10.3 20.5 5.8 5.1 42.0 21.1
金利 （￥/L) 3.4 6.8 1.9 14.0 7.0
保険 （￥/L)
固定資産税 （￥/L) 1.2 2.4 0.7 4.9 2.8
土地 （￥/L)
その他固定費 （￥/L) 1.0 3.5

製造費総計 （￥/L) 40.0 59.9 55.4 64.4 153.1 112.5  
 

表 3-9 バイオマス燃料のエタノール製造コスト比較（続き） 
製品 BEF/タイ

27）
BEF/タイ

27） BEF/ブラジ

ル
29） BEF

30）
BEF

30）
BEF

30）

原料 Cassava pulp Cassava pulp サトウキビ 作物（5年後）
作物（10-15

年後）
作物（＞20年

後）
生産量 （ｋL/年） 5,000 50,000 55,000 50,000 50,000 50,000
製造費 Feedstock（￥/dry-t) 900 900

修繕費 （￥/L) 6.8 4.6 4.9
Feedstock （￥/L) 6.1 6.1 10.2 25.2 16.8 14.0
副原料（メタノール） （￥/L)
酵素（Cellulase) （￥/L) 15.6 5.3 1.6
化学原料 （￥/L)
触媒他 （￥/L)
その他原料 （￥/L) 0.9 0.9 -1.0
蒸気、電力 （￥/L) 1.2 1.2
輸送費 （￥/L)
その他変動費 （￥/L) 2.9
労務費 （￥/L) 3.0 1.5 0.6 3.4 2.3 2.4
設備減価償却 （￥/L) 20.2 10.1 1.4 20.5 13.8 14.7
金利 （￥/L) 6.8 4.6 4.9
保険 （￥/L) 0.6
固定資産税 （￥/L) 2.4 1.6 1.7
土地 （￥/L)
その他固定費 （￥/L) 0.3

製造費総計 （￥/L) 31.4 19.8 14.9 80.8 49.0 44.2  
 
エネルギー作物のコストは世界の平均では、400 円/GJ 程度でありエタノール製造コスト

の 35％程度である。日本では、600 円/GJ 以上と高く、エタノール製造コストの内で 30 円

/L を占めている。ブラジルではサトウキビが 160～210 円/GJ と報告されている。この場合

は、エタノール製造コストの 10 円/L 程度である。米国では、理想的な機械化農業を想定し

たコスト試算では 90 円/GJ であり、これが可能であれば原料コストは 5 円/L 程度となる。

また、スイッチグラスの栽培の研究からは、4.2～10.3 t/ha の生産が得られ米国では 200 円

/GJ を下回るコストであると推定しており、有望な作物として注目されている。 
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 廃棄物の中には間伐残材や未利用樹などの木質資源を含ませている。原料コストは建築

廃材等の現状において処理費が掛かっているものと集荷費のみの場合で評価が異なってい

る。また、発生場所によっても評価が異なっており、アイルランドの古紙は日本とは異な

りマイナス評価である。 
 

表 3-10 バイオマス資源のコスト 

コスト 発熱量
(円/t-dry) (円/GJ) (GJ/t-dry)

作物 玄米
25） 20,000 1,176 17.0 新潟

Cassava pulp
27） 3,000 167 18.0 タイ

サトウキビ
29） 3,536 208 17.0 ブラジル

竹類
31） 5,100 300 17.0 ブラジル

二毛作
26） 10,970 645 17.0 栃木

休耕田
32） 11,184 658 17.0 新潟

エタノール原料平均
33） 8,400 420 20.0

やなぎ34） 4,200 210 20.0 東EU

スイッチグラス
35） 3,060 170 18.0 米国

ヘンプ（オガラ）
36） 21,000 1,235 17.0 フランス

リグノセルロース
37） 1,516 89 17.0 米国

やなぎ
38） 5,833 292 20.0 ポーランド

ネピアグラス
39） 10,000 597 16.7 沖縄

ミスカンサス
40） 14,000 778 18.0 アイルランド

リードカナリーグラス
41） 10,925 607 18.0 スエーデン

やなぎ
42） 9,600 480 20.0 北アイルランド

とうもろこし
43） 1,352 85 16.0 米国

ポプラ
44）

廃棄物 木質廃材
15） -7,000 -368 19.0 大阪

間伐残材16） 6,730 354 19.0 愛知

家畜糞尿
22） -2,849 -213 13.4 宮崎

建築廃材
24） -3,500 -184 19.0 全国

未利用樹
24） 32,400 1,705 19.0 全国

木質廃材
23） 3,000 158 19.0

古紙
45） -35,000 -1,989 17.6 アイルランド

種類 場所
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３．３ 国内へのバイオ由来エネルギー導入シナリオ 

3.3.1 変換プロセスの抽出とコスト試算 

発電およびエタノール製造のプロセスを取り上げて、それらのコストの概略試算結果を

表 3-11 に示す。発電の Feedstock コストは廃棄物と未利用資源では差が大きいので示して

いない。この表から、国内へのバイオ由来エネルギー導入にとってコスト面で有望なプロ

セスを抽出すると以下になる。 
(1)発電     ：①混焼、②ガス化・発電 
(2)エタノール製造：①木質系、②海外リファイナリー、③国内におけるエネルギー作物 

 
表 3-11 バイオ由来エネルギーの変換プロセスのコスト試算（3.2 節より） 

プロセス CFB 混焼 固定床 FICFB 噴流床 KILN CFB 発酵

発電効率 0.28 0.38 0.29 0.36 0.50 0.24

発電端効率 0.38 0.22 0.25 0.33 0.18 0.17

製品 電力 電力
ガス-電力

＋蒸気
ガス-電力 ガス-電力 ガス-電力 ガス-電力

メタン発酵-
電力

原料 木質廃材 間伐残材 間伐材 木材チップ 木材チップ
草本、間伐

材
廃材（製材

工場）
食品・農作

物残渣

大阪 愛知 Volund Guessing Choren 電中研 California

処理量 (ｔ/ｙ) 14,000 7,026 15,290 13,349 10,193 14,600 19,687 80,000
発電規模 (ｋW) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,010 2,000 2,000
発電量 (ｋWh/y) 14,016,000 14,016,000 14,016,000 14,016,000 14,016,000 14,089,000 14,016,300 14,892,000
製造費 Feedstock （￥/ｋWh)

設備減価償却 （￥/ｋWh) 6.2 0.2 4.3 5.4 4.9 6.4 6.1 9.1

製造費総計 （￥/ｋWh) 18.2 1.6 9.8 11.8 10.4 13.8 13.7 33.4

既設発電の増分

原典 NEDO NEDO METI METI 全農 NEDO METI

製品 BEF BEF BDF国内 BDF輸入 BEF BEF/タイ
BEF/ブラ

ジル
BEF(5yr)

BEF(>20yr
)

原料 木質系 木質系 廃食用油 パーム油 玄米
Cassava

pulp
サトウキ

ビ
生産量 （ｋL/年） 50,000 5,000 5,000 50,000 50,000 50,000 55,000 50,000 50,000
製造費 Feedstock （￥/L) 10.2 10.2 0.0 45.8 44.8 6.1 10.2 25.2 14.0

設備減価償却 （￥/L) 10.3 20.5 5.8 5.1 21.1 10.1 1.4 20.5 14.7

製造費総計 （￥/L) 40.0 59.9 55.4 64.4 112.5 19.8 14.9 80.8 44.2

文献

エネルギー作物

 
次に、有望なプロセスの国内に

おける実現性を見るために、変動

因子を以下のように選定して、

Feedstock コストの範囲を求めた。 
(1)発電：変換効率（0.27、0.33）、
設備費（50 億円/10,000 kW、40
億円/10,000 kW） 
(2)エタノール：変換効率（200 
L/t-dry、340 L/t-dry） 
ここで、バイオマスの輸送コスト

は廃棄物における全国の賦存量

から平均的に、35 km の輸送距離で 25 万 t/y が集荷できるとした（第 2 章参照）。集荷量と
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図 3-9 バイオマス集荷量と輸送コスト 
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輸送コストの関係を図 3-9 に示す。エネルギー作物は、廃棄物に比べて 500～1,000 円/t 程
度の輸送コストが低減する可能性があるが、ここではそれを考慮しない。また、ガス化・

発電の平均の設備費は 1 万 kW 規模で 45 億円であるが、前処理等の設備費増分が明確でな

いことから 40～50 億円と幅を持たせた。 
 発電コスト試算結果の例を図 3-10 に示す。現在のガソリンコストを 120 円/L とし、税金

53.8 円/L を除けば、ガソリン製造コストは 66 円/L である。ガソリンと等熱量のエタノー

ルコストは、45 円/L となる。目標とする発電コストは、RPS クレジット 5 円/kWh を現在

の火力発電端コスト 7 円/kWh に加えた 12 円/kWh とした。発電端効率を 0.33、1 万 kW
の発電設備費を 40 億円とした場合、12 円/kWh を達成できる Feedstock コストは 7,500 円

/t-dry（500 円/GJ）となる。この場合のプラント規模は 40,000 kW であり、20.4 万 t/y の

Feedstock の集荷が必要となる。 
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図 3-10 プラント規模と発電コストの

試算例 
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図 3-11 プラント規模とエタノール製

造コストの試算例 

 
 エタノール製造コスト試算結果の例を図 3-11 に示す。目標とするエタノール製造コスト

は、77 円/L とした。ガソリン製造コストを 66 円/L とした場合、ガソリンと等熱量のエタ

ノールコストは 45円/Lである。仮にRPSクレジット相当分がバイオエタノールにあれば、

これを加えると 77 円/L となる。変換効率 340 L/t-dry とした場合、77 円/L を達成できる
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Feedstock コストは 15,000 円/t（830 円/GJ）である。プラント規模は 80,000 kL/y であり、

23.5 万 t/y の Feedstock の集荷が必要となる。 
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図 3-12 エネルギー作物のコスト 
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図 3-13 廃棄物・未利用資源のコスト 

注：トウモロコシ

（米国）は開発目

標コスト 

トウモロコシ（シカ

ゴ 2005）は 2005

年シカゴ商品取

引所の価格 81.4

ドル/ｔ、2008.1 は

184 ドル/ｔに高騰 
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このようにして、目標とする製造コストが得られる Feedstock コストを求めることがで

きる。一方、現在発表されている Feedstock コストは、エネルギー作物について図 3-12、
廃棄物や未利用資源について図 3-13 に示すとおりである（表 3-10 参照）。廃棄物について

は、逆有償が多く、幅が大きい。 
 

3.3.2 有望なプロセスの実現性 

(1)発電 
ガス化・発電について、12 円/kWh を得るための Feedstock コストを表 3-12 に示す。変

換効率 0.27、高設備費では、対象とする Feedstock は廃棄物系に限られるが、変換効率が

0.33 となる場合や設備費が 1 万 kW で 40 億円であれば、一部の未利用資源が使用できる可

能性が高い。 
 

表 3-12 12 円/kWh を得るための原料コスト（円/GJ） 

変換効率

設備費 
0.27 0.33 

40（億円/１万ｋW） 370 500 

50（億円/１万ｋW） 270 400 

 

混焼については、発電効率を 0.35 とすれば、1kWh の発電には約 1/100 GJ の Feedstock
が必要となるので、バイオマス価格が 100 円/GJ の増加で電力コストは１円/kWh の増加に

なる。混焼で 12 円/kWh の Feedstock コストは 740 円/GJ となり、ガス化・発電に比べて

有利である。 
 

表 3-13 混焼発電における 12 円/kWh を得る原料コスト 

RPS クレジット 設備費による増分 石炭火力のベース 原料コスト 

5（円/ｋWh） 1.6（円/kWh） 7.0（円/kWh）  

500（円/GJ） 160（円/GJ） 400(円/GJ) 740（円/GJ） 

740＝500-160＋400、一般炭価格：400 円/GJ 

 

発電については以下の結果が得られる。 
①廃棄物系および一部の未利用材が利用できる。 
②現状では、混焼が最も有利なコストとなる。 
③未利用樹の利用は、一般に集荷コスト（1,700 円/GJ）を削減する必要がある。 
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(2)エタノール製造 
 表 3-14 にエタノール製造コストを 77 円/L および 45 円/L とした場合の、Feedstock コ

ストを示す。現状の技術では、海外のエネルギー作物を除けば、国内では廃棄物系を原料

とする製造のみが 77 円/L を達成できる可能性がある。また、340 L/t-dry の変換効率が得

られれば一部のエネルギー作物の利用が可能となる。 
 

表 3-14 エタノール製造原料コスト（円/GJ） 

変換効率

コスト 
200 L/ｔ-ｄｒｙ 340 L/t-dry

77 円/L 390 830 

45 円/L 60 220 

 

①現状では、国内におけるエタノール製造原料は廃棄物が対象となる。 
②エネルギー作物は海外とのコスト差が大きく、国内でのエタノール製造コストの競争

力はない。さらに、海外での製造は大型プラントが成立しやすいことから海外リファイ

ナリーによる製造・輸入は経済性で有利である。 
③今後は、変換効率の向上が課題である。変換効率の向上によって国内でのエネルギー

作物も一部利用可能となる。 
④エネルギー作物のコスト低下が必要である。また、日本では分散した作物栽培地から

の輸送コスト低減も課題である。 
 
 
３．４ まとめ 

(1)現在の火力発電端コストを7円/kWhとしRPSクレジット 5円/kWhを加えた12円/kWh
の電力コストは、Feedstock コストが 500 円/GJ 以下であればガス化発電等のプロセスによ

って得られる可能性がある。 
(2)ガソリンコストから税金 53.8 円/L を除いたガソリン製造コストを 66 円/L とすればガソ

リンと等熱量のエタノールコストは、45 円/L となる。これを達成するには、Feedstock コ

ストを 60 円/GJ 以下にする必要があり、現状の国内では廃棄物が対象となる。一方、電力

と同じ熱量の RPS クレジットがあると仮定すると、エタノール製造コストは 77 円/L とな

り、変換効率 340 L/t の技術が開発されると、Feedstock コスト 830 円/GJ 以下で製造の可

能性がある。この場合は、わが国においてもエネルギー作物や未利用資源の活用が拡大す

るものと推定される。 
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(3)火力発電での混焼は、使用量が限られるものの初期設備投資が小さく、プラント規模の

大きさを享受できるので電力コストは低くなると推定される。 
(4)直接燃料利用は、小規模であるために適用範囲が広く、且つ燃料化技術が開発されつつ

あることから、灯油等の燃料に比べて経済的に有利となる可能性がある。普及システムの

課題がある。 
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第４章 各国の取り組みの現状 

 
４．１ 各国の現状 

バイオマスエネルギーの利用にはバイオマス資源を燃焼して発電することも含まれるが、

それらの技術は概ね開発済みと見なされるので、ここでは 近の技術開発と利用の進展が

目覚しいバイオエタノール(BEF）とバイオディーゼル(BDF) の開発・導入について、主要

国に関しての調査結果を報告する。さらにそれらを総括して国家間比較と問題点の指摘を

行う。 
 

4.1.1 主要国のバイオエタノール (BEF) の開発・導入の現状 

(1)米国・カナダ 

世界的な原油価格の高騰から、 近の米国における燃料用バイオエタノールの生産は急

激な増加を続けている。これは 2005 年に成立した「エネルギー政策法－2005 年」によリ、

2006 年の消費ガソリンの 2.78％に相当する 40 億ガロン(約 1,500 万 kL)をバイオ燃料に代

替することが義務づけられたことによるが、さらにブッシュ大統領が2007年の年頭教書で、

「Twenty in Ten」政策を提示したことが拍車をかけている。 
この政策は、2017年までの10年間にガソリン消費量を20％削減するという提案である。

実際にはその内の 15％に相当する 350 億ガロン(約 1 億 3,000 万 kL)を再生可能燃料ないし

は代替燃料(RFS：Renewable Fuels Standard)に代替し、不足の 5％分は省エネルギーなど

の合理化で達成することになっている。強硬な提案に見えるが、化学や石油など関連協会

は実現可能として提案実現に努力している。目的は米国のエネルギー・セキュリティの強

化、すなわちエネルギー自給率のアップにある。 
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図 4-1 米国のエタノール生産量の推移(1980～2005 年)1)  

 
米国の 2005 年におけるバイオエタノール生産量は約 1,500 万 kL であるが、2006 年は約

1,900 万 kL で、これは後述するブラジルの生産量を大きく超える量で、米国は世界一のバ

イオエタノール生産国となっている。さらに製造設備能力の増強は続いており、2007 年の
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見通しで、約 120 億ガロン(約 4,500 万 kL) に達する状況にある。 
 

 
図 4-2 米国の燃料エタノール生産設備能力推移 2) 

 
  エタノールの輸送用燃料への使用は、ガソリンに容積比で 3%混ぜたものを E3 ガソリン、

10%混ぜたものを E10 ガソリンなどとして使用することになる。 終的に現在 E15 ガソリ

ンまでが目標にされている。しかしながら、これらの原料は食料・飼料として生産されて

きたトウモロコシのデンプンである。 
 2005 年のトウモロコシの生産量は約 2 億 8,000 万 t であるが、このうち約 15%に当たる

4,100 万 t がバイオエタノール用に消費されており、この比率は今後さらに増大すると見ら

れている。E15 ガソリンの供給にはトウモロコシの耕作地確保にも問題が生ずる。そのこ

とは当然、食料・飼料の需要供給に影響を与えており、すでに世界的な食料価格の高騰が

始まっていることも指摘されている。 
 したがって、デンプンを原料としない、木材チップ、ワラ、干草などセルロース系原料

からエタノールを作る、いわゆる第 2 世代のバイオエタノール製造法の確立が急がれると

ころである。トウモロコシにしても種実のデンプンだけではなく、茎や葉のセルロース分

も原料化できれば生産性は大きく向上することになる。 
 第 2 世代のバイオエタノールの製造法については別章で詳しく述べるが、現在、セルロ

ースの糖化(デンプン化) について実験的には内外において実証されているものの、商用プ

ロセスとしては実用化には至っていない。米国においてもこの分野の開発研究に 2007 年度

会計予算で 1 億 5,000 万ドルが計上 3)されている。 バイオエタノールの価格については、

2006 年の資料 3)によると、米国のトウモロコシから作られるバイオエタノールの生産コス

トは 0.25 ドル/L であるのに対し、ブラジルのサトウキビから作られるバイオエタノールの

生産コストは 0.20 ドル/L であり、単純には米国品は割高である。ただし、現在米国国内で

は輸入アルコールに 0.14 ドル/L の関税が賦課されているので、国内の競争力は維持されて

いる。しかしながら、輸出条件や関税率の変更を考えた場合、問題であることが指摘され

ている。 
 もっとも、今後の研究開発の進展によって、トウモロコシの原料当たり、ないしは作付
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面積当たりの収量が改善されれば判断が異なってくる。 
 また、トウモロコシの生産地が米国国内で中西部に片寄っていることから、国内での輸

送や備蓄のインフラの問題もある。エタノールは吸水性が強いので、既存のパイプライン

を使った送液は適切でなく、貨車ないしタンクローリー輸送が基本になっている。 
 
 カナダでも、連邦政府が 2006 年に輸送燃料へのバイオ燃料混合の義務化を提案し、2010
年から 2012 年までに、ガソリンへのエタノール混合率を 5％、軽油と暖房用石油系燃料へ

の BDF の混合率を 2％にすることを決めている。 
 バイオエタノールの製造については、米国よりかなり遅れているが、開発研究はバイオ

マスを効率的に燃焼・利用する研究も含めて活発に行われている。すなわち、カナダ政府

は 2005年に「エタノール拡大プログラム(Ethanol Expansion Program)を設定し 1億 1,800
万カナダドル(1 ドル≒94 円)の拠出を決めており、新技術の開発にも積極的な助成を行って

いる。政府は 2007 年末で年産 120 万 kL/年の能力拡張を予定している。 
注目されるのはアイオジェン社のエタノール生産技術の開発で、小麦ワラセルロースを

前処理・酵素分解するプロセスで、年産 17 万 kL の工場建設を予定している。同社は発酵

過程に遺伝子組み換え技術も採用しているという 4)。 
 
(2)ブラジル・コロンビア 
 南米ブラジルでのエタノールのガソリンへの添加は非常に古く、1931年にエタノール 5%
の混合が義務づけられている。発端は 1929 年の世界恐慌による、国際砂糖価格の下落への

対策であった。その後、1970 年代の石油危機では、当時の高い原油輸入依存度(76.9%)を緩

和するために、1975 年にエタノールの使用拡大を図る「プロアルコール(PROALCOOL)政
策」が実施された。 
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図 4-3 ブラジルのエタノール生産量推移（原油価格推移と対比）6) 
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 これは、アルコール価格の規制や買上げ、販売保障、新規工場・備蓄設備建設への低利

融資、100%アルコール車(正しくはアルコール分 96%の含水アルコール)の開発と減税、な

どの措置を含み総合的にアルコール需給拡大を目的としたものであった。その結果、エタ

ノール生産量は 1970 年代前半には 60 万 kL 程度だったものが、1885 年には約 1,200 万 kL
に拡大した。しかしながら、1990 年以降は各種の規制緩和、補助金の減額・廃止が行われ、

現在はアルコールの生産、市場ともブラジルでは完全自由化されている 5)。 
 図 4-3 はブラジルの原油価格と対比したエタノール生産量の推移である。原油輸入依存対

策として始まったエタノールの大量生産であるが、実は 1973 年に発見されたリオデジャネ

イロ沖の大型カンポス油田からの原油生産が、 近になって本格化しており、ブラジルは

現在石油自給が実現されつつある(2005 年自給率 89％)。この点でエタノール大量生産の理

由の大半が消滅したことになるが、地球環境保全の視点から現在も対ガソリンでエタノー

ルの 20～25％使用が目標になっている。 
 しかし、この使用量では生産能力にかなりの余力があり、余剰分の輸出が考えられる。

そこで、ブラジルはエタノール大量生産国(世界の 4 割を生産)として、エタノールを主力輸

出商品化する計画が設定されている。ちなみに、輸出先は日本、中国、韓国などが想定さ

れている 5) 。 
 
 万 kL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-4 ブラジルの 近にバイオエタノール生産量、消費量、輸出量７) 
 
 ブラジルにおけるバイオエタノールの生産コストは、前項に 0.20 ドル/L で、米国より安

いとされているが、わが国の経済産業省資源エネルギー庁の調査研究では表 4-1 のような試

算を示している。総コストが約 15 円/L で、内原料費が 10 円/L となっている。究極的な理

想値と見られるが、2003 年の工場渡し実績値でも 20～40 円/L であったとしているので、

実際にも、世界的に十分競争力のあるコストが実現されていると見られる。  
 このような低コストを背景に、ブラジル政府は 2005 年に、「国家アグリエネルギー計画」

を設定して、エタノールの輸出拡大政策を打ち出している。政府は現在から、さらに 1,200
万 kL の増産が可能とみているようである 5) 。ただし、2005 年以降、ブラジル通貨レアル
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の円換算レートは高騰しており、仮に日本に輸出販売するとしても、必ずしも順調にはい

かない可能性もある。いずれにしても、為替レート、輸出インフラ整備、ブラジル国内の

サトウキビ耕作地と他農産物(主に大豆)との競合問題などが派生するであろう。 
 

 表 4-1 ブラジルにおけるエタノールコスト推定値８） 

内訳 円/L 割合（％） 

施設費 0.25 2 固定費 

設備費 1.42 10 

原料費 10.15 68 

人件費 0.63 4 

保険費 0.60 4 

その他運転経費 2.85 19 

変動費 

副収入（蒸留廃液肥料） -1.03 -7 

計 14.88 100 

（設備規模 55,000kL/年、単価 2003 年基準） 

 
南米コロンビアでもサトウキビからバイオエタノールの生産が行われており、日産 1,000 

kL 超とされている。さらにテンサイ、サトウモロコシ(モロコシの一種)などを原料とする

工場も建設予定で、2007 年には生産が倍増するとしている。なお、BDF になるが同国では

アブラヤシの栽培も大規模に行われており、35 のヤシ油加工工場が稼動予定と関係ニュー

スは伝えている 9)。 
 

(3)EU 諸国 
EU 諸国もバイオ燃料の開発・導入に積極的である。 初に EU (ヨーロッパ国家連合) 全

体としての概要を紹介し、ついで構成主要国の状況を説明する。 
欧州委員会(EU 執行機関) は地球温暖化対策や石油依存度の低減を目的として、2003 年

に｢バイオ燃料の利用を促進する EU 指令｣(Directive 2003/30/EC) を採択した。その内容

は、2005 年末までにガソリンおよびディーゼル燃料中のバイオ燃料比率 2%を達成する。

2010 年末までに同比率を 5.75%まで引き上げるというものである。 
 

表 4-2 EU バイオ燃料指令に基づく 2005 年の導入目標値 10) 

導入目標の範囲 該当する加盟国 

2.5％以上 スウェーデン（3％）、オーストリア（2.5％）、チェコ（2006 目標：3.7％） 

2％以上 2.5％未満 ドイツ、フランス、スペイン、ポルトガル、ベルギー、ラトビア、リトアニ

ア、スロバキア（以上 2％）、オランダ（2006 目標：2％） 

1％以上 2％未満 イタリア、キプロス（以上 1％） 

1％未満 ギリシャ（0.7％）、ポーランド（0.5％）、ハンガリー（0.4～0.6％）、英国

（0.3％）、マルタ（0.3％）、フィンランド（0.1％）、アイルランド（0.06％） 
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これより先 2001 年にまとめたエネルギー供給の安全保障戦略(通称グリーンペーパー)で、

2020 年に 20%にする目標を設定している。なお、EU では上記設定値と異なる数値を設定

する国は、客観的理由を必要としており、2005 年目標に対する各国の状況は表 4-2 のよう

になっている。数値はそれぞれの国家事情を 
反映していると見られる。 

バイオ燃料は通常燃料より価格が高いため、

EU 委員会は加盟国にはバイオ燃料に対し全

額免除を含めた各種の税制優遇措置を採るこ

とを認めている。また、各国ではバイオ燃料

の原料となる農作物栽培に対して補助金交付

も行われている。 
ところで、EU の場合、ガソリン車とディー

ゼル車を比較した場合、ディーゼル車の割合

が多く、したがって、生産されるバイオ燃料

もバイオディーゼルが圧倒的である。例えば

2005 年で、バイオディーゼルが 81.5%、バイ

オエタノールが 18.5% であり、2006 年では

バイオディーゼルが 87%になっている。この点は米国やブラジルと大きく異なる。この意

味で、バイオエタノールは EU では２次的な扱いになるが、本報告ではエタノールの状況

を先に説明する。 

バイオ
ディーゼ
ル, 81.5

バイオエ
タノール,

18.5

 
図 4-5 EU におけるバイオ燃料の生産内訳

(2005 年)11) 
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図 4-6 EU におけるバイオエタノール生産量 11) 

 
EU 全体でのバイオエタノールの生産は、2005 年で 72 万 t(92 万ｋL)であり、同年の米

国 1,500 万 kL、ブラジルの 1,600 万 kL に比較して格段に少ない量である。量的な比較で

は BDF 量と論ずべきものであろう。さりながら、EU 域内各国のバイオエタノール生産事

情を若干考察してみる。 
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表 4-3 近の国別バイオエタノール生産量（単位：万ｔ）11) 

国名 2004 年 2005 年 

スペイン 20.2 24.0 

スウェーデン 5.6 13.0 

ドイツ 2.0 12.0 

フランス 8.0 10.0 

ポーランド 3.8 6.8 

フィンランド 0.4 3.7 

ハンガリー - 1.2 

リトアニア - 0.6 

オランダ 1.1 0.6 

チェコ - 0.1 

ラトビア 1.0 0.1 

EU 合計 42.3 72.2 

 
欧州委員会が売買するワインアルコールからのエタノールを含む 

出典：2004 年データは EBIO、2005 年データは UEPA（オランダとフランスのデータは除く） 

 
近の国別の生産量を示すと表 4-3 のようになる。スペイン、スウェーデン、ドイツ、フ

ランス、ポーランド、フィンランドまでが大量生産国と見られる。2004 年と 2005 年では

それぞれに大きな生産拡大になっており（スペイン 1.12 倍、スウェーデン 2.30 倍、ドイツ

6.00 倍、フランス 1.23 倍、ポーランド 1.78 倍、フィンランド 9.76 倍）、今後大きく拡大

すると思われる。現在の EU 域内主要バイオエタノール生産会社の拡張計画を積算すると

約 120 万 t/年になる。 
これらを生産する原料は、国によって若干異なるが、大麦、小麦、テンサイ、ブドウな

どで、主に従来飲料アルコールの発酵原料に供せられていたものの余剰分を使っている。

以下に各国の事情を追加補足する。 
＊スペイン 
スペインは輸送燃料用バイオエタノールの生産を 2000 年から始めており、現在 EU 内

大の生産国である。原料は大麦、小麦を使用する。ただし、作ったエタノールを直接ガソ

リンに混合するのではなく ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether、エタノールとイソブチレ

ンが原料) を合成してガソリンに添加される。ETBE は従来オクタン価向上剤として添加さ

れていた MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)が漏洩、水質汚染を起こし易いことから禁

止され、代用されるようになったものである。ガソリンに対し 15%程度混合して使用され

るが、現在の自動車および流通のシステムを全く変更せずに使える利点がある。 
ただし、発がん性などの評価はまだ十分には確定されていない。それゆえ、米国カリフ

ォルニア州やミネソタ州では ETBE のガソリンへの添加が禁止されている。スペインも今

後はエタノールの直接混合を採用する方向である 12)。 
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＊スウェーデン 
スウェーデンはバイオエタノール混合ガソリンの採用は早く、2000 年に石油会社 6 社が

共同してブラジルからエタノールを輸入し、E5 ガソリンを販売することから始まっている。 
特に、2005 年末に首相を座長とする「石油依存脱却審議会」が結成され、各種の新エネル

ギー施策が実施されている。バイオエタノールも国内の余剰小麦、ワインなどから製造し

ており、2005 年で生産量は約 13 万 t、2006 年で約 11 万 t であり、E10 ガソリンも市販さ

れている 13)。 
 研究開発面では、同国の豊富な森林資源を活用すべく、木質原料(おが粉)からセルロース

分を抽出し、糖液に発酵変換してエタノールを製造する工場建設、製紙廃液の黒液からエ

タノールを製造する工場の建設などを予定している。 
バイオ燃料導入率の実績は 2005 年で 2.2%になっており、ドイツ以外では唯一 EU 指令

(2005 年 2％)を達成した国である 11)。 
＊ドイツ 
ドイツは EU 内で も輸送燃料を消費している。バイオ燃料では後述するように、量的

には菜種油からの BDF が圧倒的であるが、 近はバイオエタノールの生産も盛んである。

2005 年約 12 万 t、2006 年約 34 万 t で、急拡大している。原料はライ麦と小麦である。現

在、E5 ガソリンは自動車の改良が不要として、一般ガソリンのように販売されている。 
ドイツではバイオ燃料平均では 2005 年 EU 指令の 2%を大きく超えて、3.5%を実現して

いる。バイオエタノールに限ると、2007 年で 1.2％、2008 年で 2%、2010 年で 3.6%にな

るとしている 14)。 
＊フランス 
フランスはバイオエタノールを EU 域内で も早く導入しており、1990 年代から生産し

ている。ただし、スペインと同様に ETBE を合成して使用している。原料はテンサイが約

7 割使用され、残りは小麦やブドウである。 
フランスでは現在の生産量(2005 年約 10 万 t)は必要消費量を上回っており、剰余分は輸

出されている 14)。わが国でも京都議定書に関係して、排出 CO2削減対策として 2010 年度

から 36 万 kL の ETBE を外国から輸入する案が検討されており、現在(2007 年)石油連盟を

中心に 7,800 kL をフランスから輸入し、安全性確認、リスク評価などのために、試験販売

が行われている。わが国では 7%の混合使用が想定されている 14)。 
＊ポーランド 
ポーランドでもライ麦を原料にしたバイオエタノールの生産に取組んでおり、E5 ガソリ

ンを販売している。 
＊フィンランド 
余剰ワインからのエタノール製造を行っており、E5 ガソリンの販売をしている。 

＊英国 
英国は EU のなかでバイオ燃料開発では遅れている。しかし、BP (元 British Petroleum)

社が、 近イングランド東北部にバイオエタノールの製造工場を建設中で、2009 年稼動予

定、生産能力は 42 万 t/年と伝えられる。原料は小麦である。なお、この工場はバイオブタ

ノールへの切替え生産も可能としている 15)。 
バイオブタノールはエタノール発酵とは別の発酵菌によって、アセトンとブタノールを
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発酵生成するものである。ブタノールはエタノールより燃焼効率がよく、ガソリンに多量

に添加してもエンジン調整が不要で、今後期待されるバイオ燃料の一つとされている。た

だし、現在まだブタノールはエタノールよりかなりコスト高である 16)。 
 

(4)アジア諸国 
 アジア諸国におけるバイオ燃料導入の取組みは総じて遅れているが、バイオエタノールに

ついては、中国、インド、タイ、オーストラリアが比較的先行している。 

＊中国 

中国の石油消費量は 2004 年で 3.1 億 t であり、そのうち輸入が約 1.2 億 t である。石油

の対外依存率は 2006 年上半期で 47.3％に達し、その抑制と環境汚染が深刻な課題である。 
2005 年に「中華人民共和国再生エネルギー法」が公布され、2020 年までに再生可能エネ

ルギーの総量を一次エネルギー消費の 10％以上とすることになった。石油についていえば、

2020 年までに消費量の 20％をバイオエネルギーに代替する。必要バイオ燃料生産量は年間

2,000 万 t で、内訳はバイオエタノールが 1,500 万 t、バイオディーゼルが 500 万 t である。 
中国における現在のバイオエタノール生産量は 2005 年で 380 万 kL、2006 年で 390 万

kL である。年次増加は大きくないが、ブラジル、米国に次ぐ世界第 3 位の生産国である。

原料はトウモロコシが主体で、小麦、キャッサバ＊なども使われる。 
＊キャッサバ(Cassava)は南米原産の山芋で、痩せ地にも育つ。そのまま食べると青酸を

含むものもあり有毒。2003 年アフリカでは食用に約 1 億 t 生産。 
 ガソリン車へのバイオエタノールの導入は 2002 年から E10 ガソリンの試験的導入が始

まり、2006 年には国内 5 省で全面導入を実施し、さらに導入都市の拡大を続けている。2020
年には 20％混合を目標にしている。ただし、増大するバイオ燃料需要が国内の食料価格の

高騰を招き、政府は食料確保が優先せざるを得ないとしている 17)。 
＊インド 

インドも現在急速な経済発展を続けており、石油消費量は 2005 年で約 1.2 億 t であり、

その内約 70％は輸入している。アジアでは中国、日本に次ぐ原油消費大国である。この点

からやはり石油輸入依存度低減と環境汚染対策が急務である。したがって、政府のバイオ

エタノール、バイオディーゼルの導入のための取組みは活発である。 
インドもドイツなどと同様に、ガソリンと軽油の消費割合は軽油が圧倒的(80%以上)であ

る。しかしながら、バイオ燃料の導入ではバイオエタノール開発が先行している。政府の

バイオエタノール導入計画は、下表のように 3 段階のフェーズに分けられており、現在は

インド全土へのエタノール 5%ガソリンの導入拡大が図られている。 
 

表 4-4 インドにおけるバイオエタノール混合ガソリン普及計画 18) 

フェーズ 開始時期 対象地域 エタノール混合率 

１ 2003 年 １月 9 州、4 特定都市 5％ 

２ 2006 年 11 月 20 州、4 特定都市 5％ 

３ 20007 年 6 月 未着手 10％ 

 

 83 



 インドにおけるバイオエタノールの生産量は、2005 年約 170 万 kL で、バイオディーゼ

ルとの関係もあって(軽油需要 4,000 万 t)、年次ごとの生産量は大きくは変化していない。

原料はサトウキビからの砂糖製造の副生物である廃糖蜜が主体であるが、 近はサトウキ

ビから直接製造している場合もある。インド国内に約 300 の醸造所があり、総設備能力は

約 320 万 kL とされている。ただし、ガソリン混合用には無水エタノールの必要があり、脱

水設備の増設が進められている 19)。 
＊タイ 

 タイではガソリンの消費量に対し軽油の消費量が 2 倍を超えており、バイオディーゼル導

入が主体になるが、ガソリンに関しては、2007 年より E5 ガソリンの全国普及を開始し、

2011 年には全面 E10 ガソリン化を目標にしている。 
バイオエタノールの製造は 2006 年までに日産 1,000kL、2011 年までに日産 3,000 kL を

計画している。E5 ガソリンの値段は通常ガソリンより 0.5 バーツ/L ほど安い(１バーツ≒3
円)。原料は糖蜜とキャッサバである 20)。 
＊フィリピン 

 フィリピンでは 2006 年に｢バイオ燃料法-2006｣が成立し、同法ではガソリンへのエタノ

ールの混合率を施行後 2 年以内に 5%、4 年以内に 10%としており、バイオディーゼルに関

しては施行後 3 ヶ月以内に 1%、2 年以内に 2%にすることが決められている。 
 現在、マニラなど首都圏の E10 ガソリン化が進められており、2010 年には全ガソリンの

E10 化が目標である。全ガソリンを E10 化すると約 53 万 kL のエタノールが必要である。

現在、エタノールプラントの建設が進んでおり、2007 年末で 2 万 7,000 kL/年の生産が可

能になる 21)。ただし、フィリピンでも軽油の消費量がガソリン消費量の約 2 倍である。 
 
(5) オセアニア 
＊オーストラリア 
オーストラリアはエネルギー自給率が 200％を越えているが、地球規模の環境負荷緩和の

視点から、再生可能エネルギー開発に取組んでいる。2001 年に連邦政府は「再生可能エネ

ルギー義務目標(MRET：Mandatory Renewable Energy Target)」を設定しており、これ

は水力、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの市場占有率を 2％引上げるというも

のである(現占有率 10.5％)。 
バイオ燃料に関しては、2005 年に Howard 前首相が「2010 年までに自動車燃料へのバ

イオ燃料混合量を 35 万 kL にする」という政府目標を発表し、石油会社への協力を要請し

た。2003 年からバイオ燃料は非課税になっている。前記の 35 万 kL は消費量の 2％に相当

するが、BP Australia 社は 2009 年までに 40 万 kL/年のバイオ燃料を供給する計画を発表

している。原料はサトウキビ、小麦でバイオエタノールを想定している。一部ソルガム＊を

使用する会社もある 22)。 
＊ソルガム(Sorghum) はトウモロコシの学名で、実を食用にする玉蜀黍と同種のイネ科

の一年草である。だだし、実の形が違い、日本ではモロコシキビ、コウリャンなどと呼

ばれている。実のデンプン含量は高い。米や麦の育たない痩せ地にも育つ。家畜の飼料

用に栽培されている。中国の白酒(パイチュウ)の原料でもある。 
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4.1.2 主要国のバイオディーゼル(BDF) の開発・導入の現状 

(1)米国・カナダ 

 米国・カナダでは EU 諸国と違って、ディーゼル車の比率＊が少ないので、バイオディー

ゼルの開発・導入はヨーロッパに比較すると遅れている。 
 ＊2005 年の新車のディーゼル比率は、米国市場で 4.5％、東欧市場で 32％、西欧市場で

52％である。(自動車工業会、予想値) 
 しかし、ディーゼル車の低燃費と排ガス浄化対策の進捗、並びに BDF の CO2排出特性の

優位性(軽油への混合比が大きくできる) によって、米国でもバイオディーゼルの生産が急

成長している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 米国のバイオディーゼル生産量推移 23) 

 単位：万ｋL

 米国の 2005 年のバイオディーゼル生産量は約 28 万 kL であり、原料は大豆であるが、

将来は廃食用油や動物脂も考慮しているという。 設備能力では 2008 年で 3 億 gal(113 万

kL)、2015 年には 6 億 gal(226 万 kL)に拡大する計画があり、生産は今後さらに拡大が続く

と見られる。将来 6 億 gal の生産のためには 1,100 万 t の大豆が必要で、そのときはトウモ

ロコシと大豆の作付面積の取り合いの問題も派生しよう。 
 バイオディーゼルの使用面では軽油へ 2％混合使用する場合(B2ディーゼルという)、20％
混ぜる場合(B20 ディーゼルという)と、100％バイオディーゼルを使う場合(B100 ディーゼ

ルという)などがある。導入目標は BDF に限定しては決められておらず、BＥF と併せての

目標になっているが、いくつかの州では公用車のディーゼル化を義務付けている。現在の

BDF 価格は軽油より高いが(＋20～30 セント/gal)、税制優遇が考慮されている 24)。 
 
カナダのバイオディーゼルは米国よりさらに遅れているが、カナダ特産のカノーラ＊や魚

油を主原料にしたバイオディーゼル開発が急ピッチで進んでいる。 
 ＊カノーラ(Canola) はカナダ産の菜種。原産地はヨーロッパであるが、カナダで品種改

良が行われたことによる名称。欧州のナタネも大体カノーラ種である。食用油用に約

600 万 t-菜種/年生産されているが、約 8 割は輸出されている。菜種の油分は約 43％。 
 BDF の本格商用生産はまだ始まっていないが、B100 ディーゼルを船舶燃料に使う研究

も含めて、各種の実証試験が進められている。現状カノーラ油の価格は 0.65～0.70 カナダ
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ドル/kg であり、原料コストがその約 1/2 を占めている 25)。 
 

(2)ブラジル 
 バイオエタノールで大きな実績をもつブラジルであるが、バイオディーゼルについても、

2004 年に「バイオディーゼル生産・利用国家計画」をスタートさせ、2008 年までに B2 デ

ィーゼル化、2013 年までに B5 ディーゼル化を義務付けている。 
 2005 年のバイオディーゼル生産量は 7 万 kL で僅かであるが、今後増産に向かう。政府

計画では 2008年には 100万kL、2013年には 240万kLの設備能力を建設するとしている。

原料は大豆である。ブラジルでは大豆とサトウキビは二毛作化が可能としている 26)。 
 
(3)EU 諸国 
 EU 諸国では先に述べたように、バイオ燃料導入ではバイオディーゼルが主体で、その割

合は 2005年で 81.5％、2006年で 87％である。EU25カ国全体でのバイオディーゼルの 1992
年以降の生産量を示すと図 4-8 のごとくである。 
 
単位： 

万ｋL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 ＥＵのバイオディーゼル生産量推移 23) 

 

 

 直近の 2004～2006 年の生産量とその対前年伸び率をみると表 4-5 のようになっている。

この 3 年間で非常に大きな伸びを示している。設備能力では 2007 年で 1,029 万 t(2006 年

は 607 万 t)になると推定されているので、まだまだ生産は伸びると見られる。 
 

表 4-5 ＥＵにおける直近のバイオディーゼル生産量と伸び率 27) 

年 次 2004 年 2005 年 2006 年 

生産 万 t 

( 〃 万 kL) 

193.3 

(218) 

318.4 

(358) 

489.0 

(551) 

対前年伸率 34％ 65％ 54％ 

BDR 比率 82％ 81.5％ 87％ 

BDF の比重：0.887g/cm3 
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 これを EU 圏内の国別生産比率でみると図 4-9 のようになり、ドイツは約 1/2 を生産して

おり、フランスとイタリアとの 3 国で 3/4 を占めている。さらに 2004～2006 年の国別生産

量(2006 年で 5 万 t 以上)をみると表 4-6 のようになっている。 
 

ドイツ 50%

フランス 14%

イタリア 12%

チェコ 4%

ポーランド 3%

オーストリア 2%
スロバキア 2%

スペイン 2%
デンマーク 2%

その他 9%

 
図 4-9 ＥＵ圏内の国別バイオディーゼル生産割合(2005 年) 27) 

 
表 4-6 で注目されるのは 2004 年では、生産が 0 か、0 に近い国が、2006 年ではかなり

の生産を行っていることである。EU におけるバイオディーゼルの原料は図 4-10 に示すよ

うに菜種油が主体で、それにヒマワリ油や大豆油が少ないが使用されている。したがって、

新興の生産国もこれらの作物を改めて栽培を始めたと見られる。また、それほどに石油依

存度低減の要請が強いともいえる。 
 

表 4-6 ＥＵ各国におけるバイオディーゼル生産量（単位：万 t）27) 

国 2006 年 2005 年 2004 年 
ドイツ 266.2 166.9 103.5 
フランス 74.3 49.2 34.8 
イタリア 44.7 39.6 32.0 
英国 19.2 5.1 0.9 
オーストリア 12.3 8.5 5.7 
ポーランド 11.6 10.0 0 
チェッコ 10 13.3 6.0 
スペイン 9.9 7.3 1.3 
ポルトガル 9.1 7.3 0 
スロバキア 8.2 7.8 0 
デンマーク 8.0 7.1 7.0 
その他 14.8 3.5 2.1 
 計 489.0 318.4 193.3 
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ひまわり油
13%

大豆油
2%

廃食用油
その他

2%

菜種油
83%

 
図 4-10 ＥＵにおけるバイオディーゼルの原料 28) 

 
 なお、欧州委員会では、温室効果ガスを増やすことになるようなバイオ燃料の導入や、

生物多様性の喪失につながるようなバイオ燃料の使用は避けるべきだとして、域内、域外

を問わず、如何なるバイオ燃料となる作物も環境を破壊するような形で生産されてはなら

ないとしている。 
 この点から、同委員会は 2006 年から、バイオディーゼル用のパーム油の輸入を禁止して

いる。この件は、バイオ燃料ないしその原料を輸入しようとしているわが国においても、

十分考慮しなければならない問題である 29)。EU 主要生産国の個別の状況を補足する。 
 
＊ドイツ 
 ドイツは既述のように、EU 圏内全 BDF 生産量の 50％を超える世界 大の生産国で、バ

イオ燃料導入率は 2006 年で 6％に達しており、ＥＵ指令(2005 年で 2％、2010 年で 5.75％)
に対する優等生である。 
 バイオ燃料の導入経過を見ると、1990 年に UFOP (油脂植物および蛋白質植物支援協会) 
が設立されて、BDF 原料(菜種)の栽培と生産、流通の組織のコーディネイトが始まった。

その後、1999年にAGQM (BDF品質管理研究会) が発足して、本格的な生産が開始された。

国内の大型 BDF 生産工場は 2000 年前後に稼動が開始されたものが多い。 
 税制の優遇面では、1999 年から BDF には鉱油税(日本では揮発油税）が生産量に関係な

く全額免税で（他の国では免税に生産量上限在りが普通、部分免税という）、軽油には鉱油

税 0.47 ユーロ/L(2003 年以降、160 円/ユーロとして 75 円/L) が課せられ、常に軽油より安

い小売価格が維持される政策が採られてきた。これが飛躍的導入の実現された大きな理由

になっている。 
ただし、2006 年からは BDF へも段階的に課税が始まり、 終的には 2012 年で 0.45 ユ

ーロ/L になり、ほぼ石油からの軽油と同等になると言われている。したがって、今後の BDF
増産のインセンティブは徐々に低下するものと思われる。ドイツ政府はそれまでに、木質

バイオマスなどを原料とする、いわゆる第 2 世代のバイオ燃料(現在非課税扱い) の開発が

進むことを期待しているようである。 
2005 年現在のバイオディーゼルの値段は 0.65～0.70 ユーロ/L で、石油ディーゼルの値

段は 0.75～0.85 ユーロ/L で、両者の値差は 0.15～0.20 ユーロ/L である 30)。バイオディー
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ゼルの値段は一般市況の他、天候によっても影響を受ける。2005 年 4 月で原料菜種の価格

は 480 ユーロ/t であった。 
＊フランス 
フランスは 1990 年代の、EU 域内における農業生産油のディーゼル油への適用では先行

していたが、2000 年以降はディーゼル車排ガスのクリーン化技術と税制優遇制度などの違

いから、ドイツの BDF 生産の躍進に完全に追い越された。しかし、 近は巻き返しに懸命

である。政府は EU 指令を前倒しして、2008 年までに 5.75％を達成し、2010 年で 7％、

2015 年で 10％を目指す計画を発表している。税制面でも免税生産上限の変更、他の優遇策

を実施している。 
EU で 大の BDF 生産会社はフランス Diseter Industrie 社で、設備拡張を続けており、

同社は、2008 年末には１社で 200 万 t/年の能力を持つとしている。フランスの BDF 原料

は菜種が約 70％、ヒマワリが約 20％、残りがその他となっており、ドイツに比較するとヒ

マワリの使用量がやや多くなっている 31)。 
＊イタリア 
イタリアもバイオディーゼルの開発導入に対し、1990 年代には全額免税で、フランスと

同調して生産拡張を行ってきたが、2001 年に部分免税に切替え上限生産量を 30 万 t とし、

さらに 2006 年には上限値を 20 万ｔに変更した。BDF の増産・拡張を続けるドイツやフラ

ンスと方向が逆である。 
この理由は、イタリアの BDF 原料はドイツ、フランスから輸入した菜種油が 70％を占

め、残り 30％がイタリア産のヒマワリ油に限られていたことによる。反面、イタリアは穀

物およびワイン由来のバイオアルコールの生産能力に余力があり、国策的にバイオエタノ

ール生産に傾斜したい事情がある。 
ただし、現在の BDF の生産量は上記の上限を大きく超えている。その超過分の BDF は

暖房用に消費したり、他国に輸出することで対処している 32)。BDF の生産量はドイツ、フ

ランスと同様に増大を続けてきたが、今後は国策との関係で微妙なところがある。 
＊その他諸国 
英国は当初バイオ燃料導入に も消極的なグループで、表 4-2 に見るように、EU の 2005

年導入目標 2.5％に対し、0.3％の独自案を提示していた。しかし、 近は BDF の生産が盛

んになり、表 4-6 に示すように、2004 年で 0.9 万 t の生産だったものが、2006 年では 19.2
万 t で、EU で第 4 位の生産国に躍進している。これは 2003 年以降の優遇税制策によって

大型プラントが建設・稼動したことによる。原料は菜種が主であるが、廃食品(動物脂)や輸

入パーム油を使う工場もある 33)。 
オーストリアは現在の BDF の生産量は多くないが、EU 内で 初に BDF を商業生産し

た国である。1970 年代の石油危機に始まったもので、研究面や規格制定の面では先行して

いる。原料は菜種油で一部ヒマワリ油を使っている。廃食用油の利用も検討している。 
他に、ポーランド、チェッコ、スペイン、スロバキアなどでも BDF の生産が進んでいる。

農業資源の活用と、原油高騰、ロシア・ウクライナのエネルギー摩擦などが影響している

と見られる。 
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(4)アジア諸国 
＊中国 
中国は既述のように、2020 年までに総エネルギーの 10％を再生可能エネルギーに代替す

ることを目標にしているが、軽油消費量は2003年で約7,670万 tであり、内運輸用が約3,000
万 t である。総量の 10％とすると約 750 万 t の BDF が必要である。 
将来は、軽油消費量を 2010 年で 1 億 t、2015 年で 1.3 億 t と予測し、その 20~30%の

BDF 化を考えると 3,000 万 t 前後の BDF が必要になるとしている。これを供給するための

原料として菜種や大豆では不十分であり、ナンヨウアブラギリ＊、パーム油、廃食用油など

が考えられている。ニュースでは先頃、西北地方陜西省銅川市でサンショウを原料とした

BDF 工場が稼動し、2008 年には 10 万 t/年の生産が可能と伝えている。 
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図 4-11 中国におけるバイオディーゼルの生産能力と生産量 34) 

 
＊ナンヨウアブラギリ(Jatropha curcas、ヤトロファクルカス、ジャトロファ、小油桐な

どとも呼ぶ) は多年生の潅木で、高さ 2～5m になる。熱帯、亜熱帯に自生する。肥沃

な土地を好むが、旱魃や害虫にも強い。実は油分を 30～40%含む。ただし、有毒成分

あり。3 年生苗で 1 ha 当たり 5 t、5 年以降 10～12 t の収穫が可能。採油量は 35％程

度で、菜種の約 3 倍、大豆の約 5 倍と言われている。(SHOKURIN100 事務局 35)) 
中国の現在の BDF 生産量については、2006 年 1 月に東京大学で開かれたバイオマス・

アジア・フォーラムで、図 4-1134)が示されている。すなわち、2005 年で 6 万 t であり、2006
年には倍増を期待しているとある。欧米系の調査レポートでは、中国は将来の強い需要に

応えるには BDF の原料ないし製品の輸入が必要になるとしている。 
＊マレーシア、インドネシア 
マレーシアとインドネシアはパームヤシ油の世界的な生産国であり、2005 年のパーム油

生産量は世界合計で約 3,300 万 t であり、マレーシアが約 1,500 万 t(45％)、インドネシア

が約 1,300 万 t(40％)で、両国で 85％以上を生産している。他は、ナイジェリア(0.8 万 t)、
タイ(0.7 万 t)、コロンビア(0.7 万 t)などである。図 4-12 参照。 

マレーシアは石油および天然ガス資源を有するので、エネルギーの外国依存性はなく、

パーム油の価格安定、高付加価値化の視点から BDF 製造を進めている。2005 年に｢国家バ
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イオ燃料政策｣を設定し、パームヤシのプランテーションを含めて、パーム油 BDF の生産・

輸出を計画している。国内運輸燃料への BDF 導入は 2006 年までに B5 ディーゼル化を目

標としている。現在、政府資本や外国資本と提携した会社による BDF 工場建設の申請が多

数なされている。2008 年には能力 30 万 t/年の工場が稼動予定である 36)。 
インドネシアも国内に石油・天然ガス資源を持つが、経済成長に供給が追いつかず、代

替エネルギー開発を進めている。2005 年の｢国家エネルギーマネジメント計画｣では 2025 
年までに、エネルギー需要の 17％を再生可能エネルギーに代替する目標である。パーム油

BDF 生産 450 万 kL を目標とし、製品の輸出も考慮した BDF 工場の建設が進んでいる。 
 

 

 

図 4-12 世界におけるパームヤシ油の生産量推移 37) 

 

＊タイ、フィリピン 
タイもパーム油 BDF の製造を計画しており「バイオディーゼル開発・促進戦略」に基づ

き、2007 年から B5 ディーゼル化、2012 年までに B10 ディーゼル化を目標にしている。 
タイでは軽油とガソリンの消費量が 2003 年で、それぞれ 175 万 kL、76 万 kL で軽油が

ガソリンの約 2.3 倍で、BDF の導入が重要である。パーム油の製造量は 2005 年で、約 100
万 t で、BDF の生産量は 16.9 万 kL(計画値)あり、輸送用燃料への導入は現在(2006 年)B5
ディーゼルの販売がチェンマイやバンコクなどの大都市で始まったところである。2012 年

までに B10 ディーゼルを全国に普及する予定である。 
今後、外資系資本などが BOI 特権(同国の外資委員会が与える免税などの投資促進の特別

権利) を得て、BDF 工場の建設が進むものと見られる。 
フィリピンのエネルギー自給率は約 50％で、政府は 2013 年までに 58％まで高めたいと

しており、2006 年に BDF 1％を義務化し、2 年以内に 2％への引上げを予定している。

終的には全国で 5％ディーゼル化を目標にしている。フィリピンでも軽油の消費量がガソリ

ンの 2 倍に近い(2002 年、軽油約 56 万 t、ガソリン約 28 万 t)。 
フィリピンの場合、BDF の原料はココナツヤシで、出来た BDF を CME(Coco Methyl 

Ester の略)と呼んでいる。CME を生産することは農業保護になる面もあり、普及を推進し
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ている。ココナツの生産量は 2004 年で約 1,400 万 t あり、原料としては十分である(含油量

は実の胚乳中で 65～75％）。現在(2006 年)の CME 生産量は 5.8 万 kL であるが、2010 年

には 80 万 kL まで増産する計画である 38)。 
＊インド 
インドの 2000 年における軽油消費量は約 4,700 万 kL で、ガソリンは約 950 万 kL であ

り、軽油はガソリンの約 5 倍である。両者の価格差は約 13 ルピー(約 39 円)/L で、軽油が

かなり安くなっている。政府は「2005 年 1 月までに政府直轄領の 1 割程度の地域に対して、

5％バイオディーゼルを普及させる」としている。しかしながら、バイオ燃料の導入はバイ

オエタノール開発が先行しており、バイオディーゼルは農村開発省を中心に栽培植物のプ

ランテーションを含めたプロジェクトが設定されている。製品の BDF 生産・供給はまだ実

現していない。 
 ただし、インドでは BDF 原料に、ヒマシ油(Castor oil、ヒマの種子は油分 35～57％、有

毒蛋白質を含む)、ナンヨウアブラギリ油(Jatropha curcus、ジャトロファとも呼ぶ)、など

7 種のインド国内に自生する植物が候補になっている。これらはいずれも非食用油が採れる

もので、その栽培・収穫が食品価格への影響を持たない点が特徴的である。 
政策的に農村振興の背景もあり、外国資本を含めたいくつかのプロジェクトが進められ

ている。2005～2007 年デモンストレーションフェーズ、2007～2010 年供給エリア拡大と

生産・流通設備拡充、2011～2012 年需要受入れの 3 ステップで計画を進めている。なお、

インドでは BDF の鉄道軌道燃料への適用も計画している 39)。 
＊韓国  
 世界の諸統計には現れていないが、韓国においても 1990 年代後半から、BDF 開発が行

われている。韓国の軽油消費量は年間約 2,000 万 kL であるが、韓国資源部は 2011 年まで

に 1 次エネルギーの 5％を代替エネルギーで供給する計画であり、2006 年 7 月から全ての

軽油自動車は BDF 混合油を使うことにしている。㈱新韓エネルギー、㈱BDF、㈱URI 精
油などが BDF 製造を手がけている。2007 年の生産能力は～10 万 t/年規模と見られる。 
 原料は海外からの輸入大豆が約 2/3 で、残りが米ぬか油、廃食用油などである。今後は供

給安定の意味から国内栽培作物(菜種) などの使用も検討されている。 
現在、BDF の市場価格はブラジルから輸入したガソリンより高いが、価格に反映されな

い社会的メリット(農家所得増大、温室効果ガス削減、エネルギー安定確保)などを考える必

要があるとの考え方である 39)。 
 

(5) オセアニア 
＊オーストラリア 
オーストラリアではBDFの本格的な生産はまだ始まっていないが、今後菜種、ヒマワリ、

大豆、廃食用油、動物脂などを原料にした生産が考えられており、2～4 万 t/年規模の工場

建設がいくつか計画されている 22)。また、オーストラリアの企業ではマレーシアやインド

ネシアで、パーム油、あるいはヤシ油から BDF を製造する大規模工場も計画しており、製

品 BDF は日本、韓国、台湾などの市場を予定しているというニュースもある。 
同国の 2005 年の BDF 生産はパーム油からで、15 万 kL 程度とされている。豪資本の会

社がシンガポールでパーム油から 60 万 t/y の生産を計画中とも伝えられる。 
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4.1.3 世界のバイオエタノール及びバイオディーゼルの開発・導入の比較 

 前 2 節で主要国のバイオエタノール(BＥF) および、バイオディーゼル(BDF) の開発・導

入の現状を見てきたが、世界全体としてどのような状況にあるかを比較考察し、どのよう

な問題点があるかを考えてみる。 
  
(1)世界のバイオエタノール(BEF)の生産状況と導入・開発状況一覧 
 バイオエタノール(BEF) の生産は、飲用も含めると極めて古く人類の歴史と一緒に始ま

っているが、輸送用燃料としての本格的な大量生産は 1970 年代の第 1 次オイルショック

(1973 年)以降である。以後の生産量の年次経過を示せば図 4-13 のごとくである。 
当初の生産は専らブラジルにおけるサトウキビからの製造である。ところが 2000 年以降

原油価格の高騰と地球温暖化現象の進行に対処するために、非化石資源であるバイオマス

エネルギーの活用が叫ばれ、輸送燃料では BEF の製造に米国を主体に各国が参画し、EU
では後述のようにドイツを主体に BDF の製造が急拡大している。 
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図 4-13 世界の燃料用エタノール生産量の推移 1) 

 
 これを国別の製造割合で見ると、2005 年度で図 4-14 のようになっており、米国とブラジ

ルが大きく両国で約 70%を占め、残りでは中国が約 8%で世界第 3 位であることが注目され

る。図 4-15 はこの傾向をここ数年間の時系列で見たものである。米国の生産量が、2005
年にブラジルを追い越して、以後さらに増産が続くものと見られる。世界の総生産量もま

だ急激な拡大中にあると言える。2015 年には 1 億 kL を超えるものと推定されている。 
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図 4-14 エタノール生産量の国別比率（2005 年、含飲用・工業用）1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-15 近の世界のエタノール生産量推移 41) 

 

 

次頁、表 4-7 には既存資料 1)から世界各国の BEF 開発・導入の要点を一覧表にして示し

た。なお、表中には後述するセルロース系原料エタノール開発への取組みと各国の問題点

についても若干追加記入してある。 
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表 4-7 世界各国のバイオエタノール(BEF)の導入・開発状況 

国 混合率 原料 導入目標／義務 生産量 

2005 年 

方針と今後の取組み 次世代(セルロース系)エタノ

ールへの取組み、問題点 

 

米国 

 

10% 

85% 

 

 

トウモロ 

コシ 

 

 

 

・2006 年、40 億 gal.(1,500 万

kL、2.78%) 

・2012 年、70 億 gal.(2,800 万

kL) 

・2017 年、350 億 gal.(1 億 4 

千万 kL、15%)、教書 

 

1,500 万 kL

 

 

・2007 年、ブラジルを越え、設備能

力 4,400 万 kL/年 

・基本政策：「エネルギー安全保障

＝エネルギー自給率アップ」 

・ブッシュ「20 in 10」(2017 年にガソ

リン低減 20%) 

 

・6 リファイナリープロジェクトに3億

8,500万＄助成 

・定量的技術見通しは未定 

・問題点：耕作地、輸送インフ

ラ、食料資源との競合、他 

北米 

 

カナダ 5～10% 

85% 

トウモロ 

コシ 

小麦、大麦

・2010 年、5%混合 23 万 kL 

(2004 年) 

 

・10 箇所のエタノールプラントに約 1

億 1 千カナダ＄助成. 

・上記により、2007 年末能力 120

万 kL/年へ 

・アイオジェン社、小麦わらより

17 万 kL 年産を計画 

 （前段工程：蒸気爆発、硫酸

加水分解、酵素糖化） 

共通 

 

 

 

 

 

・EU 指令：バイオ燃料導入

2005 年 2%、 

2010 年 5.75%、 

2020 年 10% 

287 万 kL 

 

・ バ イ オ 燃 料 生 産 、 BDF 81.5%, 

BEF18.5%(2005 年) 

・2006 年「EU バイオ燃料戦略」（利

用促進、コスト） 

・固体燃料、メタンガス化、BTL と

併せて総合開発 

・問題点：2020 年再生エネ

20％、各国の事情 

ドイツ 低率 

 

ライ麦 

小麦 

・バイオ燃料 2008 年 2%、

2010 年 3.6% 

 

17 万 kL 

 

・独：税制優遇、研究開発、実証プ

ラント、基準作り 

・菜種油 BDF が主、発電は固形燃

料、メタン発酵が盛 

・独 BTL(ガス化分解・液合成)

の研究に重点 

・2020 年～、次世代(リグノセル

ロース系)実機化予定 

スウェー

デン 

10% 

 

小麦 

 

・2005 年 3%、2010 年 5.75% 

 

15 万 kL 

 

・石油依存脱却を目指す 

・税制優遇、大型スタンドのバイオ

導入義務化 

・セルロース・ヘミセルロース原料

プラント2008年商用化 

 

EU 

 

 

スペイン

 

3～7% 

(ETBE) 

小麦、大麦

 

・2005 年 2% 

 

30 万 kL 

 

・EU 内ではスペインは BEF の先進

国、ETBE に変換使用 

 

 

 



フランス 6～7% 

(ETBE) 

テンサイ 

小麦 

・2005 年 2%、2010 年 7% 

 

14 万 kL 

 

・BDF 87%, 残 BEF (2006 年) 

・2008 年 EU 指令(5.75%)達成、

2015 年 10%達成予定 

・バイオエタノール 6 新工場計

画 

 

 

イギリス 5% トウモロ 

コシ 

小麦 

・2005 年 0.19%、2010 年 5% 9 万 kL 

 

・イギリスはバイオ燃料で後進 

・導入義務化、2009/10 年 3.75%、

2010/11 年 5% 

・BP 社 Gr.が小麦原料の BEF 

4 億 2 千万 kL/年工場計画。 

 2009 年稼動。バイオブタノール

転換も考慮。 

 

ブラジル

 

5～25% 

85% 

 

サトウキビ

 

 

・20～25%混合義務づけ 

 

 

1,670 万 kL

 

・サトウキビ BEF1980 年代より、輸

出余力(04 年 247 万 kl) 

・キビバガス発電、低コストで進展

(2006 年、394MW) 

 

・キビバガスからの BEF 製造

は研究中 

・問題点：他作物との作付け競

合、輸出インフラ 

南米 

 

コロンビ

ア 

10% 

 

サトウキビ ・50 万人以上の都市、10%

混合義務づけ 

約 30 万 kL ・5 工場 BEF 生産、100 万 L/日、テ

ンサイ工場も計画中 

 

 

中国 

 

10% 

 

 

トウモロ 

コシ 

小麦、他 

 

・2006 年 9 省で 10%→全国

化(2020 年石油 20%代替) 

 

 

116 万 Kl 

 

 

・石油輸入抑制(2006 年 47%)で生

産・導入盛、エタノール生産３位 

・2010 年 406 万 kL、2020 年 1,000

万ｔ 

 

・車急増、2020 年、車 1 億台、

2,280 万 t バイオ燃料要 

・問題点：飼料高騰・豚肉上

昇、非食料作物原料化 

インド 5% 

 

サトウキビ

 

・2006 年 11 月 5%義務づけ

 

170 万 kL 

 

・石油 70%輸入、代替燃料要、 

・糖蜜からの工場 300、設備能力

320 万 kL 

・エネルギー消費大国（世界 6

位） 

・糖蜜→サトウキビ化推進（量

産） 

アジア 

 

タイ 10% サトウキビ

 

・2011 年 10% 28 万 kL 

(2004 年) 

・エネルギー利用高効率化 

・2006 年 1,000kL/日→2011 年

3,000kL/日 

 

オセア

ニア 

オースト

ラリア 

10% サトウキビ

小麦 

・2010 年＋2% (35 万 kL) 12 万 kL 

 

・2010 年迄にバイオ燃料 35 万 kL

・BP Australia 2009 年 40 万 kL/y

を計画 

・エネルギー自給率 200% 

・環境負荷軽減に取組み 
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(2) 世界のバイオディーゼル(BDF)の生産状況と導入・開発状況一覧 

0

100

200

300

400

500

600

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 バイオディーゼル(BDF) の商用生産は、バイオエタノール(BEF)に較べると非常に遅く、

1991 年から始まったと言える。生産量の年次変化をみると、図 4-16 のようになる。世界

の BDF 生産量の国別比率の正確なデータが見当たらないが、85～90％は EU 諸国の生産

と見なされるので、先に示した図4-9のEU圏内の生産比率が世界的にも近い値と言える。

なぜならば、2005 年の EU 圏外の生産として、米国の 28 万 kL、ブラジルの 7 万 kL、中

国の 6 万 t(6.8 万 kL)を積算した約 42 万 kL を、EU の同年生産量 318 万 kL と対比する

と 10.5%にしか相当しないからである。 
 
 単位：万 kL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              年 

図 4-16 世界のバイオディーゼル油生産量の推移（1991～2006 年）42) 

 
 BDF の絶対量で言えば、BEF の約 6000 万 kL と比較すると、同一単位では厳密には比

較できない要素もあるが、一桁の違いになっていることが認識される。しかし、この点も

EU の生産量拡大が急であることと、反面、EU 圏外、特にアジア諸国で大量生産への設

備投資の動きが強いことを考慮すると、今後の動向は微妙である。 
 BDF の原料は既述のように、EU では菜種油、ヒマワリ油が主である(図 4-10 参照)。米

国・ブラジルでは大豆油が主であり、アジア諸国では本格生産はこれからであるが、パー

ムヤシ油が主で、それにナンヨウアブラギリ油、ヒマシ油などの非食用油が加わる。廃食

用油の BDF 原料化についてはわが国も含めて、ほとんどの国で検討されている。 
次頁、表 4-8 に世界各国の BDF 開発・導入の現状の総括一覧表を示した。 
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国 混合率 原料 導入目標／義務 生産量 
2005 年 

方針と今後の取組み 

 
米国 

 
2～5%,20%, 

100% 
 

 
大豆 
廃食用油 
 

 
・2006 年 BEF 込み 40 億 gal.(1,500 万 kL、
2.78%) 

・2012 年 BEF 込み 70 億 gal.(2,800 万 kL)
義務化 

・2017 年 BEF 込み 350 億 gal.(1 億 4 千万
kL、15%) 

 
約 28 万 kL

 

 
・基本政策：「エネルギー安全保障＝エネルギー
自給率 Up」 

・BDF 導入では、EU に比較し遅れている (2008
年、3 億 gal.目標) 

・2005 年、ニューヨーク州、他、公用車のディー
ゼル化指令 

北米 

カナダ 2～5% 大豆、廃食用油
カノーラ、動物
油脂 

・2010 年、軽油、暖房油へ BDF 2%混合 
目標 

－ ・米国よりさらに遅れ（インセンティブが必要）、
2010 年 50 万 kL 目標 

・廃食用油、カノーラ(カナダ菜種)、魚油→発電燃
料化工場あり 

南米  
ブラジル

 
2% 

 
大豆 

 
・軽油 BDF混入義務、2008 年迄 2%、2013
年迄 5% 

 
7 万 kL 

・2004 年、「BDF 生産・利用国家計画」設定 
・設備計画、2008 年 100 万 kL、2013 年 240 万
kL 

共通  
 
 

植物油 
 
 

・2003 年 EU 指令：バイオ燃料導入、2005
年 2%、2010 年 5.75%、2020 年 10% 
（2005 年クリアはドイツとスエーデンのみ、
平均目標の 1/2） 

318.4 万 t ・2006 年 「EU バイオ燃料戦略」 （燃料供給 
安定、石油依存度低減、対温暖化） 

・ストップ環境破壊 （2006 年、パーム油輸入 
禁止／対熱帯雨林） 

・バイオ燃料生産、BDF 81.5%, BEF18.5% (2005
年)、BDF 87%(2006 年) 

ドイツ 5%,10% ナ種 
 

・2005 年バイオ燃料導入 3.75%、2010 年
12.5% 

166.9 万 t ・EU の 50%以上を生産、税制優遇(2006 年より
+0.10￠/l)、EU 指令クリア 
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表 4-8 世界各国のバイオディーゼル(BDF)の導入・開発状況 

      

フランス 5%,30% ナ種 ・2005 年バイオ燃料導入 1%、2010 年 7%、
15 年 10%目標 

49.2 万 t ・ 指 令 ク リ ア 、 大 の BDF 会 社 、 Diester 
Udustrie 社 2008 年能力 200 万 t/y 

      

EU 

イタリア 5%,30% ナ種、ヒマワ
リ 

・2005 年バイオ燃料導入 2% 39.6 万 t ・国内消費 18.8 万 t、残りは輸出。生産能力
2006 年末 80 万 t 以上 

 



チェコ 100% ナ種 ・バイオ燃料導入 2010 年 5～8% 13.3 万 t ・EU 後発参加国も BDF 導入は熱心  

      

ポ ー ラ
ンド 

 ナ種 ・バイオ燃料導入 2010 年 7.5% 10.0 万 t  

その他   ・オーストリア8.5万t、スロバキア7.8万t、スペ
イン 7.3 万t、デンマーク 7.1 万t、英国5.1 万t  
(2005 年生産) 

  

 
中国 

 
5%,20% 

 

 
ナンヨウアブラ
ギリ 
パーム、廃食
用油 

 
・BDF 規格化検討中、ナ種・大豆の耕作
地は基本的に不足 

・2010 年 406 万 kL、2020 年 1,000 万ｔ 

 
６万 t 

 
・石油輸入抑制(2006 年輸入依存率 47%)で 
生産・導入盛ん、非食用作物奨励 

 （2002 年軽油消費 7,000 万 t、1/3 は輸入） 

マ レ ー
シア 

2～5% パーム ・2004 年公用車 B5 化、2006 年バイオ燃
料策(B2～B5 化) 

(パーム油 
1500万t ) 

・パーム油生産世界 2 位(2020 年 500 万 t 計
画)、輸出 2006 年 1,430 万 t 

インドネ
シア 

 パーム ・2005 年エネルギー計画設定(2025 年
BDF470 万 kL) 

(パーム油 
1400万t ) 

・パーム油生産世界 1 位、輸出 2006 年 1,210
万 t 

タイ 2% パーム ・2007 年 B5 化、2012 年までに B12 化目
標、軽油 2 倍 

(パーム油  
99万kL ) 

・2008 年 261 万 t 計画 

フィリピ
ン 

1%,100% ココナツ ・2004 年 5%導入、2010 年 80 万 kL 目標 5.8 万 kL ・エネルギー自給率＞55%、ココナツ油主力輸
出品、2006 年 6 万 kL 工場稼動 

インド 5% ナンヨウアブラ
ギリ 

・2007 年公用車 1%義務化、軽油ガソリン
の 5 倍消費 

－ ・ナンヨウアブラギリは非食用油、BDF 化プロジェ
クト実施中、鉄道用も計画 

アジア 

韓国 5% 輸入大豆、ナ
種、米糠 

・2011 年までに、１次エネルギーの 5％を
代替 

2007/年で  
～10万ｔ 

・コスト高を社会的メリット(農家所得、温暖化ガ
ス、エネルギー安定)で評価 

オ セ ア
ニア 

 

 

オースト
ラリア 

 
5,20,100% 

 
ナ種、大豆 

 
・2010 年バイオ燃料 35 万 kL 導入、B5・
B20 規格化検討 

 
15 万 kL 

 
・豪資本パーム油より 60 万ｔ/y を計画中 

 註：１gal.＝3.758L、BDF 比重 0.887 
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(3)バイオ燃料の生産・導入における問題点 
 世界各国におけるバイオ燃料(BEF、BDF)の開発・導入状況を見てきたが、主要な問題点

を考えて見る。 
 
1)製造コストと価格 

バイオ燃料のガソリン及び軽油へ代替を進めるには、第一にその製造コストないしは価

格が問題である。公表されているそれらのデータの一部を紹介する。 
＊バイオエタノールの製造コスト 
 米国とブラジルにおけるバイオエタノールの製造コストについて、内多 43)が紹介してい

るものを表 4-9 に示した。 
  

表 4-9 米国とブラジルのバイオエタノールコスト 43)     (単位：ドル/gal) 

 原料コスト 製造コスト 総コスト 

米国ドライミル 0.53 0.52 1.05 

米国ウエットミル 0.40 0.63 1.03 

米国サトウキビ 1.48 0.92 2.40 

ブラジルサトウキビ 0.30 0.51 0.81 

（注）米国ドライミル・ウエットミルは共に、トウモロコシを原料とする工場。 
コストに資本は含まれていない。 （1gal=3.785L） 

 
総コストのうち、原料コストが 40～50％を占めている。円・ドル換算を 105 円/ドルとす

ると、1 ドル/gal＝28 円/L である。先にも記したが、米国のバイオエタノール製造コスト

は 0.25 ドル/L (26 円/L)で、ブラジルは 0.20 ドル/L (21 円/L)であり、米国は競争力が劣る

が、現在 0.14 ドル/L (15 円/L)の関税を賦課しているので、競争力を保っている。しかし、

ブラジルからは市場開放の要求が出ている。米国としては将来のプロセス改良により、大

幅なコストダウンを目標にしているのが現状である。 
次に、図 4-17 はブラジル大使館の 近の発行資料 44)であるが、2006 年の世界のバイオ

エタノールのコストを示している。前表とほぼ対応していると見られるが、BEF のコスト

は国や地域で大きく異なることが注目される。EU の小麦からのコストは、ブラジルのサト

ウキビからのコストの 5 倍になっている。 
しかしながら、どこの国でも優遇税制により BEF の市場価格は石油からのガソリンより

安くなるようなインセンティブが与えられている。その一例として、スウエーデンの場合

45)を示すと、図 4-18 のようになっている。 
税制は国により複雑であるが、バイオ燃料の価格はそれぞれに導入を推進する国策によ

る税制との関係から決められているというのが実状である 46)。 
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図 4-17 世界の代表的バイオエタノールの製造コスト 44) （110 円/ドルで計算） 
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図 4-18 スエーデンにおける重油とバイオマス燃料コストの比較 45) 

                  （12 円/クローナで計算） 

 
＊バイオディーゼルの製造コスト 
バイオディーゼルの市場価格はその生産量から、EU、中でもドイツの価格が支配的であ

るが、2004 年 12 月～2005 年 4 月について、図 4-19 のような状況が示されている。 
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                               日.月.年 

図 4-19 ドイツにおける軽油とバイオディーゼルの市場価格 47) 

 
 図中 Diesel とあるのは石油からのディーゼル油である。資料の説明では軽油が約 83 ユー

ロ・セント/L で、バイオディーゼルが約 66 ユーロ・セント/L であり、両者で 18 セント/L
程度の価格差が維持されているとしている。これが EU における BDF 生産量拡大の主たる

インセンティブになっていると考えられ

る。 
 生産コストについはドイツでは、2006
年まで BDF は全額無税であったので、上

の市価に近いと思われる。表 4-10 に 2006
年の資料を示した。0.63 ユーロ/L で、菜

種油が 0.51 ユーロ/L とあるから、約 8 割

が原料コストである。換算を 150 円/ユー

ロとすると 95 円/L 程度である。 
同資料にはバイオエタノールのコスト

も示してある。単純には比較できないが、

エタノールに比べ高コストのように思わ

れる。なお、 近、2006 年末以降、食用

油が高騰しているようである。BDF コストも同調して高騰するものと思われる。 

 生産コスト 

バイオディーゼル [ユーロ/L] 
菜種 0.63 

(菜種油) （0.51） 

バイオエタノール [ユーロ/L] 
穀物 0.47 

テンサイ 0.57 

サトウキビ(BRA) 0.22 

リグノセルロース 0.64 

 

表 4-10 ドイツのバイオ燃料コスト 48) 
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図 4-20 菜種油、大豆油、パーム油の価格推移例 (1991～2003 年) 49) 

 

油からの BDF の製造

上の菜種油からの製品より低コストであると考えられる。 
＊

さて、上記は菜種油から

BDF を製造する場合であ

るが、アメリカやアジアの

ように大豆油やパーム油を

原料とした場合はどうなる

かが気になる。幸いなこと

に多くの植物油は世界の市

場商品であり、図 4-20 に示

すように大体連動して価格

変動している。さらに、BDF
の場合、原料油のコストか

ら BDF のコストも概ね推

定できるようである 50)。し

たがって、図 4-20 から菜種

油、大豆油、パーム油の順の価格になっているので、大豆油、パーム

 

図 4-21 パーム油からの BDF 製造コスト 50) 

 

コストは

税金 
製造コストに税金を加算して価格が決まるが、輸送用燃料に対する課税額はわが国に限

らず多くの国でかなり大きいのが実態である。その決定にそれぞれの国の政策が反映して

いると考えられる。税制は国により複雑であるので説明は省略して、少し古いが主要な国
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における通常のガソリンとディーゼルの価格における税金の割合を示したものを図 4-22 に

示した。これらの税金を BEF ないし BDF に対しては全額免除あるいは部分免除して、市

価格におけるインセンティブを与えているのが現状である。 
 
場

 

図 4-22 主要国における燃料価格中の税金の比率（2002 年 2 月）51) 

なインセンティブが与えられていると言える（イギリスもその

後

係かと思われるが、現

在のディーゼル車技術は十分に規制に対応できているようである。 

2)

ではこの EPR が重要である。この種の解析には原

料作物の LCA 的な解析が必要である。 

 

 
この図から、イギリスを除く EU 各国ではディーゼルがガソリンより安い税金になって

おり、BDF 導入により大き

税制を変更している）。 
わが国でも軽油の税金の方が安くなっているにもかかわらず、ガソリン車が圧倒的(ディ

ーゼル乗用車登録 0.3 %以下)なのは、排気ガス規制対応技術との関

 
BEF、BDF のエネルギー利得率 
BEF や BDF を製造するにも、原料作物栽培時のトラクター燃料や肥料など、収穫後の

輸送燃料や工場の動力、プラント建設など諸々のエネルギーが必要である。それらの総エ

ネルギー量が、出来た BEF、BDF の持つエネルギー量を上回っては意味がないことになる。

この投入したエネルギーと収得したエネルギーの比をエネルギー利得率(EPR：Energy 
Profit Ratio)と呼ぶが、BEF、BDF 製造
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表 DF、BEF と収得

ENERGY YIELD N  

4-11 B のエネルギー収率 エネルギー52) 

FUEL ET ENERGY 

Biodiesel 3.20 220 percent  

Ethanol 1.34 34 percent  

Petrodiesel 0.843 (－15.7 percent)  

Gasoline 0.805 (－19.5 percent)  

表 4-12 世界各国のエネルギー利益率の例53)

エネルギ 益率 

 

原料、国 ー利

サトウキビ、ブラジル 

米国 

葉、米国 

トウキビ)、インド 

4

32.0 

テンサイ、英国 

トウモロコシ、

糖蜜、インド 

糖蜜、南アフリカ 

トウモロコシの

麦わら、英国 

バガス(サ

7.9 

2.0 

1.3 

8.0 

1.1 

5.2 

5.2 

 

 

F を現在の方法で作る場合のエネル

ギ

3＝3.80 で、280％の増加に

な

つエネ (

によって得られたもの

で

7

理由になって

ると見られる。 

3)

  
(気

 
米ミネソタ大学の David Tilman ら(Jason Hill et al：PNAS July 25,2006, Vol.103,No. 

30)が行った、トウモロコシから BEF を、大豆から BD
ー収率を求めた結果の、要約を表 4-11 に示した。 
具体的に説明すると、BEF では 1.0 のエネルギーを使って、1.34 のエネルギーを得てい

る(獲得エネルギーは 34％)。一方、ガソリンを作るにもエネルギーが必要で、1.0 のエネル

ギーを使って 0.805 のエネルギーしか得られない。したがって、ガソリンを BEF に代替す

る場合を考えると、1.34/0.805＝1.66、すなわち、エネルギー生産量が 66％増加すること

にになる。BDF についても同じように計算すると、3.20/0.84
る。BDF の方が代替燃料としては効率的であると言える。 
補足すると、BEF、BDF の投入エネルギーは栽培に必要なエネルギーと加工製造に必要

なエネルギーのみで、栽培植物の持

れない。すなわち、節約エネルギ

ーは光合成

ルギー 燃焼熱)は光合成によるものとして算入さ

ある。 
原料植物や、栽培地域が違えば

エネルギー収率は大きく異なって

くる。 右表にそれらの 1 例を示し

た。廃棄物扱いの原料の場合は定

義から当然ながら大きな値になる。

ブラジルのサトウキビの値が .9
と大きい点で、ブラジル BEF の

コストが安い大きな

い

 
CO2排出量削減 
バイオ燃料導入の大きな目的の一つは化石エネルギー使用量の削減と同時に地球温暖化

ガス(GHG：Green house gas)の排出、特に CO2ガス排出量の削減である。これにも LCA 的
な解析が必要である。ただし、バイオ燃料使用時の発生 CO2については、1996 年の IPCC

候変動に関する政府間パネル)において、GHG には算入しないことに決まっている。 
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これは植物を構成する炭素分はもともと空気中の CO2 から光合成によって吸収・固定さ

れたものであるので、植物の燃焼によって発生する CO2 は、また光合成で吸収・固定され

るので、大気中 CO2濃度には影響しないとする仮定 (カーボンニュートラルという)に基づ

く

。BDF、
BEF は CO2排出量(ガロン当たり CO2重量ポンド)が格段に少なくなっている。 

 
表 4-1 、BEF の CO2 排

CO2 EMISSIONS (Lb/gal)  

ものである。 
BDF、BEF の CO2排出量の推定にも、栽培時、製造時も含める必要があり、LCA 手法

による解析が必要である。米国 DOE の行った解析結果の要約を表 4-13 に示した

3 BDF 出量の比較 52) 

FUEL 

Biodiesel 5.84 

Ethanol 14.60 

Gasoline 24.30 

Petro  diesel 26.55 
１ Lｂ＝0.4536 kg、１ gallon＝3.785 L 

の相対値で

O2発生量 (Well 
n

。サトウキビ原料BEFの場合はCO2削減率でも優れており、

0％近い値になっている。 

 
 わが国で、政府の燃料政策を検討する会議に提出された、CO2発生量に対する、LCA 解

析を行った文献を整理した結果を、図 4-23(BEF)、図 4-24(BDF)に示した。 図の縦軸は

CO2発生量であるが、通常ガソリン燃焼時の CO2発生量を 1.0 として、他はそ

示してある。BDF の場合も通常軽油燃焼時の CO2発生量を 1.0 としてある。 
 図中、BEF、BDF の燃焼時 CO2排出量（点線部分）は先のカーボンニュートラルにより、

京都議定書では GHG に算入されない部分である。したがって、BDF、BEF 導入による CO2

削減効果は、ガソリン、軽油の発生 CO2に対する、BDF、BEF 製造時の C
to ta k CO2量) との比較で求まる。なお＋αは発酵時の CO2量である。 
 表 4-13 での CO2 削減率は、BEF の場合が (24.3－14.60)/24.3=0.40、BDF の場合が 
(26.55－5.84)/26.55=0.78 となり、それぞれ 40%、78％の削減率になる。図 5-23,24 と対応

していると見られる。だだし、図 4-24 の BDF は菜種原料の場合であるので、削減効果は

減って 60％程度になっている

9
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図 4-23 バイオエタノールの CO2 発生量に関する LCA 解析例 54) 

 

図 4-24 バイオディーゼルの CO2 発生量に関する LCA 解析例 54) 
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4)栽培植物の生産性 
 BEF、BDF を製造する場合、栽培土地面積当たりの生産性も問題である。これは作物の

面積当たり収穫量（栽培収量）と収穫物から製品を製造する製造工場での収率（加工収率）

なっていると見られる。ブラジ

例を図 4-25 に示した。前表と併せ、パーム油の生産性が

はアジア地域のパーム油を

料にした BDF 生産が躍進する可能性があると考えられる。 
 

表 4-14 原料別バイオエタノールの生産性

 

（アルコール 穫植物ｔ） （アルコー 地 ha） 

の積になる。 
 BEF 製造の場合の例を表 4-14 に示した。これを見ると、サトウキビでは加工収率は低い

が、栽培収量が大きいために、土地生産性は非常に大きく

ル BEF が低コストである理由がこの点からも言える。  

 BDF についても、同様のデータを表 4-15 に示した。数値は幅を持って示されているが、

農作物であるので、同一作物でも品種や栽培地域によって収量は異なるので、この程度の

幅を持つのが通常であろう。逆に、遺伝子操作も含めて品種改良の余地があると見るべき

である。さらに、グラフ表示した

格別であることが認識される。 
  現在の BDF 原料は EU 圏を中心に菜種が主体であるが、今後

原

41) 

加工収率 

L/収

土地生産性 

ル L/土

ト 3ウモロコシ 36.9 2,133 

サ  5トウキビ 56.8 ,191 

大麦 333.1 861 

グレイン・ソルガム 1325.5 ,263 

小麦 302.8 692 

米 302.8 1,637 

ライ麦 299.0 505 

オーツ麦 242.3 533 

サツマイモ 128.7 1,777 

ジャガイモ 87.1 2,797 

テンサイ 83.3 2,854 
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表 油 油分含 量 55) 

油 脂 油種作物 種

量 ] 

油分含量 油分収量 

4-15 各種 種植物の収穫量、

子/果実/核収

量、油分収

    [ｔ/ha [％] [ｔ/ha] 

アマニ油 

ヒマワリ油 

油 

ヤ

リ 

 

セイ 

 

1.4 3 

1.4 5 

0.

0.5～0.6 

3  

65～75 

0.4 1 

0.5 1 

0.3 6 

0.3～0.5 

綿実油 

大豆油 

菜種油 

ゴマ油 

落花生油 

ヒマシ油 

バーム油 

バーム核

アマ 

ヒマワ

ワタ 

ダイズ 

ナタネ

ゴマ 

ラッカ

ヒマ 

アブラヤシ 

アブラヤシ

0.7～0.8 

～2.

1.1 

1.8～2.3 

～2.

0.4 

1.0 

9～1.0 

20＊ 

0.9 

28～44 

28～47 

15～25 

16～22 

38～45 

35～36 

40～50 

5～57

20＊ 

45～50 

0.2～0.4 

～1.

0.2 

0.3～0.5 

～1.

0.1 

0.4～0.5 

～0.

4.0 

0.4～0.5 

シ油 ココヤシ 

＊：生鮮果房についての値 

 
図 4-25 バイオディーゼル原料の土地生産性 50) 

響、今後の車両構造、エネルギー

キュリティー、他が考えられるが説明は省略する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5)その他の問題点 
 上記以外の問題点としては、他バイオ燃料との選択、バイオ燃料の供給体制、食糧生産

との競合、税制と導入インセンティブ、排ガスの環境影

セ
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４．２ 今後の研究開発 

 前節のまでの報告から、要約すると米国・ブラジル中心のバイオエタノール生産、EU を

中心のバイオディーゼル生産が正に高度成長期にあり、アジア地域のパーム油ディーゼル

がこれから高生産に入る状況と言える。それでは今後の次世代バイオ燃料を見据えて各国

の研究開発がどのような状況にあるかを本節で概観してみる。 
 
4.2.1 バイオエタノール関係の研究開発 

(1)次世代バイオ燃料の分類 
 初にバイオ燃料を論ずる場合、第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代バイオ燃料などの呼び

方をするが、論文・資料により意味する対象が違っている場合があるので、分類・定義を

確認しておく。バイオ燃料に世代論がでたのは、2006 年に EU のバイオ燃料研究諮問委員

会(BIOFAC)が 2030 年に向けての開発展望として下図を提示した影響が大きい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-26  今後のバイオ燃料開発の展望 56) 

2020

2050

2010

2005

総合バイオリファイナリー施設

「第二世代（次世代）」：EtOH、合成軽油、リグノセルロー
ス系バイオマスDME、SNG

「第一世代（従来型）」：EtOH、ETBE、FAME,FAEEの現在プロセ

スを発展

(FAME,FAEE:Fatty acid methyl/ethyl ester)

2020

2050

2010

2005

総合バイオリファイナリー施設

「第二世代（次世代）」：EtOH、合成軽油、リグノセルロー
ス系バイオマスDME、SNG

「第一世代（従来型）」：EtOH、ETBE、FAME,FAEEの現在プロセ

スを発展

(FAME,FAEE:Fatty acid methyl/ethyl ester)

段階1 短期（～2010年）

・現存の技術の向上

・（リグノセルロース系バイオマスから生成した）次世代バイオ燃料の研究開発。

次世代バイオ燃料の初の実証プラント。

・バイオリファイナリー構想に関する研究開発。

段階2 中期（2010～2020年）

・次世代バイオ燃料生産技術の展開。

・バイオリファイナリー構想の実証。リグノセルロース系バイオマス燃料と総合バイオリファイナリー工程の改良の
ための継続的研究開発。

・エネルギー作物と持続的農業に対する選択肢の開発。

段階3 長期（2020年～ ）

・次世代バイオ燃料の大規模生産。総合バイオリファイナリー複合施設の展開。
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  今後の開発方向が理解できる図であるが、ここでは、これを参考に、第 1 世代、第 2 世

代の分類・定義を、朝野健司・美濃輪智朗の論文 57)に準じて、表 4-15 のようにした。すな

わち、アルコール系については糖・デン粉の発酵によるものを第 1 世代、セルロース・リ

グノセルロースからのものを第 2 世代とする。論文によっては、古代からの熱源としての

バイオマスの利用を第 1 世代、自動車燃料への利用を第 2 世代、セルロース・リグノセル

ロース原料化を第 3 世代と分類しているものもある。 
 ディーゼル系については、菜種油、大豆油など食用油及び回収廃食用油からの製品を第 1
世代とし、非食用油及び動物脂肪を原料とするもの、ならびに木質系原料などのガス化分

解から合成するもの、さらに植・動物油を水素化処理した製品を第 2 世代と区分した。 
 

表 4-15 次世代バイオ燃料などの分類 

バイオ燃料 

（別称） 

アルコール系 

（原料植物） 

ディーゼル系 

（原料植物） 

第 1 世代 

（在来型） 

 

糖・デン粉発酵エタノール 

(サトウキビ、トウモロコシ、麦、テンサ

イ、ソルガム、他) 

ETBE、DME などを含める 

食用油原料ディーゼル 

(菜種、大豆、ヒマワリ、パームヤシ、ココナ

ツ、米糠、他) 

廃食用油ディーゼルを含める 

第 2 世代 

（次世代型） 

 

セルロース、リグノセルロース原料エ

タノール(発酵及び合成) 

(木材、稲わら、草・幹葉、他) 

バイオブタノールを含める 

非食用油・動物脂原料ディーゼル、合成

ディーゼル(BTL、水素化処理) 

(ナンヨウアブラギリ、ヒマ、動物脂肪、他) 

第 3 世代 

（未来型） 

総合バイオマスリファイナリー製品 

ガス燃料、固形燃料、電力、化成品も含める 

 
(2)米国・カナダのセルロース系エタノールの開発研究 
 既述のようにバイオ燃料製造技術は第 1 世代については、産業技術として確立されてい

るわけだが、しかし、ブラジルのエタノールを除くと、自立産業としては成立しておらず、

国策による優遇税制や補助金制度によって、市場インセンティブを維持しているのが実状

である。したがって、コストダウンに向けての第 1 世代プロセスの改良研究、さらに低コ

スト原料化と高収率を実現するための第 2 世代プロセスの実用化研究が重要である。 
 米国におけるバイオエネルギー研究は DOE(米エネルギー省)傘下の NREL(National 
Renewable Energy Laboratory、国立再生可能エネルギー研究所、1974 年設立、太陽エネ

ルギー研究所を経て、1991 年より現名称) を中心に、他省庁傘下研究所ならびに民間企業

研究所との共同で多くの研究開発プロジェクトが推進されている。 
 注目されるのは、第 2 世代の研究である「セルロース系エタノール」の開発研究である

が、図 4-27 に示すような 3 段階のステップで計画されている。第 1 ステップはセルロース

系バイオマスの酵素分解などの基本プロセスの可能性確認研究、第 2 ステップはプロセス
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統合の技術開発、第 3 ステップがシステム統合で、期間的には 15 年間を見込んでいる 58)。 
 この研究は、わが国を含め全世界が取組んでいるテーマとも言えるが、米国の研究目標

は食糧生産との競合性からの脱却も視野に入れているので、期間 15 年を設定している。 
 

 
図 4-27 米国のセルロース系原料のエタノールの開発計画 58) 

性 能 の 向 上 
輸入原油

の代替 

 

・セルロース系バイオマス

13 億トン 

・セルロース利用可能性 

・コスト削減 

・作物の持続可能性 

 

 

・エネルギー作物 

・プロセスの統合 

・新技術の展開・普及 

バイオ燃料システム統合 

持続可能な農業 

強化したプロセス 

経済的なバリューチェーン

の融合 

・農業 

・エネルギー 

・バイオテクノロギー 
統

合

度

の

増

加 

技術展開 

・植物バイオマスの 適化： 持続可能性、収量 

・酵素改良： 範囲、耐性、強化 

・高温発酵： SSCF、CBP 

・プロセス耐性 

・様々な地域に適したバイオ燃料エンジニアリング技術 

エネルギー作物研究とプロセス研究の統合 

・植物ゲノム研究： 細胞壁に関する遺伝子、原理、制御因子 

・様々な糖の発酵研究： 耐性、制御 

・高温発酵： SSCF、CBP 

・バイオマスを燃料に変換するためのシステム生物学 

 
 木や草の成分は水分とミネラル分を除くと、セルロース(40～50％)、リグニン(15～35%)、
ヘミセルロース(20～30％)の有機物質の複合体である。この複合体をリグノセルロースと呼

ぶが、現在、酸分解やセルラーゼ酵素によって、加水分解して糖化できるのはセルロース

分に限られている。したがって、この 3 成分の分離を効率よく、かつ低コストで可能にす

ることがセルロース系エタノール製造実用化のカギである。第 2 世代の研究開発ではこの

分野に重点の一つが置かれている。 
 米国・バージニア工科大学の Y.H.P. Zhang の研究では、有機成分を加えた濃リン酸／ア

セトン溶液でリグノセロースを処理することで、3 成分が効率よく分離できるとしている 59)。
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米国ではないが、カナダのアイオジェン社では蒸気爆発（粉砕原料を180～260℃に加熱し、

0.5～2％の酸を混ぜて処理し、繊維組織を破壊する）と酵素分解を組み合わせることで、糖

化加水分解が効率的に可能としている 60)。 
 アルコール発酵過程の効率化では、遺伝子組み替えを行った酵母菌の開発が盛んである。

マサチューセッツ工科大学の研究チームは発酵によってエタノール濃度が高くなっても、

働きが阻害されず高生産速度が維持できる酵母菌を開発している 61)。バイオエタノール製

造の発酵阻害物質耐性酵母について、わが国でも研究が進んでおり、詳しくは第 1 章で述

べたように、財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)と㈱本田技術研究所が共同で実用

化開発研究を行っている。 
 発酵液の濃縮・精製工程のコストダウンでは、第 1 章でも述べたように製品エタノール

の脱水技術の改良が進んでいる。すなわち、蒸留脱水では多大の蒸発エネルギーが必要な

ため、これを低減できる脱水法として、蒸発・PSA 法、浸透気化法、ゼオライト膜法など

の開発が盛んである。ゼオライト膜脱水装置はわが国において開発された単位装置である

が、米国でも全面的に採用される方向にある 62)。 
  さらに米国では、食料生産と競合するトウモロコシ･デン粉原料から脱却して、セルロー

スを専一に供給する非食料作物の開発にも多大の力を注いでいる。DOE はこの分野の研究

推進のため、3 箇所にバイオ研究センターを設置することを発表した(2007 年 6 月)。場所

はテネシー州オークリッジ、ウィスコンシン州マジソン、カリフォルニア州バークレーで、 
2008 年開設する 63)。非食料作物ではスイッチグラス(多年性イネ科の牧草、高セルロース

含有率)が有望とされている 64)。 
 
   

   図４－28 米国・ＤＯＥにおけるバイオリファイナリーの概要     
 （３）ＥＵにおける第２世代バイオ燃料の開発 
 ＥＵにおける第１世代バイオ燃料の代表はドイツを主体とする菜種原料ディーゼル油で

あるが、第２世代バイオ燃料として開発が予定されているのは、木質系バイオマスをガス

化分解したあと、液体燃料を化学合成する BTL (Biomass to Liquid) が代表である。 
 この理由は、菜種原料ディーゼルのコストが 0.60 ユーロ/L 以上で、しかも、その原料菜

種油コストが約 80％を占めることから、今後大幅なコストダウンが期待できないことを背

景に、使用可能な原料バイオマスの対象を広げ、セルロース、ヘミセルロース、リグニン

の全てが利用できる BTL 法に集約されたためである。BTL 法の生産プロセスを示せば図４

－29 のごとくである。 
 

 

図 4-28 米国・DOE におけるバイオリファイナリーの概念 65) 
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 終的な研究目標は総合的なバイオリファイナリーの創出で、製品は液体燃料に止まら

ず、合成ガス、化成品、中間製品、さらに電力・蒸気も含めたシステムになる。米国のバ

イオリファイナリー構想を図 4-28 に示す 65)。 
 

(3)EU における第 2 世代バイオ燃料の開発 
 EU では、バイオ燃料研究諮問委員会(BIOFAC：Biofuels Research Advisory Committee、
大企業及び研究機関の専門家で構成)が将来構想として、先の図 4-26 を示しているが、ここ

で、第 2 世代バイオ燃料として、エタノール、合成軽油、リグノセルロース系バイオマス

DME、SNG を上げているが、菜種ディーゼルの FAME、FAEE（Fatty acid methyl/ethyl 
ester)は欠落している。 
これは FAME、FAEE は既に第 1 世代バイオ燃料として完成されていると理解されるも

のの、菜種原料ディーゼルのコストが 0.60 ユーロ/L 以上で、しかも、その原料菜種油コス

トが約 80％を占めることから、今後、大幅なコストダウンが期待できないことが背景にあ

るものと考えられる。この点から、EU としては使用可能な原料バイオマス資源の対象を広

げ、全ての草木のセルロース、ヘミセルロース、リグニンが利用できる BTL (Biomass to 
Liquid)法プロセスの開発に主力を移したと考えられる。BTL 法の生産プロセスを示せば図

4-29 のごとくである 60)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-29 BTL 法の生産プロセス概念図 60) 

 
 このプロセスで、ガス化段階は各種バイオマスを高温熱分解（＞1200℃）することで、

CO と H2ガスを得るものであるが、合成段階はいろいろな合成法がある。古くからのフィ
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シャー・トロプシュ法 ( 1923 年、発明) は次式の反応により、直鎖状の飽和ないし不飽和

の炭化水素を合成するもので、ディーゼル油の合成も可能である。 
           nCO ＋ nH2  →  (CH2)n ＋ nH2O 
 触媒と温度・圧力条件を変えれば、メタン(CH4)、メタノール(CH3OH)、ジメチルエーテ

ル(CH3OCH3)、エタノール(C2H5OH)＊の合成も可能であり、これらが、先の図 4-26 記載の

第 2 世代バイオ燃料と対応している。もちろん、熱分解ガスに水性ガス・シフト反応(CO
＋H2O→H2＋CO2)を行わせれば、水素(H2)を製造することも可能である。特徴的なことは

米国、他と違って触媒を使ったセルロース分解は採用せず、熱分解法を採用していること

である。 
＊従来エタノールの化学合成は、エチレンに水を付加することで作られるのが普通であ

った(CH2＝CH2＋H2O→C2H5OH)が、 近は CO＋H2ガスから直接合成する触媒も作

られている。（http://www. syntecbiofuel. com） 
 ドイツの自動車産業としても、従来の原料と製造法では、ブラジルのサトウキビからの

エタノールに太刀打ちできないから、リグノセルロースからの BTL の可能性に期待してい

るという。 
 EU における研究開発プロジェクトの二三を紹介すると 60)、 
・RENEW プロジェクト：ドイツ・フォルクスワーゲン㈱をコーディネーターとして EU
域内 33 組織が参加、半数が企業、半数が研究所。予算 1,980 万ユーロ、期間 2004 年 1
月より 48 ヶ月。 

 内容は、麦わら、エネルギー作物、木材等を主に流動層・噴流層で熱分解し、生成ガス

から車両用 BTL 燃料を合成する。製造コスト 0.70 ユーロ/L(ガソリン相当)以下が目標で、

適プロセスの選定、実証化。 
・NILE プロジェクト：フランスの IFP 社のコーディネーターで、11 カ国、21 組織が参加。

予算 1,280 万ユーロ、期間 2005 年 10 月より 48 ヶ月。 
 内容はバイオエタノール製造における前処理から加工までの 適化工程の追及。バイオ

マスの酵素加水分解も含む。 
・CHRISGAS プロジェクト：スウェーデン・ベクショー大学のコーディネート。8 カ国、

19 組織協力。予算 1,560 万ユーロ、期間 2005 年 9 月より 60 ヶ月。 
 内容はセルロース含有バイオマスから H2 リッチガス製造プロセスの実証研究。 
・HYVOLUTION プロジェクト：オランダ。ワゲニンゲン大学のコーディネート。EU 内

11 カ国、＋トルコ、ロシアの多国籍、学際研究。予算 950 万ユーロ、期間 2006 年 1 月

より 60 ヶ月。 
 内容は小規模、低コストバイオマスプラントでの H2 の 適製造プロセス開発。好熱性細

菌による発酵過程も含む。コスト目標 10 ユーロ/GJ（≒6.3 円/103kcal）。 
リグノセルロース系バイオエタノールの量産はまだ世界的にも例が無い段階であるが、

ドイツ政府の 2015 年の見通しとして、土地生産性 756 L/ha、代替燃料に対する割合 20.5％、
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生産コスト 24 ユーロ/GJ (0.51 ユーロ/L、21.17 MJ/L で換算)としている。これらは挑戦的

であるが、不可能ではない数値と言えよう。 
 BTL ディーゼルもまた市販には至っていないが、ドイツ・コーレン(COREN)社は 2007
年に商用プラント 1 号(年産 16,000 m3)の操業に入る計画であり、2015 年の目標として、

土地生産性 4,558 L/ha、代替燃料に対する割合 15.5％、生産コスト 18 ユーロ/GJ (0.60 ユ

ーロ/L、33.45MJ/L で換算)を掲げている。 
  他に、カールスルーエ研究センターではバイオマスを高エネルギー密度スラリーに変換

して、輸送エネルギーを合理化したプロセス「BioLiq」BTL 製造法の開発に取り組んでい

る。製品価格は 1 ユーロ/L 以下（内加工費 0.50 ユーロ/L）が可能と計算している。半径 25 
km 以内に存在する 5 万 t/年のバイオマスを処理して、熱出力で 40～50 MW を想定してい

る。現在、5 MW 噴流層型ガス化装置のテスト中である。 
 クラウススタール環境技術研究所、フライベルク工科大学鉱業アカデミーなども、それ

ぞれに BTL プロセスの開発を行っている。 
 フィンランドのネステオイル社は、第 1 世代バイオ燃料として、ETBE を生産している

が、第 2 世代ディーゼルとして、菜種油、ヤシ油、大豆油、動物油脂の混合物を水素化処

理してディーゼル化する「NExBTL」製造法を開発し、商品化を目指している。他のバイ

オ燃料より CO2 削減率が大きい特徴があるとしている。この水素化処理ディーゼルについ

てはわが国でも開発が試みられている。 
 

(4)米デュポン社のバイオブタノール開発 
エタノールではないが、ブタノールもバイオ発酵で製造する開発研究も行われているの

で、簡単に説明する。 

 糖分の発酵で、エタノール発酵と別の酵素になるが、アセトン・ブタノール発酵がある

ことは古くから知られている。化学式を示すと次式になる。 

      95C6H12O6 → 60C4H9OH ＋ 30CH3COCH3 ＋ 10C2H5OH 
  ＋220CO2 ＋ 120H2 + 30H2O 

 すなわち、95 モルのグルコース(C6H12O6)から、60 モルのブタノール(C4H9OH)と 30 モ

ルのアセトン(CH3COCH3)と、10 モルのエタノール(C2H5OH)が作られる。 
このアセトン・ブタノール発酵は、第１次大戦当時火薬の製造に必要なアセトンの製造

法として研究され、英・米では大量生産に成功しているものである。わが国でも２次大戦

時に研究されたが、量産されるまでには至らなかったようである。戦後はアセトン需要の

減少と、石油原料らの製造法の普及で終息していたものである。この発酵液からブタノー

ルを分離・精製すれば、ブタノールは酸素分が少なく、高発熱量で、ガソリンにはエタノ

ールより高濃度で混入でき、車の燃費も下がらないというメリットがある 66)。 
 しかし、効率よく低コストでブタノールを発酵させる技術はまだ完成されていない。効

率の悪い原因は、主として発酵の進行でブタノールが生成すると酵素の働きが阻害される
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ことにある。 
 ところが、2006 年に米国デュポン社はブタノール発酵の商用開発に成功したと発表があ

り、英国の 2 箇所で BP 社、他と提携して、ブタノール生産施設を建設し、2007 年末には

市場提供するとのことである 67)。デュポン社のプロセスが先の阻害作用をどのように克服

しているかは不明であるが、成功すれば近いうちに明確になるものと思われる。バイオブ

タノールも第 2 世代のバイオ燃料の一つである。 
 
4.2.2 バイオディーゼル関係の研究開発 

(1)EU における今後のバイオディーゼル開発 
 EU における輸送用燃料ではバイオディーゼルがガソリンに比較して圧倒的であること

はすでに述べた (2005 年、81.5％)。このバイオディーゼルの原料は主に菜種油であるが、

EU では将来に向かって原料資源の食用油からの脱却を目的に、鋭意 BTL プロセスの開発

が行われることも前項に説明したとおりである。 
 

表 4-16 リグノセルロース系バイオエタノールとディーゼル(BTL)の比較 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

註：＊１ ガソリン等価、＊2 軽油等価 
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 本来、炭化水素を熱分解して、フィシャー・トロプシュ法で液体燃料を得る技術は、石

炭から合成石油を作るために開発されたプロセスである。したがって、BTL プロセスでデ

ィーゼル油を得るのは本来技術であり、説明は要しない。ここでは同じ熱分解ガスから作 
られるリグノセルロース系バイオエタノールと、バイオディーゼル(BTL)との評価がどうな

っているかを紹介する。表 4-16 はこの両者の特性比較である 60)。 
 この表で、「ユーロ／燃料相当量 1L 当たり」の数値が 終的な評価と見られるが、エタ

ノールが 0.98 ユーロ/L、BTL が 1.03 ユーロ/L となっており、BTL が 5％ほど高額になっ

ている。一方、ガソリン車とディーゼル車の燃費の比較では、一般にディーゼル車の方が

20%前後良好とされているので(JPEC：わが国におけるディーゼル乗用車普及可能性に関す

る調査、2004.9.30）、EU におけるディーゼル燃料の優位性は BTL 燃料が一般化しても続

くものと考えられる。ただし、実際には他項目、車両価格、排ガス浄化、CO2 削減量、そ

の他も考慮されて、今後の燃料選択がなされるであろう。 
 
(2)非食用栽培植物油ディーゼル開発 
 パームヤシ油やココナツヤシ油からのディーゼル油製造、さらにはナンヨウアブラギリ、

他の非食用栽培植物油からのディーゼル油製造は、技術的には第 1 世代バイオ燃料製造技

術に順ずるので、技術開発課題は無いと言えるが、本格的な大量生産は今後であり、生産

地はアジア諸国が主になるので、二三の点を補足しておく。 
・パーム油ディーゼル 
 既述のようにパームヤシ油の土地生産性は非常に大きく(4t-oil/ha、図 4-25)、ディーゼル

原料として魅力的である。現状の生産地はマレーシア、インドネシアが主力であり、わが

国へのパーム油 BDF の輸入の可能性を検討した資料 49)によると、パーム油の生産量には十

分な余裕があり、フィージビリテイ・スタディでは、生産規模 40 万 kL/年で、生産コスト

は 15.2 円/L、200 万 kL/年規模で、生産コスト 11.9 円/L と見積もられており、製品のわが

国への輸送コストを考慮しても、十分実現性があることになっている。 
 ただし、EU が前に述べたように、森林資源保護の観点から、パーム油の輸入を禁止して

いる点は 28)、わが国でも十分考慮する必要があろう。 
・ナンヨウアブラギリ 
 和名ナンヨウアブラギリ(Jatropha curcas)はジャトロファとも、クルカスとも呼ばれ、

土地生産性は 1.7 t-oil/ha 程度であるが、大豆の約 5 倍、菜種の約 3 倍といわれ、痩せ地で

も育ち、干ばつにも害虫にも強いので、わが国でもパーム油と同様に検討されてもいいと

思われる。インドでは 2005 年から 15 万 ha の栽培が始まっており 19)、フィリッピンでも

アロヨ政府は 70 万 ha に栽培する計画と伝えられる 68)。 
・合成ディーゼル 
第 2 世代ディーゼルは図 4-30 に示すように 69)、BTL と BHD(Bio Hydrofined Diesel 水

素化バイオ軽油)であるとされる。BTL は既に説明したが、BHD は石油の改質技術である
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水素添加法を植物系の油に適用して、油中の不飽和結合を減らし、不純物（S 化合物など）

を除き、高品質（セタン価が高い）で安定したディーゼルが得られるというものである。

今後の技術として注目されるが、これはわが国においてバスの試験運行を含めたプロジェ

クトが進行中であるので、近いうちに評価が得られるものと思われる 70)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-30 代表的第 2 世代バイオディーゼル製造技術 69) 
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４．３ バイオ燃料導入促進策 

 バイオ燃料導入促進策は大きく見ると、バイオ燃料に対する優遇税制と、バイオ燃料製造プラ

ント建設や原料作物栽培等に対する支援制度になると考えられる。それらの大要を考察してみる。 

 

4.3.1 優遇税制について 

輸送燃料であるガソリンと軽油(ディーゼル) に対する課税の主なものは、エネルギー税

（鉱油税ともいう。わが国では揮発油税および地方道路税、軽油の場合は軽油引取り税）、

二酸化炭素税（炭素税、環境税とも言う）、と付加価値税（わが国では消費税）である。こ

れらの税の総額は、ガソリンないし軽油の製造コストに比較して、小さくないことは先に

図 4-22 に示した。そして、これらの税金に対し、バイオ燃料では全額無税ないし部分無税

にすることで、ほとんどの国がバイオ燃料に対し市場優遇性を与えているのが実状である。 
EU においては、2003 年 10 月に、EU 委員会からバイオ燃料に対する税制優遇措置を認

める指令(2003/96/EC) が出されており、各国が優遇措置を実施した。表 4-17、表 4-18 に

BEF と BDF についての税控除の一覧を示した。これらを見ると分かるように、ドイツ、

スペイン、イタリア、スウェーデンでは全額控除になっており、これがその後のバイオ燃

料導入拡大の推進力になっているのは明らかである。 
 

表 4-17 EU 諸国における BEF に対する燃料税控除の一覧 10) 
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表 4-18 EU 諸国における BDF に対する燃料税控除の一覧 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この種の優遇税制は専らバイオ燃料導入に対する各国の国策に拠るものである。結果の

具体例を示せば、例えば、ドイツの場合で、2006 年 6 月時点で、軽油価格 132 ユーロ/L（192
円/L）に対し、ミュンヘンで BDF は 0.99 ユーロ/L（134 円/L）であったと報告されている

（http://diary.jp.aol.com/j2dikxrf/787.html）。ほぼ、市価で 0.20 ユーロ/L 前後の値差が保

たれて来ている。ただし、ドイツでは 2006 年末から完全無税は改正され、今後はバイオ燃

料にも段階的に課税されることになった 71)。 
直近の情報では、課税復活のために市価がコストをカバーできず、BDF 工場の生産を一

次停止するという話も伝えられている 72)。国策変更は次世代バイオ燃料開発との見合いと

思われるが、今後の成り行きが注目される。 
米国の免税政策では、現在、BEF については 1 ガロン当たり 51 セント（13.6 セント/L）、

BDF については 1 ガロン当たり 1 ドル（26.6 セント/L、ただし、廃食用油や動物油脂由来

は 0.5 ドル、13.3 セント/L）となっている。したがって、E10 ガソリンなら 5.1 セント/gal
が免税される。これらは BEF が 2010 年まで、BDF は 2008 年までの暫定とされているが、

さらに延長される予想である 73)。なお、米国では州ごとに別途の製造・販売に対する優遇

措置がとられている場合もある。エタノールの製造コストはガソリンより高いが、上記の

優遇税制によって、エタノールの市場インセンティブが保たれていると見られる。 
ブラジルではエタノール(含水)の方が製造コストは安いことから、税制優遇はなくてもエ

 121 



タノール混合ガソリン(E20)が一般化している 74)。下図)は米国とブラジルのエタノールとガ

ソリンの 近の価格推移をしめしたものである 75)。ただし、米国のエタノールは優遇税制

控除前の金額である。また、ブラジルでも BDF は軽油よりコスト高であるので、軽油税の

30～100%を控除する政策を採っている 76)。 
 
 
 
 
タダシ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-31 米国とブラジルのガソリンとバイオエタノールの価格 75) 

 

ところで、ガソリン価格とその税率に関しては、直近では原油価格が高騰しており、先

の図 4-22 は 2002 年時点のデータであり、状況がかなり変化してかと思われるので、2006
年第 2四半期における世界各国のガソリンの価格と税金の一覧 77)を次ページ図 4-32に示し

た。 
この時点でも、EU 諸国では、税金の総額はガソリン価格の内 50％を超えているのが明

確である(スペイン 50.6％、ドイツ 62.3％、イギリス 64.4％)。ちなみに、アメリカは 12.7％、

わが国が 44.9％である。原油の高騰は現在も続いており、今後の見通しは難しい。 
一方、アジア諸国でも、中国 51)ではエタノールに対する間接税の還付措置があり、特に

2010 年以降では図 4-33 に見るように、普通のガソリンとディーゼルには増税することによ

りバイオアルコール及びバイオディーゼルとの税金額に大きな差をつける政策になってい

る。また、インドではエタノール混合ガソリンに対する課税軽減措置、タイではエタノー

ルへの物品税免税措置がある 78) 。 
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出典：IEA「エネルギー価格と税(2006 年第３四半期)」、換算レートは IEA 資料に基づく。国名後( )内は付加価値税(日本消費税)である。 

図 4-32 OECD 諸国のガソリン 1 L 当たりの価格と税(2006 年第 2 四半期、出所：財務省 HP) 77) 



 

 

結局、バイオ燃料に対する税制はそれぞれの国家政策の反映そのものであり、わが国は

まだ、バイオ燃料に対する税制を明確化しておらず、今後、国策をどのように反映させる

かが課題である。次の図 4-34 は現在における、輸入原油からガソリン並びに軽油を製造す

る場合の現在の課税内容を示すものである。 
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図 4-33  中国における車両燃料に対する税金政策 51) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-34 わが国のガソリンと軽油に関する税金の現状 (2007 年) 
 



4.3.2 補助金等の導入促進支援制度について 

(1)ブラジルと米国の事情 
 初に、バイオエタノールで歴史の長いブラジルの事情について考察してみる。石油の

輸入依存率の高かった石油危機の時代、ブラジルは「プロアルコール政策」(1975 年)によ

って、サトウキビからのエタノールの生産を奨励するために多くの助成策が実施された。

サトウキビ生産者からの買い入れ価格の政府保証、アルコール工場建設への低利融資、売

り渡し価格の保証、他がなされ、また、車輌では「アルコール車」への税制優遇が採用さ

れた。その結果、1985 年以降はサトウキビのアルコール生産への配分比率は 1/2 を越え、

50～60%で推移している。現在では、「エタノール価格がガソリンの 70％以下ならば、ド

ライバーはエタノールを選択する」と言われている 74)。 
 現在、ブラジルでのバイオエタノールのコストは約 0.20 ドル/L という画期的な低コス

トが実現されており、エタノール関係の農業生産者への補助金は全面的に廃止されて、ブ

ラジル産エタノールは完全自由化の状態にある。 加えて、リオデジャネイロ沖のカンポス

油田からの石油生産の拡大と相まって、バイオエタノールはブラジルの巨大輸出商品化に

向かっている。サトウキビ畑が一大油井に変わったといっても過言ではない。 
 一方、バイオディーゼルについては、 近の原油高騰から 2004 年に「バイオディーゼ

ル生産・利用計画」が設定され、BDF 導入が進められている。ブラジル BDF は主に大豆

油から作られるが、石油ディーゼルよりはコスト高であるので、税制優遇の他、北部小規

模農家支援策として補助金制度が実施されている 74)。しかしながら、これはアマゾン森林

地帯を大豆畑に変えることになり、熱帯雨林の破壊につながるものとして批判もある。 
 米国におけるバイオエタノールの開発は厳密にはヘンリー・フォードの T 型フォードが

開発された 1919 年まで遡るそうであるが、本格的な大量生産は既述のように 1990 年代か

らである。その後、2006 年にはブラジルの生産量を抜いて世界一位に躍進し、今後も生産

規模拡大は急である 79)。その陰には、エタノールの販売価格における税制優遇だけではな

く、連邦政府及び州政府からのサトウキビ生産農家及びエタノール製造者への多大の税控

除ないし補助金支給がある。しかも、小規模エタノール製造業者(年製造量 6,500 万ガロン

≒25 万 kL 以下)はサトウキビ生産農家が兼ねている場合が多く(約半数)、実質的にトウモ

ロコシ生産農家は多額の助成金を得ているのが実状とされている。 
 USDA(米国農務省)によると、2004 年度のトウモロコシ生産量は約 128 億ブッシェル(≒
3.5 億 t)であり、その使途は家畜飼料用 58％、食糧・デン粉用 13％、燃料用 12％、輸出

用 17％となっているが、2012 年の予測として、生産量増も 15％ほど見込んでいるが、燃

料用が 22％と倍増し、飼料用は 48％に減少するとしている。USDA 担当官は生産量の増

加でバランス上の大きな心配は無いとしているが、今後の家畜飼料の高騰を懸念する声も

多い 80)。 
 世界的な環境オピニオンリーダーであるレスター・ブラウン氏は「巨大な燃料用需要は

穀物価格の高騰を招き、食費に支出の半分以上を費やしている貧しい 20 億人の生活に影
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響する」と述べている 81)。この点では、セルロース系アルコールや、非食用油原料ディー

ゼルなどの開発が急務であると言える。 
 
(2)EU 諸国の事情 
 EU におけるエネルギー作物栽培農家に対する支援策は、EU の共通農業政策(CAP：
Common Agricultural Policy)との関係が深いが、主に次の 2 項目になる 82)。 
 ① 休耕地の利用推進：EU 域内農家所得調整等で義務化されている休耕地でエネルギー

穀物を含む非食料用作物の栽培を認める。ただし、休耕補償額は基準単収(t/ha)×単価(63
ユーロ/ha)で、休耕率は耕作地の 10％が基準。2005 年実績では約 90 万 ha の休耕地で、

非食用作物が耕作され、その内 85 万 ha で菜種が栽培された。 
 ② エネルギー作物助成：バイオ燃料及び電力・熱エネルギー利用バイオマス穀物の生産

に対し、年間 45 ユーロ(約 7,300 円)/ha の助成をしている。主にドイツ、フランス、イギ

リスが対象になるが、EU としての助成上限は総耕作面積で 150 万 ha としている（EU 加

盟国の拡大に伴い 2007 年には 200 万 ha に拡大）。2005 年実績は 57 万 ha であった。 
 ドイツにおいては、油脂植物および蛋白質植物支援協会（UFOP）や BDF 品質管理研

究会（AGQM）が 1990 年、1999 年に設立され、UFOP は流通業者や精油工場などの関

連組織のコーディネートの役割を持って菜種生産、BDF 生産施設の拡大に努めて BDF の

普及拡大に寄与している。また、AGQM は BDF の製造から販売までの品質管理と啓蒙活

動を行っている。 
 

表 4-19 穀物の需給見通し （2004～2013 年）84)    （単位：百万ｔ） 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

生産 286.2 253.3 242.5 285.9 286.6 287.9 291.6 295.3 297.8 301.1

消費 243.4 246.6 246.8 270.1 269.8 270.3 272.4 274.7 276.8 278.9

内バイオエネルギー用 0.5 1.3 1.9 5.5 7.1 8.9 10.7 13.6 16.5 18.6

輸入 10.1 10.2 11.3 10.5 10.4 10.3 10.4 10.4 10.2 10.7

輸出 23.3 22.0 24.9 22.5 25.8 27.1 28.7 29.2 31.5 32.8

2007 年以降はブルガリアとルーマニアを含む 

 

表 4-20 油糧作物の需給見通し （2004～2013 年）84)    （単位：百万ｔ） 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

生産 20.1 19.7 20.1 27.8 28.8 28.9 30.0 30.5 31.5 32.3

消費 36.5 41.0 44.3 50.9 53.6 55.1 58.8 60.3 64.3 66.4

内バイオエネルギー用 4.6 7.4 7.9 10.1 11.0 12.9 15.5 16.6 18.4 18.8

輸入 20.5 21.9 23.7 25.8 26.3 27.8 29.6 30.3 33.7 34.7

輸出 1.8 0.6 0.5 2.2 2.2 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3

2007 年以降はブルガリアとルーマニアを含む 
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  ドイツ以外の国々も同様な状況にあり、EU 委員会は今後の穀物と油糧作物の需給見通

しとして表 4-19 及び表 4-20 を示している 84)。穀物のバイオエネルギー(BEF)用は 2013
年の需要は 2005 年 130 万トンの約 15 倍 1,860 万トンに、油糧作物(BDF 用)は 2005 年

740 万トンの約 2.5 倍 1,880 万トンになると予想している。これだけの需要を満たすには

域外からの輸入も必須になり、それは世界の食料価格の高騰を招くという意見も出ている。

この点でも第 2 世代のバイオ燃料の開発が急がれる。 
現在、EU 委員会としては 2003 年の当初目標、バイオ燃料導入率 2005 年 2％、2010 年

5.75％の達成は困難な状況にあるとして、計画の見直しを行ない、2007 年 3 月の EU 理事会で 
「2020年までにEU全体の輸送用のガソリン及びディーゼル(軽油) の中で、バイオ燃料のシェア

を最低 10％とする目標」 を決定している。これには 2020 年で第 2 世代バイオ燃料が 30％にな

る期待も含まれている 82,85)。 
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４．４ まとめ 

(1)各国の生産状況 
 各国のバイオ燃料の生産は、2000 年以降の原油価格の高騰に対応して、拡大を続けてい

る。バイオエタノールについては、ブラジルが 1970 年代の石油危機を契機にその普及・

導入に先行していたが、2006 年にはトウモロコシから作る米国の生産量がブラジルを抜き

第１位となり更に急拡大している。製造コストは米国が 25～35 円/L、ブラジルが 15～25
円/L 程度である。バイオディーゼルについては、EU 諸国が菜種油を原料に、特にドイツ、

フランス、イタリアを主体に生産を拡大してきている。製造コストは100円/L程度である。 
 アジア諸国では、中国がトウモロコシを主な原料にして、バイオエタノールで米国、ブ

ラジルに次ぐ生産を行っているほかは、インド、タイなども生産を計画中である。マレー

シア、インドネシアではパームヤシ油からのバイオディーゼルの生産を計画中である。 
 

         表 4-21 主要国のバイオ燃料の生産量       （単位：万ｋL） 

バイオエタノール バイオディーゼル 
  

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

米国 1,291  21,474 1,838 2,696  8  146 205 

ブラジル 1,466  1,805 1,803 1,884        

EU25 54 206 327 343 218 358    621 694 

中国   380  410 413         

出典：FAPRI、Agricultural outlook,2006,200786)、下線は、FAPRI 以外、2004 の EU は EU15  
 

(2)第 2 世代バイオ燃料開発への取組み 
  第 1 世代バイオ燃料用原料はサトウキビ、トウモロコシ、菜種油、大豆油など、いずれ

も食糧ないし飼料と競合関係にあり、世界的に食品価格の高騰を招きつつある。このため、

競合性のない、セルロース系バイオマスを原料とする第 2 世代バイオ燃料の製造・普及が

急がれている。米国、EU 諸国ともに大型開発プロジェクトを推進している。 
 米国はリグノセルロース原料からの発酵バイオエタノール製造法の確立を目指しており、

EU 諸国ではリグノセルロース原料の熱分解ガス化によるエタノールないしディーゼル油

の液化合成、いわゆる BTL プロセスの開発を志向している。ただし、両者とも開発完了・

普及には 10 年以上の期間が必要と見られている。米国 DOE の 15 年後の価格目標は 1.2
ドル/gal (38 円/L、120 円/ドル)である。 
(3)バイオ燃料の普及促進政策 
 世界各国とも、バイオ燃料の普及促進には、それぞれの国情に応じて、強力な免税又は

減税及び生産奨励支援の政策が実施されてきている。特に、EU 諸国では炭素税ないし環

境税を含めた石油税のガソリン価格に占める割合は 50％を大きく越えており、欧米各国に
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おける現在のバイオ燃料の普及はその政策に負うところが大きい。 

 2030 年の運輸部門におけるバイオ燃料の導入目標は、米国で 2004 年のガソリン消費量

の 30％相当、EU では 25％相当としている。なお、日本での目標は 2030 年で石油依存度

80％およびエネルギー効率 30％の改善である。 
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第 5 章 日本の現状と動向  

 

日本におけるバイオマス資源利活用に対する基本方針は 2002 年 12 月に策定された「バ

イオマス・ニッポン総合戦略」（内閣府、環境省、経済産業省、農林水産省、他の共同管掌）

に明記されている。本戦略は 2006 年 3 月に内容の見直しが行われたが、基本的な変更は

無く、重点推進課題の絞込みが行われている。本章では本戦略に従って進められているわ

が国のバイオマス資源利活用のための活動状況の現状と今後の動向を報告する。 
 

５．１ わが国のバイオマス資源の賦存量と特徴 

5.1.1 わが国バイオマス資源の種類と賦存量 

 バイオマス資源の種類は、大きくは、① 廃棄物系バイオマス（家畜排泄物、食品残渣、

建築廃材、パルプ廃液、下水汚泥など）、② 未利用バイオマス（林地残材、稲わら、もみ

がらなど）、③ 資源作物 (サトウキビ、テンサイ、米、いも、菜種、大豆など) に分けら

れるが、わが国のそれらの年間発生量については、2006 年の「バイオマス・ニッポン総合

戦略」の見直しが行われた結果、表 5-1 が公表 1)されている。本報においても同表を基本

に若干の補正を考慮して以下の考察を進める。 
 

表 5-1 わが国のバイオマス発生量 1) 
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 補正の一つは、林地残材が 370 万 t となっているが、これは現在、間伐は行われている

が、間伐材のほとんどを山間に放置されている量の推定値である。しかしながら、実際は

人手不足や作業環境不良によって間伐作業が実施されずに放置されたままの山林が非常に

多いと考えられる。理想的にはこれらの山林も保林作業を実施し、かつ間伐材を活用する

ことが望まれる。 
 その潜在間伐材の量的な推定は難しいところであるが、(独)森林総合研究所は「2050 年

の森：森林を育て、有効活用するためのロードマップ」2) を設定している(2008 年 1 月)。
その説明講演会 3) によると、2005 年度の工場残材と林地残材の総生産量は 1,940 万 m3

であるが、2025 年度には森林計画研究会の推定方法から 2,900 万 m3に拡大する政策目標

を掲げている。木材の乾比重をカラマツで代表させて 0.50 とすると、1,450 万 t になる。

ただし、これには製材工場残材 500 万 t を含むので、林地残材としては 950 万 t と推定す

ることにした。 
 補正のその二は、表 5-1 では廃食用油（使用済みてんぷら油など）が計上されていない

ので、現状の廃食用油発生量が 40～50 万 t と推定 4)されていることから、廃食用油 45 万

t/年を追加して検討することにした。 
 以上から、各バイオマス資源量を熱量換算した値 (単位 PJ＝1015J) を次節、表 5-2 に示

した。総熱量では 1,280.8 PJ（石油換算 3,360 万 kL、１PJ＝2.62 万 kL-原油）となり、

わが国原油消費量(約 3 億 kL)の略 11％に相当する量である。 
 

5.1.2 利用可能量の推定とその評価 

 前節の賦存資源量のうち、どれだけが利用可能かは難しい問題である。若干の試算例も

報告されており、また、バイオマス資源の賦存は地域依存性が大きいことから、地域別の

賦存量・利用可能量の推定地理情報の公開データベース 5) が NEDO において作成され、

公開されている。しかし、ここでは本報の主旨から、技術的に 大の利活用を実現した場

合の収得エネルギー量を求めるべく、独自の推定計算を試みた。結果を表 5-2 に示した。 
ここで、バイオマス資源の利活用の方法は既述のように、燃焼・発電、ガス化・液化な

どの熱化学的変換による燃料化、メタン発酵あるいはエタノール発酵などの生物化学的な

変換による燃料化などさまざまである。ここでは、より高度な利活用を志向する意味で、

その代表的なプロセスとして次の 5 項目を検討した。 
 

1) エタノール発酵 BEF 化、 2) メタン発酵・ガス燃焼発電、 3) 化学的処理 BDF 化、 
4) 固形燃料 RDF 化、 5) 熱分解ガス化・液化 
 

 資源の種類によって、効率的な適用が不向きなプロセスもあり、またより適切なプロセ

スもある。例えば廃食用油は単純に燃料として燃焼・発電する利用が可能であるが、アル

コールによるエステル置換反応を適用する化学的処理で BDF を製造するプロセスがより

高度(高付加価値)な活用方法であろう。 
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表 5-2 バイオ資源の高度利用の比較 

対 象 バ イ オ

マス 

年間発生量 

万ｔ (PJ) 

現在の利用状

況 

EtOH 発酵 BEF 化

[使用率/回収効率] 

メタン発酵ガス発電 

[使用率/発電効率] 

改質処理 BDF 化 

[使用率/発電効率] 

固形燃料 RDF 化 

[使用率/発電効率] 

熱分解ガス化・液化 

[使用率/発電効率] 

家畜糞尿 

 

約 8,900 万ｔ 

(  47.8PJ) 

堆肥製造 90%、

余剰気味 

 

 [80％]、[25％] 

9.6 PJ 

電力 2.66×109kWh 

   

食品廃棄物 

 

約 2,200 万ｔ 

(  47.3 PJ) 

 

肥飼料利用 

20% 

[ 80％/57.6％] 

21.8 PJ  

 

[80％/25％] 

9.5 PJ 

電力 2.63×109 kWh     

   

廃食用油 

 

 

約 45 万ｔ 

(  18.5PJ) 

 

燃料利用 60% 

(業務用主体) 

  [ 80％/82％] 

12.1 PJ 

BDF 29.8 万ｔ 

[100％/20％] 

3.7 PJ 

電力 1.03×109kWh

 

廃紙 

(廃棄古紙) 

 

約 1,600 万ｔ 

( 300.8 PJ) 

 

古紙再使用率

60% 

 

[100％/49.0％] 

147.4 PJ 

  [100％/20％] 

60.2 PJ 

電力 16.71×109kWh 

[100％/44.3％] 

133.3 PJ 

 588 万 t-MeOH 

黒液 

(乾重量) 

約 1,400 万ｔ 

( 263.2 PJ) 

 

直燃燃料 

 100％ 

   [100％/20％] 

52.6 PJ 

電力 14.62×109kWh 

 

製材廃材 

 

約  500 万ｔ 

(  94.0 PJ) 

 

燃料、堆肥 

 90％ 

[100％/49.0％] 

46.1 PJ  

  [100％/20％] 

18.8 PJ 

電力 5.22×109 kWh 

[100％/44.3％] 

41.6 PJ 

 184 万 t-MeOH 

建設廃材 

 

約  460 万ｔ 

(  86.5 PJ) 

 

製紙、 

家畜敷料 

 60％ 

[100％/49.0％] 

42.4 PJ 

  [100％/20％] 

17.3 PJ 

電力 4.81×109 kWh 

[100％/44.3％] 

38.3 PJ 

 169 万 t-MeOH 

林地残材 

(間伐材、 

他) 

約  950 万ｔ 

( 178.6PJ) 

 

殆ど未利用 [100％/49.0％] 

87.5 PJ  

  [100％/20％] 

35.7 PJ 

電力 9.92×109 kWh 

[100％/44.3％] 

79.1 PJ 

 349 万 t-MeOH 



 

下水汚泥 
（濃縮重量） 

約 7,500 万ｔ 

(  56.4 PJ) 

 

建築資材、堆肥

 64％ 
 [100％/25％] 

14.1 PJ 

電力 3.92×109 kWh 

   

農作物食用部 

(稲わら、も 

みがら、他) 

約 1,300 万ｔ 

( 187.7 PJ) 

 

堆肥、飼料、 

家畜敷料 

 30％ 

[ 55.0％/49.0％] 

 50.6 PJ  

    

資源化作物 

(砂糖キビ、

他) 

       

合  計 1,280.8 PJ 

（原油換算 

3,360 万 kL) 

 395.8 PJ (31％) 

＝13.34×109kg 

＝16.90×106kℓ 

 33.2 PJ 

電力 9.21×109 kWh 

 12.1 PJ 

BDF＝29.8 万 t 

   ＝33.6 万 kL 

 188.3 PJ 

電力換算 

52.31×109kWh 

292.3 PJ 

 1,289 万 t-MeOH 

電力換算(30％) 

24.36×109kWh 

註：対象バイオマスの分類、年間発生量、現在の利用状況はバイオマス・ニッポン H.18 年版によった。ただし、林地残材を 950t/y に修正し、廃食用油 45 万 t/y 

を追加した。 

 
 

 136 



ただし、バイオマス資源の利用には直接、暖房や給湯、炊飯などの熱源として利用する

方法がある。以前、これらの熱源は薪や柴が果たしてきたわけであるが、現在は石油や天

然ガス、石炭、ないしはそれらを使って発電した電力に代替されている。しかし、地球温

暖化対策の一環として、これらの熱源を化石燃料由来から、カーボンニュートラルである

バイオマス資源に戻すべきだという意見が強い。本報では、薪・柴の代用を高度利活用に

含めるのはおこがましいので、別項目とはせず、本節では固形燃料 RDF 化の項目に含め

て検討した。 
なお、RDF (Refuse Derived Fuel) は、本来粘結成分に混入廃プラスチック(約 10％)を

期待していることから、都市ごみに限定されるべきものであるが、本節では製材廃材や林

地残材も RDF 化するとして、熱量計算した。 
また、バイオマスの利活用には燃料資源以外の利用分野も広いが (例えば、木質系バイ

オマスの建材ボード化、パルプ廃液の粘結剤化など)、それらは本調査の目的外であるので

除外した。 
 

 表 5-2 に示した結果の考察の前に、個々の推定計算の前提が問題になるので、それらを

注記しておく。 
 前提 

① 資源量の熱量換算：熱量換算は木質系(廃紙、パルプ廃液/乾を含む)18,800 MJ/ｔ、

農作物非食用部 14,440 MJ/t、メタン発酵・ガス燃焼発電はガス発生量(家畜糞尿

25m3N/t、食品廃棄物 100 m3N/t、下水汚泥 35 m3N/t)×メタン濃度(60％)×メタン発

熱量(35.88 MJ/m3N)とした。これらの係数は NEDO エネルギー量推計方法 6) に準

じた。 
  廃食用油の低位発熱量は 41.1 MJ/kg(京都市実績値)とした。 
② 現在の利用率と高度利用の利用率：現在の利用率はバイオマス・ニッポンH.18年版、

表 5-1 のままであり、本報における高度利用への使用率は著者の判断による。使用率

は表 5-2 の各欄に記入してある。農作物非食用部の使用率は、稲わら(約 900 万 t)の
80％とした。 

③ エタノール発酵収率：エタノール発酵におけるエネルギー収率は広葉樹繊維セルロ

ースの糖化経由発酵収率 7)より 49％とした。ただし、食品廃棄物については糖化工

程収率 85％7)を補正して、57.6％とした。 
  なお、パルプ廃液は木質系資源であるが主成分はリグニンであり、リグニンの化学

成分はフェニルプロパノイド系で、その酵素によるエタノール発酵は、将来はとも

かく、当分可能とは考えられないのでエタノール発酵資源対象から除外した。 

④ メタン発酵ガス燃焼発電効率：食品廃液、家畜糞尿、下水汚泥などの有機性廃液の

嫌気性発酵(メタン発酵)後のガス燃焼発電の発電効率は、 近のガスエンジン、ガス

タービン発電の実績値を参照して 25％とした。 



⑤ 廃食用油の改質処理収率：廃食用油の改質処理エネルギー収率は、京都市における

実績 8) から 82％とした。 

⑥ 固形化燃料発電効率：木・紙系廃棄物を RDF 化ないしはペレット化して、発電燃料

とする場合の発電効率は実績値で比較的高い 20％を採用した。  

⑦ 熱分解ガス化・液化：木質系バイオマスを熱分解ガス化し、そのガスから液体燃料

を合成するプロセスであるが、 も簡単な液化の場合としてメタノールを想定した。

メタノールの液化・合成収率は、北海道勇払・日高地域における間伐材処理計画 9) で

採用された 44.3％を転用した。なお、メタノールの電力換算時の発電効率は 30％と

した 10)。 
 

 各利用プロセスを適用したとした場合の結果について、若干の評価を試みる。 
(1)エタノール発酵 BEF 化について 

食品廃棄物や資源化植物中の糖質 (デンプン質) の発酵によるエタノール製造技術は既

に完成された技術といえる。しかし、木質系廃棄物ないし未利用資源中の繊維質（セルロ

ース）のエタノール化発酵技術は工業的には開発途上にある。本試算では研究段階の成果 
(エネルギー収率 49％) 7) が工業的にも可能としているので、現時点で考えられる 大の利

用率と考えられるが、得られる総エタノール量は熱量で 395.8 PJ、重量で約 1,300 万 t 
(1,700 万 kL)である。これは家畜糞尿、廃食用油、下水汚泥およびパルプ廃液を除外した

値であるが、熱量として総バイオマス賦存量の約 30%に相当している。 
既存ガソリン車の大幅な改造を必要としないとされる E10 ガソリンを全面的に導入す

るには、年間約 600 万 kL のバイオエタノールが必要である 11)。エタノールの熱量減によ

る燃費補正を考慮すると 600 万 kL を上回る量が必要になるが、それにしても上記推定量

の約 1/3 が実現されれば、要求を満たすことが可能と言える。逆に言うと、総バイオマス

資源量の１割程度はエタノール発酵に使う必要があるということになる。 

 

 
図 5-1 わが国のバイオエタノール供給可能のポテンシャル 11) 
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環境省、関連会議 11) では、技術的な実現性側からの積み上げで、E10 ガソリンの全面

導入のステップを検討し、図 5-1 を示している。バイオマス資源の賦存量はあるが、課題

は、資源の安定供給や実用性のあるコストでの製造技術の開発にあるといえよう。 
次に、E10 ガソリンが全面導入されたとした場合の排出 CO2 削減効果について付言する。

通常ガソリンの CO2排出係数は 2.359 kg-CO2/L(環境省)であり、わが国のガソリン消費量

は約 6,000 万 kL であるので、約 600 万 kL のバイオエタノールを消費することになり、

カーボンニュートラル効果から、このエタノール量に CO2 排出係数を乗ずればと思うが、

実際はアルコール添加で燃費が異なってくるので、単純ではない。さらにはガソリン、お

よびエタノール製造時の CO2 発生量も考慮しなくてはならない。従って、前提の採り方で

計算値は若干異なってくる。 
既に、E10 ガソリン導入時の CO2削減量の推定計算が試みられている。例えば、919 万

t-CO2 (環境省：中核的温暖化対策技術検討会、中間報告書、2003.3)10) 、約 830 万 t-CO2 (大
聖泰弘：バイオエタノール 前線,2004 年) 12)などがある。仮に 900 万ｔとすると、京都議

定書のわが国の基準値 12 億 6,100 万 t に対して 0.7％ほどであり、運輸部門の CO2総排出

量 2 億 5,700 万ｔ(2005 年)に対しては約 3.5％に当たる。 
 

 

 
 

図 5-2 国産バイオエタノールの推定生産コスト 14) 

 
 そこで、わが国でバイオエタノールを製造した場合のコストであるが、農林水産省 14) が

図 5-2 のような試算結果を示している。すなわち、通常ガソリンのコスト（消費税、流通
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経費を除く）が 121 円/L に対し、ブラジル産輸入エタノールが 148.4 円/L、沖縄宮古島の

ケースのような糖蜜からの発酵の場合が 144.2 円/L、北海道十勝地区のケースのような規

格外小麦からの発酵の場合が 151.8 円/L となっている。 
ただし、これらにはわが国のガソリン税 53.8 円/L が含まれているので、もしこれが免

除されるとすると、糖蜜で約 90 円/L、輸入と小麦の場合が約 100 円/L となる。原料価格

の糖蜜 7 円/L、規格外小麦 22 円/kg、エタノール転換効率は糖蜜が 327 L/t、小麦が 430 L/t 
(表 2-4 参照) などが実現するかの懸念はあるが、当面糖質系を原料とした場合の理想的な

条件での生産コストは 100 円/L 程度であると言えよう。したがって、税制などの政策次第

で、図 5-1 のステップに沿った導入の実現性はあると考えられる。 
 
(2)メタン発酵・ガス燃焼発電について 
 第 3 章、図 3-1 に示したように、水分の多いウェットバイオマスというべき、食品廃液、

家畜糞尿、下水汚泥などの有機性廃液の処理法として、嫌気性発酵(メタン発酵法) により、

有機物を分解浄化する技術は廃液処理法として既に確立されている。また、その際に発生

するメタンガスを加熱源ないしは発電エネルギーに活用する方式も開発されてきている。

この方式をバイオマス資源活用の視点から積極的にメタンガスを捕集して、専ら発電に供

するシステムが想定される。 
 前記の有機廃液は一般に希薄水溶液であり、脱水・焼却すること、あるいはエタノール

発酵することには効率的ではない。一方、 近は小規模ガスエンジン、ガスタービンを使

った熱併給発電設備の開発も進んでいることから、バイオマス資源のうち、家畜糞尿、食

品廃棄物、下水汚泥についてメタン発酵・ガス燃焼発電プロセスを適用した場合の発電量

を試算した。発電効率は実績例を参考に 25%とした。 
 得られる電力は約 92 億 kWh であり、これはわが国における 近の年間電力需要約 1 兆

kWh の 0.9％に相当し、少なくない量である。また、わが国の電力の CO2排出係数は 0.425 
kg-CO2/kWh(一般電気事業者、平成 8 年/環境省)であるから、CO2排出削減量は 9.21×109 

kWh×0.425＝3.91×109 kg-CO2 なり、約 390 万 t-CO2 となる。したがって、CO2 排出削減

を第一目的にすると、他の発電プロセスも含めてバイオマス資源による発電は十分考慮に

値するといえる。 
 
(3)廃食用油の改質 BDF 化について 
 食用油の分子構造は一般に、図 5-3 に示すトリグリセリドと呼ばれる 3 価アルコール(グ
リセリン)の脂肪酸エステルである。これに酸ないしアルカリ触媒下で、メタノールなどの

低分子アルコールを反応させてエステル置換を行わせ、3 分子の脂肪酸エステルを作ると

軽油相当の燃料油が生成する。このとき、グリセリンが副生するが、相互には溶け合わな

いので、分液により分離して精製(水洗浄)すれば製品ができる。廃食用油についても同じ

操作でディーゼル製造が可能である。 
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               酸又はアルカリ触媒 

 

 
 

 

図 5-3 食用油ディーゼル化の反応式 

 

 わが国では京都市が平成 9 年から、家庭や食品工場から集めた廃食用油よりディーゼル

を作るバイオディーゼル燃料化事業を行っている。設備能力は 5 kL/日である。図 5-4 は

同市の操業状況である 15)。収率は 0.9 L-BDF/L-廃油で、平成 17 年度は 330 日稼動、年間

1,700 kL を精製し、コストは初期プラント費用を除いて約 85 円/L と報告されている 15)。 
 

 

図 5-4 京都市における廃食用油の年度回収状況 15) 

 

 バイオディーゼルの発熱量は軽油と同等であることから、CO2 ガス発生抑制については

軽油の排出係数 2.644 kg-CO2/L(環境省)が、そのまま抑制できることになるので、その効

果は大きい。 先の表 5-2 の BDF 量を CO2 排出量に換算すると約 90 万 t-CO2に相当し、

E10 エタノール全面導入の効果の約 1 割に当たる。この種の事業化は全国的に普及すべき

と考えられる。 
 
(4)固形燃料 RDF 化ないしペレット化について 
 雑多な形状と熱含量の廃棄物を単純に燃焼するのではなく、RDF ないしはペレットに成

型して、粒度、熱含量の均一な高品位燃料にすることで、発電効率を向上させることがで

きる。一般の廃棄物焼却炉での発電効率は 10～15%程度であるが、この種の高品位燃料で
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は 20％以上の発電効率が可能になる。ただし、水分の高い(50％以上) ウェットバイオマ

スは固形燃料化には適さない。 
 表 5-2 で、ウェットバイオマスを除いて、発電効率を 20％とした総発電量は 52.31×109 

kWh となる。これはわが国年間電力需要の 5.2％に相当する。なお、排出 CO2 削減可能量

を計算すると、電力 CO2排出係数を 0.425 kg-CO2/kWh(平成 8年/環境省) として、約 2,200
万 t-CO2 になり、京都議定書基準値の約 1.7％に当たる。 
 ところで、製材廃材、建設廃材、林地残材などの純木質系資源は、先述のように高度利

用ではないが、木質ペレット化による直接燃料化が考えられる。前記 3 項目の資源量は約

1,910 万 t であり、発熱量を 18,800 MJ/t として 359.1PJ になる。仮に灯油（発熱量 8,900 
kcal/L、CO2 排出係数 2.53 kg-CO2/L）の 70%相当の熱効率があるとして、カーボンニュ

ートラルによる CO2 排出削減量を計算すると、約 1,700 万 t-CO2（京都議定書基準約

1.35％）に相当し、非常に効果が大きいことになる(発電の場合は約 850 万 t-CO2 相当)。 
 木質ペレットの暖房燃料化は北欧やカナダでは先行しているが、わが国でも木質ペレッ

トストーブなどの普及は大いに進めるべきといえる。 
 
(5)熱分解ガス化・液化について 
 バイオマスを高温(＞1200℃)で熱分解して、一旦 CO と H2 を主成分にしたガスから、

炭化水素の液体燃料を合成するプロセスがバイオマスの熱分解ガス化・液化すなわち、

BTL (Biomass to Liquids)法である。この方法でガソリンや軽油相当の各種燃料が合成で

きることは前に説明したが、ここでは、 も簡単な液体燃料で、わが国でも工業化が検討

されたことのあるメタノール(CH3OH) を合成するケースを例に考察してみる。 
メタノールは常温で液体であり、①輸送・貯蔵などが石油と同様の扱いで容易であるこ

と、②燃料としても、化学原料としても汎用的に使えること、③発熱量は LNG(液化天然

ガス) に較べると約 1/2 と低いが、少量ならばガソリンに添加することも可能、などの特

徴がある 9)。 

 図 5-5 のフローシートは北海道、勇払・日高地域において、林産バイオマスの高度利用

プロジェクトとして熱分解ガス化・メタノール合成が計画 9) されたものである。バイオマ

ス処理量 10 万 t-乾/年、製品メタノール 5 万 t/年規模で、メタノールコストは 33 円/kg が

可能と算定している。 
表 5-2 に見るように、仮に木質系廃棄物の全量を熱分解ガス化・メタノール合成に振り

向けたとしたときのメタノール量は約 1,300 万 t に相当する。わが国の現在の化成品原料

としてのメタノールの需要は200万 t程度であるが、もし次世代燃料の一つとしてBME(ジ
メチルエーテル)が考えられているが、それが商用化する場合は大量にメタノールが必要に

なり、バイオ由来メタノールが要請されることになろう。 
熱分解ガス化・液化の長所は、液体のメリットであり多様な利用の可能性を持っている

ことである。現時点では導入に当たっては利用方法の検討が必要となるものの、将来の重
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要技術になる可能性がある。 
 

 
図 5-5 バイオマスガス化・メタノール合成装置のシステムフロー9) 

 

 

 以上から、わが国のバイオマス資源は廃棄物系ならびに未利用資源を対象として、「バイ

オマス・ニッポン総合戦略」を実現するに必要な資源量は有るといえる。問題は、それら

の収集・輸送も含めて、安定的に利活用できる技術開発であろう。 
 

 143 



５．２ わが国のバイオマスエネルギー利用の現状と計画 

5.2.1 バイオマス・ニッポン総合戦略におけるバイオエネルギー利用計画 

 わが国は 2002 年 12 月に地球温暖化防止、循環型社会形成、戦略的産業育成、農山漁村

活性化等の観点から、再生可能な有機資源であるバイオマスの高度利活用を目指して、「バ

イオマス・ニッポン総合戦略」を策定した。表 5-3 は本戦略における 2010 年を目処にし

たバイオマス利用の目標であり、この目標達成に向かって、バイオマス利用による発電、

熱利用、黒液・廃材等に関する各種の技術開発プロジェクトが進められた。 
 

表 5-3 バイオマス・ニッポン総合戦略当初のバイオマスエネルギー導入目標 16) 

 

表 5-4 バイオマスエネルギー高効率転換技術開発プロジェクト 17) 
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表 5-3はバイオマス・ニッポン総合戦略当初のバイオマスエネルギー導入目標 16)であり、

表 5-4 は 2003 年 3 月に NEDO により推進された開発プロジェクトの概要 17)である。図

5-6 は NEDO における 2001 年から 2010 年に向けてのバイオマス技術の研究・開発事業

の流れ図である。 
 

 
図 5-6 NEDO におけるバイオマス技術開発事業の流れ１8) 

 
その後、2005 年 2 月には「京都議定書」が発効し、地球温暖化対策の具体化が求められ

る中で、2006 年 3 月「バイオマス・ニッポン総合戦略」の見直しが行われた。ここで、

バイオマス資源賦存量の改定や、「バイオマスタウン」構想 19) の推進、バイオマス利活用

事業化例の充実などが図られた。 
一方、2006 年 5 月には経済産業省資源エネルギー庁において、｢新・国家エネルギー戦

略｣20) がまとめられ、2030 年までに運輸部門の石油依存度を現状の 100％から 80％程度

にする目標が設定された。ついで、2006 年 12 月には経済財政諮問会議において、「次世

代自動車燃料イニシアティブ」21) が提案された。これは、エネルギー安全保障、環境保全、

競争力強化を狙ったものであるが、バイオマス由来燃料導入の一層の“拡大・延長”が求

められることになった。 
2007 年 2 月にはバイオマス・ニッポン総合戦略推進会議は、2030 年を視野に入れた「国

産バイオ燃料の大幅な生産拡大計画」22) を発表した。 
表 5-5 はバイオ燃料の生産拡大計画における、2030 年を目処にした国産バイオ燃料生産

可能量の試算 23)であり、図 5-7 は国産バイオ燃料生産拡大の工程表 22)である。なお、2030
年目標のバイオマス燃料エタノール換算 600 万 kL はわが国現在のガソリン消費量の 10％
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に相当している。 
 

表 5-5 2030 年における国産バイオ燃料生産可能量 23) 

 

 

図 5-7 国産バイオマス燃料生産拡大工程表 22) 

 
別途わが国は京都議定書目標達成計画において、2010 年度までに輸送用燃料で、原油換

算 50 万 kL(輸入も含む)のバイオ燃料の導入を図ることとしており（2005 年 4 月、閣議決

定）、この点からもバイオ燃料の生産拡大は急務である。 
近、朝野・美濃輪(2007 年 12 月) 24) は前記の計画をやや批判的に検討して、わが国に

おけるバイオエタノールの生産量とコストの可能性について論述している。図 5-8 は彼ら

が、資源収集範囲を半径 50 km 以内とした場合の、バイオエタノールの 適生産規模を求
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めた図である。 

 
図 5-8 収集距離半径 50 km における最適バイオエタノール生産規模 24) 

 
現行の Feedstock コストで 適生産規模は年産約 2 万 kL であり、革新的技術(第 2 世代

バイオ燃料技術)が実現した場合は年産約 7 万 kL であるとしている。この場合の製造コス

トはガソリン換算(等発熱量では、エタノールは 1.52 倍が必要)で、現状ケース 98 円/L、
技術革新ケース 58 円/L としている。この種の推定計算は前提により結果にはかなり幅を

伴うが、注目に値する推定値と言えよう。 
なお、朝野ら 22)はバイオエタノール生産による CO2 削減コストも試算しており、現状

技術ケースで 7.8 万円～15.0 万円/CO2-t、革新技術ケースで 7 千円～8 万円/CO2-t になる

として、「バイオエタノールの生産は地球温暖化防止の観点からはあまり費用効果的とは言

えない」と述べている。 
 
5.2.2 バイオ燃料導入の事業化 

 わが国のバイオ燃料の技術開発とその導入事業化は、前節の計画に従って進められてい

るが、それら全ての説明は省略し、重要項目についてのみ以下に簡単に説明する。 
 
(1)バイオエタノールの導入事業化 

バイオエタノールの導入事業化は、原料生産、エタノールの製造、貯蔵・流通、実車走

行試験まで含めた、一貫実証事業 23)が全国 7 箇所で実施されている。図 5-9 は実施地域を

示す図である。担当企業体、管轄省庁、原料の種類等も併記してある。また､平成 19 年度

から新たに３箇所で原料の調達からエタノール製造、利用まで一貫した実用的な規模での

取り組みを開始している 26)。 
このうち、1.北海道十勝地区(トウモロコシ)、2.山形県新庄市(ソルガム)、5.沖縄県宮古

島(サトウキビ糖蜜)、6.沖縄県伊江村(新品種サトウキビ)が糖類(グルコース)からのアルコ

ール発酵なので、第 1 世代 BEF の製造になり、3.大阪府堺市(建築廃材)、4.岡山県久世町

(製材所端材)が木質セルロースからのアルコール発酵になるので、第 2 世代 BEF の製造に
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なる。バイオエタノールの生産規模では、大阪府が 1,400 kL/年、岡山県真庭市が 250 kg/
日、沖縄県宮古島が 1t/日、沖縄県伊江島が 1.1 kL/年である。平成 19 年度から開始分は

原料として、規格外の米、小麦、甜菜を使用する計画である。 
 

 
 

事業体 設置場所 施設能力(kL/年） 製品 原料

北海道農業共同中央会等 北海道上川郡清水町 15,000 エタノール 甜菜、小麦

オノエンホールディングス（株）北海道苫小牧市 15,000 エタノール 米

JA全農 新潟県新潟市 1,000 エタノール 米  
図 5-9 わが国におけるバイオエタノール実証試験事業実施地域 25,26) 

 

7.福岡県北九州市（新日鉄
エンジニアリング）【経済産業
省】 
・食品廃棄物からの燃料用
エタノール製造実証 

以下は平成 19 年度採択地域 

 

各事業の事業結果が報告され始めているところであり、近いうちにコスト面も含めて

様々な事業結果が得られることになろう。 
建築廃木材を原料として燃料用エタノールを製造することを事業として、2004 年にバイ

オエタノール・ジャパン・関西株式会社が設立された。BMT プロセスが採用されている

が、これは、丸紅株式会社と月島機械株式会社が日本に導入し、国内で 3 年間の実用化開

発をしたものである。破砕設備 180 t/d、発酵設備 82 t/d、発電設備 1,900 kW などのプラ

ントを建設し、2007 年 3 月より廃棄物の受入を開始し、9 月にエタノールの出荷を開始し

た。2007 年 11 月現在では、100 L/t-dry の変換効率が得られたと報告されているが、今後

変換効率の向上が図られるとのことである。 
北九州市における食品廃棄物からの燃料用エタノール製造実証については、2008 年 2
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月時点の中間報告 27)では、事業性試算結果が示され、溶融炉にエタノール設備を併設した

場合でも、溶融炉単独とほぼ同程度の処理コストでエタノールが製造できること、エネル

ギー転換効率は目標をクリアーしていることが示されている。 
つぎに、沖縄県におけるバイオ由来エネルギーの取り組みについて概要を示す。 

①沖縄県伊江島バイオエタノール実証プラント（アサヒビール株式会社）および高バイオ

マス量さとうきび栽培圃場（九州沖縄農業研究センター） 
九州沖縄農業研究センターがサトウキビの収量

が 1.4 倍になる品種(O1GA-44)を開発した。写真 5-1
の左に示す。同時に繊維質が多いのでバガスが多く

燃料として利用できる。（バガスが多いと製糖効率は

下がるが。）新品種の 70%の糖分から従来の製糖量

を確保して、残りの糖分 30%からエタノールを製造

する。40℃の温水を散布して搾るのでバガス水分は

50%であるが、そのまま燃料に使用している。発酵

は基本的にはアサヒビールの保有する従来技術を用

いており、30℃×6hr 発酵でエタノール濃度 15%が

得られる。NEDO では 24hr 発酵でエタノール濃度

9%を標準としている。実証の発酵設備は 1 kL タン

クで行っているが、この規模から実機 500 kL のス

ケールアップができる。発酵槽は SUS 製で内面鏡

面仕上げとしている。発酵は pH 6 で行い、酵母濃度は 3×109 個/L（通常の 30～300 倍）

と高い。 

 

写真 5-1 サトウキビ栽培（左；高収

量品種、右；従来品種） 

②沖縄県宮古島沖縄製糖株式会社工場内エタノール製造設備およびりゅうせき宮古油槽所

内 E3 燃料製造・供給設備 
沖縄産糖蜜からエタノールを製造し E3 の実証試験を行った。発酵槽（10 kL×2）でエ

タノール濃度 4%、もろみ塔（常圧１、減圧１）エタノール濃度 40%、濃縮塔でエタノー

ル濃度 88%とし、ゼオライト膜で 99.5%以上に無水化する。設備費は 12 億円で、実証試

験の製造コストは 150 円/L であるが、スケールアップにより 80 円/L を目指す。 
沖縄産糖蜜からエタノールを製造し E3 の実証試験を行った。発酵槽（10 kL×2）でエ

タノール濃度 4%、もろみ塔（常圧１、減圧１）エタノール濃度 40%、濃縮塔でエタノー

ル濃度 88%とし、ゼオライト膜で 99.5%以上に無水化する。宮古島で E10 を実現すると

仮定すれば現在のサトウキビ生産量では E6 まで可能であるので、増産が必要となる。ま

た、排水処理コスト低減の課題も大きい。 
 本実証試験は株式会社りゅうせきが行っており、予定通りの研究成果が得られ、今後は

スケールアップに移る。 
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写真 5-2 蒸留濃縮塔 

 
写真 5-3 ゼオライト膜分離装置（二つの筒状

の中にゼオライト製の膜分離管が複数設置さ

れている） 

 

 
写真 5-4 E3 混合部 

りゅうせき宮古油槽所内にある E3 燃料製

造・供給設備を写真 5-4 に示す。E3 の製造

は簡単で、ガソリンとエタノールのタンクか

ら定量切り出しのポンプからパイプの中に邪

魔板を入れたもので混合する。単に両液をパ

イプに通すのみでも混合が可能とのことであ

る。 
③宮古精糖バガス発電施設 

 
写真 5-5 バガスの燃焼（1000℃） 

昨年度の実績では、原料となるサトウキビ

は 94,355 t/年で 12,540 t の製品（原料糖・粗

糖）を製造。余剰バガスが 2,385 t あるので、

これを燃焼し発電している。サトウキビの生

産者への支払は国が 20,470 円/t（糖分 13.1
～14.9%）と決められている。実際の糖分は

10～18%の幅があるので、トラックの搬入毎

に糖度を測定して価格を上下させる。 
 
④宮古島バイオ・エコシステム研究センター（炭化プラント、メタン発酵プラント等） 

地域内での循環型社会モデルの構築を目指して、宮古島に存在するバイオマスを対象と

して農産物の増産および高品質化、地下水保全および土壌環境保全、バイオマスエネルギ

ーの有効利用、などを図るべく研究開発している。（独）農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究所の委託事業が中心である。 
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a)バガス炭化：保水性能、吸着性能（比表面積数百 m2/g、活性炭 1,000 m2/g よりは小さ

いが通常の炭の数 10 m2/g より大）。農地保水性の改善などに利用。 
b)バガス複合燃焼装置：ダウンドラフト方式。可燃性ガスの製造。タール除去。 
c)メタン発酵：肉牛糞のメタン発酵・発電 
d)汚泥炭化装置：下水処理場汚泥の炭化 
e)高速堆肥化装置：撹拌機、ブロワーにより堆肥製造期間を短縮（10 日程度） 
f)栽培ハウス：CO2 濃度を変更した栽培速度研究。1,000 ppm で安定的に成長速度向上。 
⑤比嘉酒造（泡盛蒸留粕と米洗汁のメタン発酵に

よる燃料製造施設） 
メタン発酵設備に 15 t/d の原料を装入して、

740 m3/d の燃料ガスを製造している。設備費は全

額補助金で約 2 億円（クボタ製）。得られるガス

の熱量は 6,000 kcal/m3（メタン：8000kcal/m3）

である。液中膜により発酵阻害であるアンモニア

などを水と一緒に分離することでメタン生成菌を

高濃度で維持することが特徴である。 
⑥(有)村吉ガス圧接工業（廃食用油のＢＤＦ利用

施設） 
使用済み食用油を家庭から収集（自治体）し、

3,000～4,000 L/月の BDF を製造し、10 円/L を自

治体に支払う。BDF を外販すると軽油税 32 円/L
がかかることもあり、全量を自社で消費している。200 L/d の設備を 1,000 万円で製作し

た。脱水―反応―洗浄工程は手動運転である。副生成物のグリセリンはクリーニング店で

燃料に使用している。 

 
写真 5-6 メタン発酵槽（左）とメタン膜分

離（中央上部） 

 
なお、既述の NEDO 管轄試験事業とは別に、日揮㈱ 28) は既に終了した NEDO 委託事

業として行った(2004～2005 年度)廃棄物系セルロース原料からのバイオエタノール製造

技術の商用化を目指して、2006 年度より独自に鹿児島県出水市で廃棄物処理量 50 t/日(エ
タノール生産量 50～100 kL/日)および 200 t/日(エタノール生産量 200～400 kL/日)プラン

トの開発に着手している。 
一方、これらの実証事業の結果を待っていては、京都議定書義務の遂行に支障があると

する視点から、短期的には海外からバイオエタノールあるいは ETBE (ethyl tertiary butyl 
ether)を輸入して、バイオ燃料の導入を急ぐべきだという意見もある。わが国の石油業界

では「2010 年に ETBE を原油換算 21 万 kL(エタノール換算 36 万 kL)の導入」を優先す

べきとして、2007 年に 7,800kL の試験的な輸入により、ETBE の安全性確認やリスク評

価などを行っている 29)。 
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以上のように、わが国のバイオエタノール生産の事業化は始まったばかりであり、製造

プラントの能力も小さい段階であるが、今後、事業化試験、商用設備開発を経て、欧米各

国に比肩する開発・導入が期待される。 
 

(2)バイオディーゼルの導入事業化 
 バイオディーゼルの導入事業化については、前節で京都市の廃食用油を原料にした事業

化の取組み 15) を紹介したが、多くの自治体や廃油処理事業者、NPO 団体等が同様な導入

を手掛けている。ただし、生産規模は 0.1 kL/日以下のものが多く、1 kL/日を超えるもの

は 88 箇所中で 13 箇所に過ぎず、製造コストの面からも廃油の収集方法に課題を抱えてい

る。平成 19 年度より、表 5-7 の事業が新たに採択され実施されており、規模も拡大して

きた。 
表 5-7 平成 19 年度開始の BDF 事業 26） 

 事業体

サンケアフュ－エル（株） 茨城県土浦

エコデス（株） 東京都江戸

福井BDF（株） 福井県永平

西田商運（株） 福岡県新宮

（株）フチガミ 福岡県久留

設置場所 施設能力(kL/年） 原料

市 300 ヒマワリ

川区 120 廃食用油

寺町 750 廃食用油

町 2,000 廃食用油

米市 600 廃食用油

 
 一方、休耕田や転作田で菜の花を栽培し、収穫した菜種油を食用油として利用した後、

廃食用油を回収して農耕車用ディーゼルとして活用する NPO 活動「菜の花プロジェクト」

が全国各地で実施されている 30)。滋賀県東近江市を初め 2006 年 2 月時点で、全国 102 箇

所での取組みが行われている。いわゆる、地域自立の資源循環型サイクルの構築を目指し

た活動である。 
また、茨城県つくば市や愛媛県今治市等では休耕田にヒマワリを栽培して、BDF 原料を

生産する試みもなされている。図 5-10 は菜の花プロジェクトにおける資源循環の説明図

である 1)。以上を総合して現在のわが国の BDF 生産量は 10,000 kL/年程度になると推定

される。 
わが国でも休耕田や耕作放棄畑は多くあり、EU 諸国と同様に、ここに菜種を栽培して

直接 BDF を生産する場合の経済性についての検討もなされている。表 5-7 に菜種油と廃

食用油から BDF を製造する場合の推定コスト 31) を示した。これによると、菜種の場合、

原料油コストで約 400 円/L になり、ドイツの 0.50 ユーロ/L(表 4-10 参照、≒80 円/L)と比

較し、産業化には難しさがある。廃食用油の場合は工夫次第で市場性は大きいと言える。 
 ちなみに、わが国の食用油としての「菜種油」の生産量は、昭和 30 年代に約 30 万 t/y
を記録しているが、現在はカナダ産を中心に輸入品に代替されている。 
 「菜の花プロジェクト」などの場合、高コスト体質は内包しているが、地域社会の活性
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化と環境面を考慮して総合的に評価するべきであろう。 
 

 

図 5-10 「菜の花プロジェクト」の資源循環サイクル説明図 1) 

 
表 5-8 わが国でＢＤＦを製造する場合のコスト試算結果 31)   (単位：円/L) 

 原料 輸送    ＢＤＦ製造 

 

プロセス 生産規模 

生産  

原油

生産

回収

合計 建設 運転 

維持 

合計 

1 1,500L/日 402  3  14   2  65  24  41 480 

2 

菜種からの 

BDF生産 200L/日 402   3  14   2  78  31  47 499 

3 1,500L/日     ×  72  27  45   72 

4 

廃食用油から

のBDF生産 200L/日     ×  87  35  52   87 

 

 

5.2.3 バイオマス等未活用エネルギー実証試験及び木質資源の直接燃料化 

NEDO では平成 13 年度から、全国よりバイオマス等の未活用エネルギーの利活用実験

事業の公募を行い、その支援事業を推進してきている 32)。支援内容は費用対象額の 大

1/2 を NEDO が負担するものである。対象事業はバイオエネルギー等の変換システム及び

利用システムである。なお、本件には雪氷エネルギーの利活用システム(冷熱利用、冷房シ

ステムなど)も含めている。 
 平成 13～17 年度(2005～2009 年度)の実施案件は 46 件である。内容的には木質、畜産・

水産・農業、都市ごみ、下水汚泥、廃食用油の各資源の利活用に分類されるが、このうち
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木質資源の活用が 18 件で多くなっている 33)。これらは技術的には木質のガス化（熱分解

又は部分燃焼）とコージェネレーション（発電＋温水又は温風）の組合せがほとんどであ

る。木質を燃料とする小規模のコージェネレーションシステムは、分散型電・熱源として、

従来灯・軽油が使われていた使途に広く普及する可能性がある。また、CO2 排出抑制の点

からも評価されるべきものいえる。 
 ところで、木質のチップ化又はペレット化により、第 3 章に説明したように、運搬・貯

蔵の可能な直接熱源としての用途が考えられる。上述 NEDO 実証試験においても木くず

のペレット化システムの開発を行ったものがある。福井県の製材会社であるが、自社の木

材加工工場で発生する木くずを小型成型機でペレット化して、ボイラー燃料としている 31)。

そのコスト面の報告によると、100 t/6 ヵ月の生産で、経費が 70 万円/月としているので、

経費だけで 42 円/kg になるが、規模が小さく、かつ初期段階であるので、低減の可能性は

大きいといえる。 
 第 3 章で述べたように、汎用木質ペレットの単価は目標としては 40 円/kg 以下が望まし

いが（北米の価格は 250～300 ドル/t、www.woodpelletprice.com）、現状のわが国の入手

価格は 55 円/kg 程度である。しかし、それでも 近の原油価格の高騰を考慮すると熱量単

価的には十分市場流通が可能とみられる。 
現在の木質ペレット製造事業者は 30 社前後（全国木材組合連合会調べ）であり、生産

量はまだ 1 万 t/y 程度であるが、CO2 排出抑制の点からも、今後木質ペレットの生産量拡

大と、製品の社会一般に流通するシステム作りへの支援が望まれる。 
 

表 5-9 木質ペレットの生産量 34) 

年 度  2003 年  2004 年  2005 年 将来目標＊ 

生産総量 (ｔ)  2,365  3,653  8,634 30,000 

事業所数 (所)    10    13    18    18 

平均生産量(t/所)    237    281    480  1,666 

＊アンケートに答えた 18 社の目標値 
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一般住宅や事務所の暖房燃料にはハ

ンドリング性の点から木質ペレット化が

必要であるが、他方、熱量消費の大きい

ボイラー用燃料などではコストの安い木

質チップでも使用可能である。実は木質

チップに関しては、製紙原料用、建材ボ

ード用、発電燃料用、セメント燃料用、

その他(畜産敷料、肥料用など）として以

前から市場流通している。 
全国木材資源リサイクル協会の調べ

では現在、木材チップ製造・供給事業者

は 60 社ほどで、その供給量は 170 万ｔ/y 程度である(2007 年) 35)。その需要先割合は図 5-11 
のようになっており、発電燃料用は約 55 万ｔであるが、価格は 1,000 円/t 程度が実勢の

ようである。 低額なのは逆有償の廃木材を原料にしているためかと思われる。製紙原料や

建材ボード用では不純物を嫌うために 4,000 円/t 以上である。 

 

図 5-11 木質チップの需要先 35) 

 木質原料をチップ化して燃焼・熱利用する実証事業の結果が報告されている 31）。図 5-12
に事例を示す。熱原料を灯油や重油に比較すれば、70～90 円/L と木質チップ 19,000 円

/t-dry が同等のコストである。事例によって Feedstock とチップ化コストに差があるが、

低コスト化に課題が残る。稼働率が低いことや設備規模が小さいことはコストを上げる要

因となっている。 
 
      事例 1 

      事例 2                              (円/t-wet) 

 搬出 チップ化 計 

今回結果 3,600 20,000 23,600 (32,300 円/t-ｄｒｙ) 

目標 3,000 4,300 7,300 (10,000 円/t-dry) 

 

図 5-12 木質系チップの製造試験結果の事例 35） 

Feedstock チップ 燃焼・熱使用

10,000 円/t-wet（19,000 円/t-dry） 3700 円/t-wet 

 
 以上のように、木質ペレット及び木質チップの現在の生産量はまだ少なく、地球温暖化

対策としての CO2 排出削減の要請からは微々たるものであるが、今後の需要喚起施策によ

って、それらの生産量が拡大することが望ましい。 
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5.2.4 バイオエネルギー活用の地域システム化事業 

バイオマス資源の賦存は地域特性が強く、その利活用を定着させるには地域特性を活か

したシステム構築が重要である。2005 年、総合戦略初期の「バイオマスエネルギー高効率

変換技術」の開発成果の導入・普及を目標に全国 7 箇所での「バイオマスエネルギー地域

システム化実験事業」が平成 17 年(2005 年)からの 5 ヵ年計画で、NEDO 委託事業 36)とし

て始められた。表 5-10 は同事業の一覧表 37)である。 
  当事業の中には無水エタノール製造を行うのも 1 件含まれるが、他はバイオマス資源を

ガス化・燃焼し、コージェネレーションシステムを採用して発電を行うものである。ガス

化・燃焼のプロセスと装置については第 3 章で紹介してあるので説明は省略する。 
 

表 5-10 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業（平成 17～21 年）37) 

事業テーマ 委託事業者 事業概要 

山口県全域を対象とした 「総合

的複合型森林バイオマスエネ

ルギー地産地消社会システム

の構築」 実証・試験事業 

山口県  間伐材などを対象とした低コスト収集運搬シス

テムと、ベレット化による活用・ガス化発電によ

る利用、石炭火力発電所における混焼の 3 つの

利用形態からなるシステム 

草本系バイオマスのエネルギー 

利活用システム実験事業 

熊本県 

阿蘇市 

 傾斜地に自生する未利用の草木系バイオマス

（主にススキ）を対象にした新規の採草・運搬シ

ステムと、ガス化ガスエンジンコージネレーショ

ンシステムからなるシステム 

「ウエルネスタウン最上」 木質 

バイオマスエネルギー地域 冷 

暖房システム実験事業 

山形県 

最上町 

 森林ＧＩＳを活用した最適な間伐・集運材シス

テム、カスケード利用による効率的な収集運搬

システムと、生チップボイラーによる温水供給シ

ステムからなるシステム 

高知県仁淀川流域エネルギー 

自給システムの構築事業 

高知県 

仁淀川町 

 林地残材等を対象とし、規模に応じた適正な

手法による収集運搬システムと、ガス化ガスタ

ービンコージェネレーションシステム、ペレット利

用システムからなるシステム 

食品廃棄物エタノール化リサイ 

クルシステム実験事業 

新日本製鐵

㈱ 

(北九州市)

 食品廃棄物を対象に低コスト分別収集システ

ム、ＩＣダグを利用した分別収集システムと、糖

化・エタノール発酵による無水エタノ―ル製造シ

ステムからなるシステム 

先進型高効率乾式メタン発酵 

システム実験事業 

穂高広域 

施設組合 

 家庭系ごみ・事業系ごみ・剪定枝を対象にした

効率的収集・サンプリングシステムと、メタン発

酵ガスエンジンコージェネレーションシステムか

らなるシステム 

真庭市木質バイオマス活用地 

域エネルギー循環システム化 

実験事業 

岡山県 

真庭市 

 林地残材を村象にした低コスト搬出・加工シス

テム、乾燥機能を有する輸送・保管システム、

温水ボイラー・蒸気ポイラーによる熱供給システ

ムからなるシステム 
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それぞれに地域特性を生かした、資源の収集・運搬から、エネルギー変換、利用に至る

までの物流、運転・技術データ及び経済データを蓄積して、地産地消システム構築を可能

にするのが目的である。一例として、熊本県阿蘇市の事業 38) のシステム構成を示せば図

5-13 のごとくである。この事業では阿蘇草原に豊富な未利用資源の草本系バイオマス (主
にススキ) の活用と同時に、自然環境、草原文化、生活習慣、生体的機能等の保全との両

立も狙っている。 
 

 

 

図 5-13 熊本県阿蘇市/草本系バイオマスのエネルギー利活用システム 38) 

 

  同じく、2005 年(平成 17 年)には総合戦略の一環として、地域の自主的なシステム作り

である「バイオマスタウン構想」の募集 19)が始まった(農林水産省扱い）。これは自治体・

地域でのバイオマスの発生から利用までの効率的な結合プロセスにより、総合的利活用シ

ステムの構築を見込むものである。 
 2005 年 2 月の第 1 回公表 39)では、北海道留萌市（多目的材料変換システム工場による

廃棄物バイオマスの堆肥化・燃料化、木質バイオマスのガス化発電）、福岡県大木町（生ゴ

ミ、し尿、浄化槽汚泥からのバイオガス発電と液肥の肥料化、廃食用油の BDF 化）など 5
市町村が公表された。2007 年 4 月末現在 97 市町村が公表されている。目標は 2010 年ま

でに 300 市町村に拡大・普及することになっている。 
 

 157 



５．３ わが国のバイオ燃料の研究開発 

5.3.1 NEDO を主体とした研究開発 

 わが国におけるバイオマス燃料の研究開発は、バイオマス・ニッポン総合戦略、次世代

自動車・燃料イニシアティブを中心に、関連省庁横断的かつ総合的に進められており、多

くは、NEDO の直轄研究開発事業ないし他研究機関の研究開発への助成事業 40)として推

進されている。 
 

表 5-11 バイオマスエネルギー高効率転換技術プロジェクト 41) 

①日揮㈱ 
・セルロース系バイオマス（稲わら、木材、新聞紙）を原料に、濃硫酸で加水分解 

し、効率的に分離・発酵しエタノール製造。 
・バイオマスエネルギー高効率転換技術開発（NEDO）による委託事業。 
 （H13～H17）→H14 にパイロットプラント建設（鹿児島県出水市） 

②月島機械㈱／丸紅㈱ 
  ・セルロース系バイオマス（バガス、籾殻・稲ワラ、ウッドチップ等）を原料に、 

希硫酸による加水分解、発酵によるエタノール製造。 
・従来のＣ６糖分（セルロース）だけでなく、「Ｋ０１１」菌によるＣ５糖分 
（ヘミセルロース）もエタノールに転換可能とする技術。 

・「産業技術実用化開発費助成事業（NEDO）」による技術開発（H13～H15 年度）。 
・市川市にプラント。H17.8 頃実証試験終了予定。 

③丸紅㈱／月島機械㈱／サッポロビール㈱ 
  ・H15.6 タイで、現地のアルコール製造会社と、サトウキビの絞りかす等から 

エタノールを生産するプラントの建設。H17 春に生産開始。一部を H18 に日本へ 
輸出開始予定。 

④三井物産（㈱バイオ・ナノテック・リサーチ・インステチュート(BNRI)） 
・セルロース系バイオマスを原料に、ゼオライト膜を用いて含水エタノールを 
高効率に脱水・無水化（高効率エタノール脱水）する。 

・NEDO の委託を受けた(社)アルコール協会が再委託（～H17 年度）。 
・H15.3 ブラジルで、現地エタノール製造会社と、精製プラントを建設。 
・生産試験開始、技術開発に目途がつき次第に日本へ輸出。 

⑤アサヒビール㈱ 
・H16.4 エタノール製造プロセスの開発・実証実験開始（熊本県西合志町）。 
・(独)農業・生物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究センターとの 
普及に向けた共同研究。 

・エネルギー原料用高収量サトウキビ品種群の開発（単位面積当り２倍以上）。 
・製造プロセスにつき共同特許出願中。 

⑥三井造船㈱ 
  ・岡山県真庭市に木質原料によるバイオエタノール製造設備完成(H17.4.18 発表)、 
   NEDO 実証試験事業。 

・真庭地区から供給される針葉樹端材の木チップが主原料。 
⑦バイオエタノール・ジャパン・関西㈱ 

・大成建設、大栄環境、丸紅、サッポロビール、東京ボード工業の出資。 
・建設廃木材からのバイオエタノール製造事業。 
・「地球温暖化対策ビジネスモデルインキュベーター事業」（環境省）。 
・商用プラントとしてはわが国初のバイオエタノール製造施設。廃木材処理量 
3 万ｔ/年、バイオエタノール製造量 3,700 kL/年。施設稼動 H19。 
大都市地域の製造から利用までのモデル事業。 
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 NEDO の直轄研究は「バイオマスエネルギーの高効率変換技術の開発事業」、「バイオマ

スエネルギー転換要素技術開発」、「バイオマスエネルギー先導技術研究開発」の 3 事業で、

2006 年現在でそれらの順に、11 件、20 件、24 件のプロジェクトが実行中である。 
  表 5-11 は「バイオマスエネルギーの高効率変換技術の開発事業」のうち、パイロットプ

ラントを計画しているプロジェクトの要点である 41)。なお、表 5-11 ①のプロジェクトに

関係するが、日揮株式会社が担当した、セルロース系バイオエタノール製造法の「NEDO
プロセス」（図 1-9 参照）は、米国 DOE の 6 大商用化実証プラント計画(2008 年より 4 年

間、総予算 3.86 億ドル) の１つにも採用されている 42)。実施場所はカルホルニア州南部、

原料処理量 700 t/day、エタノール生産量約 7 万 kL/年、予算額 4,000 万ドルである。 
NEDO プロセスにおけるセルロース系原料からのバイオエタノールの製造コストにつ

いては表 5-12 の推定値が発表 43) されている。すなわち、エタノール生産規模 10 万 kL/
年（12.2kL/h）で、3,000 円/t-dry の建築木質廃材を原料として、エタノール収率 317L/
ｔ(糖化収率 87％、発酵収率 90％、総括収率 78.3％）で、NEDO 法では 40.2 円/L-エタノ

ールのコストが実現できるとしている。 
 

表 5-12 セルロース系バイオエタノールの推定製造コスト 43） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生産規模 10 万 kL/y、単位：円/L-エタノール) 

 
 

5.3.2 わが国の特徴ある要素研究 

 バイオエタノールの変換に関する研究開発については第 1 章で述べたが、わが国のバイ

オ燃料の要素研究について若干の補足説明をしておく。 
(1)地球環境産業技術研究機構の「RITE プロセス」44) 
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 セルロース系バイオマスの発酵プロセスで、生成エタノールが微生物の生育阻害作用を

持つため、発効の進行につれ生産性が低下する現象がある。地球環境産業技術研究機構

(RITE)では、これを遺伝子組み換え菌(RITE 菌と呼ぶ) によって、克服できるプロセスを

開発していることは第 1 章で紹介した。 
 バイオ反応は生物である酵母の作り出す酵素が触媒として働いて、反応が進行すること

はよく知られている。したがって、バイオ反応器内では通常、酵母の増殖と酵素による化

学反応が並列で進行している。このため酵母の増殖を順調に進めるのには反応器内にスペ

ースが必要になる。その結果、一般にバイオ反応では消費エネルギーは小さいが、反応器

の容積的な生産性 (Space time yield) が、通常の化学反応に比較して桁違いに低いという

評価になっている 44)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-14 通常バイオプロセス(上) と RITE プロセス(下) の説明図 44) 

 
この点で、RITE では、酵母の増殖を止めた条件(アルコール発酵では嫌気性にする)で、

化学反応だけを進行させるプロセスを考案した。そうすると、反応器内に触媒の酵素を密

に充填することができ、生産性が普通の化学反応並みに向上する。これが「RITE プロセ

ス」である。図 5-14 はその概念説明図である。今後、バイオ反応にはこのタイプの反応

器が一般化するものと考えられる。 
 
(2)アルコール濃縮用「ゼオライト分離膜」45) 
 発酵アルコール液の濃縮・分離に、古くからの一般的な共沸蒸留法ではエネルギー消費

量が大きい。このためにコストダウンに向けて、蒸留・PSA 法(米国 NREL 法)、ゼオライ

ト膜浸透ろ過法(日本 NEDO 法)、超臨界溶媒抽出法、超音波霧化濃縮法、他の検討がなさ
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れている。それらの中で、ゼオライト膜が主流になりつつあることは前に記したが、ゼオ

ライト膜は日本が先行している技術である。 
 ゼオライト(Zeolite) とはアルミノ珪酸塩の総称であるが、その結晶は種類によって特定

の分子オーダーの均一細孔を持つ多孔質体である。したがって、薄膜状のゼオライトは分

子篩としての特性を持つことが以前から知られている。しかしながら、薄膜状の結晶成型

は難しく商用的なコストでの製造はなされていなかった。 
 株式会社物産ナノテク研究所 45)は 2001 年より、水を選択的に透過できるアルコール脱

水用ゼオライト膜の開発を手掛け、2004 年には分離係数 α (水とアルコールの透過速度比) 
が 5,000～10,000 で、水の透過流束が 130℃で、約 22.4 kg/m2/hr の膜モジュールを開発

し、宮古島エタノール製造実証試験などへの適用を行っている。 
表 5-13 は株式会社物産テクノ研究所の提供による実験データ 46)である。 三井造船株式

会社などでも同種のゼオライト膜脱水装置を手掛けており 47)、両社とも同装置の外国輸出

を行っているので、今後、この種のゼオライト膜が世界的に普及するものと考えられる。 
 

表 5-13 物産ナノテク研究所エタノール濃縮実績 46) 

 
濃縮・分離法 製造能力 

消費エネルギー 

(濃縮工程全体) 

従来法(蒸留＋共沸蒸留)  11.7 MJ/kg 

従来法(蒸留＋PSA 法)  6.9～7.4 MJ/kg 

出水プラント 0.30 kL/d 6.6 MJ/kg 

宮古島プラント 1.2 kL/d 5.8 MJ/kg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 一方、ゼオライトは組成と焼成法で

親水性や疎水性の膜を作り分けること

が可能で、疎水性の膜を使うと、アル

コール分子のみを選択的にろ過できる。

図 5-15 はその概念図 48)であるが、

NEDO「バイオマスエネルギー転換要

素技術開発」プロジェクトでは日本ガ

イシ㈱が担当して、エタノール透過ゼ

オライト膜製造技術の開発 49)を行っ

ている。 

 

図 5-15 エタノール透過ゼオライト膜概念図 48) 
同プロジェクトでは2006年度末で、

エタノール 10％→90％濃縮で、分離係数[エタノール/水] 53、透過流束 4 L-EtOH/m2/hr(目
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標値 3 L-EtOH/m2/hr) が実現できたとしている。一般に、発酵液中のエタノール濃度は

薄いので、この型の膜が工業化されれば、さらに分離・濃縮コストは低減すると考えられ

る。 
 
(3)バイオブタノール発酵 50) 
 先に 4.2.1(4)節で次世代バイ料の一つと考えられるバイオブタノールの発酵プロセスに

ついて、米デュポン社 49)が開発に成功し BP 社他と共同で、英国内で生産設備を建設中と

報告したが、わが国においてもバイオブタノール発酵の研究は行われている。 
 本田技研工業株式会社と地球環境産業技術研究機構(RITE) は共同でアセトン・ブタノ

ール発酵の研究を進めている 50)。ブタノールの場合、ガソリンへの添加が可能であると同

時に、軽油と任意濃度に混ぜても燃料性能にほとんど影響が無いので、ディーゼル用とし

ても考えられている。 
RITE ではバイオブタノールが食料資源ではない雑草などからも製造できるとして将来

燃料として期待している。ただし、現在の技術ではまだエタノール発酵に比較してかなり

コスト高のようである 51)。なお、海外では航空燃料のバイオ化にもバイオブタノールが適

用できるとして、開発に取組む企業も見られる。 
 
(4)新しいバイオディーゼル製造法 52) 
 バイオディーゼルはトリグリセリドである動植物油脂を酸またはアルカリ触媒でアルコ

ール置換反応を行わせればよいことは前に報告したが、このうち酸触媒法は反応が遅く、

専らアルカリ触媒法が実用化されている。しかし、この場合アルカリの回収や、原料油脂

中の遊離脂肪酸が石鹸になるなどの問題があり、それらの欠点を改良した新しいバイオデ

ィーゼル製造法が、わが国の方々の大学等で研究されている 53)。代表的には、リパーゼ酵

素法、超臨界メタノール法、イオン交換樹脂法、固体触媒法などである。それらの原理を

紹介する。 
①リパーゼ酵素法 53) 

 リパーゼ酵素とは脂肪を分解する酵素のことであるが、この酵素はトリグリセリドを

BDF に分解するだけではなく、遊離脂肪酸もエステル化する活性がある。この酵素を固定

化して反応触媒として使用することで、アルカリ回収や石鹸生成の問題は無くなる。ただ

し、この酵素はメタノールによる活性阻害性があること、生体触媒であるから水分を含ん

でいる場合に高収率が得られるなどの問題がある。操作的に工夫が考えられているが、東

北大学、山形大学、山口大学、九州大学、早稲田大学、大阪市立工業研究所などで研究さ

れている。 
②超臨界メタノール法 54) 

 京都大学、坂志朗教授の提案 54)であるが、超臨界メタノール(臨界条件 239℃、8.09 MPa)
中で油脂が BDF 化されることを利用する無触媒変性法である。 初に、温度 350℃、圧
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力 20~40 MPa のメタノール中で、１段で反応させる 1 段階超臨界アルコール法(Saka 法)
を提案した。次いで、反応条件を緩和した 2 段階超臨界アルコール法(Saka-Dadan 法) を
提案している。後者は亜臨界の水中(270℃、27 MPa) でトリグリセリドを加水分解し、生

成した脂肪酸とグリセリン＋水を分離した後で、脂肪酸のみをメタノールにより 270℃、

17 MPa でエステル化するものである。 

エステル交換反応 相分離 精製 BDF

グリセリン

メタノール

原料油脂

超臨界（350℃/20MPa）

メタノール再利用

エステル交換反応エステル交換反応 相分離相分離 精製精製 BDFBDF

グリセリングリセリン

メタノールメタノール

原料油脂原料油脂

超臨界（350℃/20MPa）

メタノール再利用

 

 

相分離
エステル交換反応 相分離 精製 BDF

メタノール

原料油脂

超臨界（270℃/17MPa）

メタノール再利用水

加水分解

亜臨界（270℃ /27MPa）

油相

水相

グリセリン回収

相分離相分離
エステル交換反応エステル交換反応 相分離相分離 精製精製 BDFBDF

メタノールメタノール

原料油脂原料油脂

超臨界（270℃/17MPa）

メタノール再利用水水

加水分解加水分解

亜臨界（270℃ /27MPa）

油相

水相

グリセリン回収グリセリン回収  
図 5-16 超臨界アルコール法のプロセスフロー53） 

１段階超臨界
アルコール法 

2 段階超臨界
アルコール法 

 
1 段反応ではエステル置換の不完全なモノグリセリドが残るのに対し、2 段反応では高

品質の BDF ができることと、反応条件がゆるくなるので、容器材質の厳しさが緩和され

るなどの利点がある。図 5-16 に両法のフローシートを示す。 
他に、超臨界メタノールを使う方法(STING 法/(独)中央農業センター)55) や過熱メタノ

ール蒸気を攪拌加圧容器中の油脂に吹き込む方法((独)食品総合研究所)56) なども研究され

ている。 
③イオン交換樹脂法 57) 

 東北大学の米本年邦教授ら 57) が開発した方法である(2005.10.12 公表)。イオン交換樹脂

は液系における固体触媒とも考えられるが、多孔性陰イオン交換樹脂により、50℃、大気

圧下で植物油とアルコールからエステル交換反応が進行して、BDF を製造することが可能

であることを米本教授らが初めて見出している。イオン交換樹脂の活性は油成分の付着で

劣化するが、弱酸とアルカリを組合せた洗浄水で再生は容易としている。 
この方法は比較的安価で、活性が安定かつ再生可能であり反応条件も穏やかで、遊離脂

肪酸の事前除去処理なしに BDF の製造が可能で、従来法と較べ多くの利点があるとして

いる。表 5-14 のような比較表が示されている。 
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表 5-14 各種バイオディーゼル製造法の比較 57) 

製造技術 グリセリン
汚染 

反応速度 反応条件 遊離脂肪酸
の除去処理 

遊離脂肪酸の
燃料へ変換 

均相アルカリ法 

金属酸化物法 

固定化酵素法 

超臨界アルコール法

イオン交換樹脂法 

あり 

若干あり 

なし 

なし 

なし 

速い 

やや遅い

遅い 

速い 

速い 

60℃、大気圧 

60℃、大気圧 

40℃、大気圧 

350℃、43Mpa 

50℃、大気圧 

必要 

必要 

不要 

不要 

不要 

不可能 

不可能 

不可能 

可能 

可能  
 
④固体触媒法 
 原理的にはイオン交換法に類似しているが、触媒のアルカリ回収を容易にするために、

固体触媒を懸濁相や固定層で使う方法がある。一般には均一アルカリ法に比較して活性が

低いとされているが 58)、 近 CaO 触媒で高活性が得られるとする報告 59)もある。 
以上、どの製造法が 終的に生き残るかは現在のところ不明であるが、これらの方法に

よりバイオディーゼルのコストダウンと製品品質の向上が進むものと思われる。 
 
(5)その他のバイオ燃料関連研究 
 日本においても、米・麦やてん菜、馬鈴藷、ソルガム、甘藷、サトウキビ等からバイオ

燃料を製造する研究が精力的に行われていることは、第 2 章に報告したので省略する。 
また、海外において藻類を栽培して CO2 排出削減とバイオ燃料製造の実証試験を行って

いることも報告した。 
 日本でも海藻養殖からバイオ燃料を生産する研究プロジェクトの構想 60) が提示されて

いる。東京海洋大学、三菱総合研究所を中心に、三菱重工などの民間企業も参加して、日

本海に１万平方キロメートルの養殖場を設け、2,000 万 kL/年のバイオエタノールを生産

する計画である。構想では日本海中央の「大和堆」と呼ぶ浅瀬にノリやワカメを養殖する

ように大型の網を張り、繁殖力の強い「ホンダワラ」を養殖する。これを収穫し、バイオ

リアクターなどを搭載した船で分解・エタノール化し、タンカーで港に運ぶ。まだ、構想

提示の段階であるが、陸上の食料資源との競合が避けられることから、成功すれば期待が

持てる。 
 
5.3.3 研究推進協議会等 

 バイオマス・ニッポン総合戦略の実現、特に国産バイオマス燃料の大幅な生産拡大に向

けて、次の 2 つの研究推進協議会が作られている。 
 
(1)研究独法バイオ燃料研究推進協議会 61) 
 国産バイオ燃料の生産拡大に向けて工程表（図 5-6 参照）の内容実現のため、技術開発

 164 



を担当する試験研究機関である独立行政法人相互の情報交換、共同研究等を推進するため

に 2007 年 4 月 20 日に「研究独法バイオ燃料研究推進協議会」55)が設立された。 
(2)バイオ燃料技術革新協議会 62) 
 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を図るため、経済的かつ多量にセルロース系原料から

バイオ燃料等を効率的に生産する画期的な技術革新を目指すため、具体的な目標、技術開

発、ロードマップ作り等を内容とする「バイオ燃料技術革新計画」を策定するために、産

官学からなる「バイオ燃料技術革新協議会」（委員長：鮫島正浩、東京大学農学生命科学研

究科教授）62) が、2007 年 11 月 21 日に設置された。本協議会が目指すバイオ燃料技術革

新計画は、「バイオマス・ニッポンケース」、「技術革新ケース」のベンチマークの実現を図

るため、セルロース系バイオマス由来のエタノールの製造に係わる技術について(1)技術マ

ップ、(2)技術ロードマップ、及び(3)技術開発シナリオの構成を検討するものである。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 5-17  バイオ燃料技術革新協議会の構成と機能 62) 

 

図 5-17 はバイオ燃料技術革新協議会の構成と機能を示す。バイオエタノールの製造コ

ストについて、「バイオマス・ニッポンケース」では 100 円／L 程度、「技術革新ケース」

では 40円/L以下のベンチマークを想定している。協議スケジュールは 2007年 11月より、

WG 毎に検討作業を進め、2008 年 3 月までに技術革新計画案をまとめる予定である。 

 165 



５．４ バイオエネルギー導入促進策 

5.4.1 優遇税制について 

 わが国はバイオエタノール(BEF) 及びバイオディーゼル(BDF) に対する導入促進の

ための優遇税制は、その生産量が実質まだ極めて少ないためか（2005 年度で生産量は BEF
が約 30 kL/年、BDF が約 5,000 kL/年）、海外に比べて遅れている。 
 2008 年度税制改革への要望で、E3 ガソリン導入への対応として、バイオエタノール分

の非課税化、E3 ガソリン１L 当たり約 1.6 円の減税案が提出されている段階である 63)。

バイオディーゼルも含めて輸送用バイオ燃料の優遇税制が検討されている。 
 

表 5-15 補助金による助成制度の対象となるエネルギーの関係分野（平成 15 年現在）64) 

  
 
 
 
No.  制度名 

太 
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光 
発 
電 

太
陽
熱 

風
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発
電

温
度
差
エ
ネ
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ス
コ

ー

ジ
ェ
ネ

燃
料
電
池

廃
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発
電
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熱
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用
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棄
物
燃
料
製
造

バ
イ
オ
マ
ス
発
電

バ
イ
オ
マ
ス
熱
利
用

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
製
造

雪 
氷 
熱 
利 
用 

ク 
リ 

ー  
ン 
燃 
料 
自 
動 
車 

水 
力 
発 
電 

地 
熱 
利 
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1 バイオマス等調査    ○ ○  ○    

2 未利用エネ調査   ○       

3 廃棄物発電促進    ○      

4 新エネ事業者支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

5 新エネビジョン策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

6 地域新エネ導入 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

7 地球温暖化防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

8 新エネ・省エネ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

9 中小水力発電開発       ○  

10 地熱発電開発        ○ 

11 バイオマス等実証    ○ ○ ○    

12 クリーン燃料自動車      ○   

13 住宅用太陽光発電 ○        

14 住宅用太陽光熱利用  ○       

 
5.4.2 導入支援制度について 

 バイオ燃料の供給サイドに対する支援制度面では、太陽エネルギー、風力エネルギー、

廃棄物エネルギー、他を含めた新エネルギー一般を対象とした「新エネルギー利用等の促

進に関する特別措置法」（略称：新エネ法）が 1997 年に施行されて、関連省庁、都道府県 
の他、NEDO、NEF(新エネルギー財団) などが管轄窓口として、多くの補助金、融資条件

の優遇などの助成が行われてきている。 表 5-15 は補助金による助成制度の対象となる事
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業制度名と対象エネルギー分野との関係である 64)。制度名で、No.1～3が経済産業省直轄、

No.4～12 が NEDO 管轄、No.13,14 が NEF 管轄である(平成 15 年現在)。 
 結果的には、融資関連も含めて過去に支援を得ているものは NEDO 管轄の事業が多い。

ただし、表 5-15 に見るようにバイオマス関連事業もあるが、内容は発電ないし熱利用目

的のものがほとんどである。基本的に、わが国の支援助成は研究開発要素があるものに限

定されている。 
比較的 近制定された、「エネルギー需給構造改革投資促進税制」65) (略称：エネ革税制）

はエネルギー関連設備投資を助成するものである。期間は 2006 年 4 月 1 日～2008 年 3 月

31 日(延長要請あり)で、助成内容は関係対象設備（別途告示指定）に対し、(1)基準取得価

額の 7％相当の額の税額控除、または(2)普通償却に加えて基準取得額の 30％額を限度とし

て償却できる特別償却となっており、バイオ燃料関係の設備・機器は本法の対象になりう

る。 
以上、わが国も平成 20 年度（2008 年度）からは助成支援も本格化すると考えられる。 
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５．５ まとめ 

(1)バイオマス資源賦存量 
 わが国のバイオマス資源賦存量は廃棄物系、未利用系を含め、「バイオマス・ニッポン総

合戦略」及び｢国産バイオ燃料の大幅な生産拡大計画｣ に対処するに必要な量を超える。 
(2)バイオマスエネルギーの利活用 
 バイオマスエネルギーの利活用は「バイオマス・ニッポン総合戦略」を中心として進め

られている。利活用技術開発は、NEDO を主体にして進められており、各省庁が推進役と

なって各種の開発プロジェクト並びに導入事業が展開されている。ただし、導入事業は始

まったばかりで、課題が解明され成果が期待できるのはこれからである。 
  未活用バイオマス資源の発電をはじめとする総合的な活用や木質系資源の固形燃料化に

よる熱利用は、地域活性化に寄与するとともに、地球温暖化対策としての CO2排出量削減

にも大きな効果が期待できる。 
(3)バイオ燃料の研究開発 
 バイオ燃料の研究開発は「バイオマス・ニッポン総合戦略」、「次世代自動車・燃料イニ

シアティブ」に従って進められており、バイオエタノールの目標コストは 100 円/L、技術

革新ケースで 40 円/L に設定されている。総合的な研究開発を推進するために「バイオ燃

料技術革新協議会」が設置されている。 
 わが国においてもバイオ燃料の製造技術に関する先進的な研究が進められている。例え

ば、発酵・前処理の基礎研究や発酵装置の容積生産性を飛躍的に増大させる技術、膜によ

るアルコール脱水技術、新しい BDF 製造プロセスなどが発表されている。 
(4)バイオエネルギー導入促進 
 バイオエネルギー導入促進における税制・助成などの政策実施面では、わが国は欧米諸

国に比較すると遅れている。2008 年度から政策が推進される状況にあり、今後はその効果

が期待される。 
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第６章 今後の対応策 

 

６．１ バイオ由来エネルギー利活用技術の評価 

 わが国の新エネルギー導入目標は、2010 年で廃棄物発電＋バイオマス発電で原油換算

586 万 kL (2005 年実績 252 万 kL)であり、バイオマス熱利用で同 308 万 kL(内輸送燃料分

は 50 万 kL)となっている。2030 年頃にはバイオエタノール 600 万ｋL（原油換算 360 万ｋ

L）の国内生産が可能との試算が出され、輸送燃料へ導入する計画であるが、輸送燃料以外

へのバイオマス由来エネルギーの導入期待にも非常に大きいものがある。そこで、本節で

は前述した様々なバイオマス利用を元に、バイオマス由来エネルギーの輸送用燃料、発電、

熱利用を含めた利活用技術の総合的な整理を行う。 
 

表 6-1  わが国の新エネルギー導入実績と導入目標（供給サイド） 

 
2005 年度 

（実績） 

2010 年度 

追加対策ケース 

34.7 万ｋL 118 万ｋL 
太陽光発電 

142.2 万ｋW 482 万ｋW 

44.2 万ｋL 134 万ｋL 
風力発電 

107.8 万ｋW 300 万ｋW 

252 万ｋL 586 万ｋL 廃棄物発電＋バイオマ

ス発電 201 万ｋW 450 万ｋW 

太陽熱利用 61 万ｋL 90 万ｋL 

廃棄物熱利用 149 万ｋL 186 万ｋL 

バイオマス熱利用 142 万ｋL 308 万ｋL 

未利用エネルギー 4.9 万ｋL 5 万ｋL 

黒液・廃材等 470 万ｋL 483 万ｋL 

1,158 万ｋL 1,910 万ｋL 合計（対一次エネルギ

ー供給比） （2.0％） （3％程度） 

上記発電分野及び熱分野の各内訳は、目標達成に当たっての目安である。 
註：バイオマス熱利用 308ｋL にはバイオ由来輸送用燃料 50 万ｋL を含む。 

（出所：総合資源エネルギー調査会、新エネルギー部会資料、平成 19 年 8 月 20 日より） 

 

 対象となるバイオ由来エネルギー利活用の現状を表 6-2 に示す。Feedstock の種類によっ

て、利活用の実用化レベルが異なっている。廃棄物・未利用資源については、燃焼・発電

とエタノール利用が想定されているが、エタノール製造は実用化に向けた実証事業が始ま

ったところである。技術開発を含めた今後の展開を視野に入れて、国内にバイオ由来エネ

ルギーを導入するための有望なプロセスについて整理する。 
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表 6-2 バイオ由来エネルギーの利用の現状（4、5 章より） 

エネルギー利用 実用化 代表例 今後の展開

エネルギー作物 トウモロコシ エタノール ○ 米国、中国 生産量拡大
サトウキビ エタノール ○ ブラジル、インド 生産量拡大
麦（小麦、大麦、ライ麦） エタノール ○ 北米、EU
甜菜 エタノール ○ 仏
多年草（スイッチグラスなど） エタノール 開発中 米国、EU 開発加速
短周期樹木（やなぎ、ポプラなど） エタノール 開発中 米国、EU 開発加速
玄米 エタノール 開発中 日本
藻類 エタノール 開発中 米国、EU 実用化
菜種、ヒマワリ BDF ○ EU
パーム BDF ○ 東南アジア 生産量拡大
大豆 BDF ○ 米国 生産量拡大

廃棄物・未利用資源 家畜糞尿 メタン ○
メタン ○

エタノール 開発中
廃食用油 BDF ○
廃紙 エタノール 開発中

エタノール 開発中
燃焼・電力 ○
エタノール 開発中
燃焼・電力 ○
エタノール 開発中
燃焼・電力 開発中

下水汚泥 メタン ○
エタノール 開発中 各国 開発加速

BDF 開発中 各国 開発加速
農業非食用部

Feedstock

国内対象パルプ廃液

廃材（製材、建設）

林地残材（間伐材など）

食品廃棄物

 

 バイオマス・ニッポン総合戦略等のバイオ由来エネルギー利活用の背景には、①地球温

暖化防止、②循環型社会の形成、③戦略的産業の育成、④地域経済の活性化などが上げら

れる。これらの要請に対して、各種バイオマス由来エネルギー利活用技術がどの程度応え

られるかを総合的に整理してみた。結果を前述の各技術の開発状況と併せて、表 6-3 に示し

た。 
(1)輸送燃料 
 バイオエタノール、BDF の生産と開発が多くの国で行われている。わが国ではバイオエ

タノールの製造と利用の実証事業が行われており、平成 18 年までに 7 箇所、さらに平成 19
年度に新たに 3 箇所で開始さている。糖質・でんぷん系原料からエタノール製造プロセス

は開発が済んでいるが、今後、経済性を確保して普及を促進するためにはセルロース系の

第二世代原料からのエタノール製造技術の開発が必要である。この技術開発によって食糧

と競合しない原料による低コストで高エネルギー利益率のエタノール製造が期待される。

変換効率 340 L/t-dry の技術が開発され、Feedstock コストが 830 円/GJ 以下であれば、77
円/L のエタノールが製造できる可能性があり（3 章）、普及が推進されると思われる。同時

に、これらの技術開発は東南アジア各国などのバイオマス資源の豊富な海外リファイナリ

ーへの技術支援も期待される。 
 BDF の製造と利用の実証事業は、廃食用油を中心に多くの箇所で行われている。廃食用

油は量的に多くないこと、収集方法、副産物の活用に課題があるが、軽油代替効果は大き
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い。また、東南アジアにおける海外リファイナリーへの技術支援も期待される。 
(2)発電 
 メタン発酵・発電は、既に実用化が進められている。畜産排水、食品廃棄物、下水汚泥

が対象となっている。適用先は限定され、得られる電力コストは安価ではないが、いずれ

も廃棄物処理が対象であり、処理費用を相殺することでメリットを生み出している。低コ

スト化のための乾式発酵法などの技術開発が進められている。 
 固形燃料・発電は、直接燃焼発電、ガス化・発電などの多くのプロセスが開発され、実

用化も進んでいる。直接燃焼発電は蒸気を用いた発電であり設備費は安価であるが、発電

端効率が低く、電力コストは高くなる。ガス化・発電は原料を微粉砕すればより高カロリ

ーガスが得られ発電端効率もより高くなる。一方で粉砕費が高くなるなどのコスト増分も

あり、必要とする熱エネルギーと電力の比率などから各種のプロセスが選定されている。

また、混焼はプラント規模のメリットを受けることができる。普及拡大には、プラント規

模を確保するための未利用資源の集荷、設備費低下、発電効率の向上が必要である。 
(3)熱分解ガス化・液体合成 
この例として、液体燃料や化学原料の利用を目的にした GTL やメタノール合成などの研

究開発が行われている。バイオマスを原料としたガス化・メタノール合成プロセスが開発

されつつあり、発表されたコスト試算例は少ないが、近年メタノール価格が高騰（2008 年

2 月現在価格 500~600 ドル/t）しておりこれよりも安価である可能性を示している。しかし

ながら、石油化学でのプラントを想定して、仮にガス化・メタノール合成プラント規模を

1,000 t/dとすれば、NEDO開発結果(FS)が示す原単位から、2,000 t/dの原料が必要となり、

国内ではバイオマスの確保に課題が残る。100 t/d 以下の小規模のプラントであれば国内で

もバイオマス確保の可能性があるが、メタノールの利用先を検討する必要があろう。液体

にするので輸送を含めて取り扱いの利便性が増すことから、利用の用途が広くなること、

資源量が大きい海外立地も含めて将来の重要な技術になる可能性を持っている。 
(4)直接熱利用 

直接熱利用については、NEDO をはじめとする国の実証事業が地域におけるバイオエネ

ルギーの利活用として進められており、固形燃料化コストの低減などの実用化に向けた課

題も明確になりつつある。木質資源をチップ化した燃料は 19,000 円/t-dry 以下であれば現

状の灯油や重油との競争力があること、木質ペレットは小型ストーブなどの暖房への利用

ができ、40,000 円/t であれば普及の可能性を持っていることなど、いずれも経済性の面か

ら普及の可能性が示されている。小型であり既存技術が適用できることから様々な場所で

利用できる可能性がある。一方、熱利用であることから、利活用先の地域性や特殊性から

事業性が決められる要因が大きく、各々の地域での利活用のシステム開発も課題である。 
 
結果を総括すると、以下のように言えよう。 
1) エネルギー利活用の中で比較的地域性が小さいものとして、①輸送燃料製造、②固形
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燃料・発電があげられる。これに対して、地域性や事業成立要件の特殊性が大きいも

のに、③メタン発酵・発電、④直接熱利用がある。将来普及の可能性をもつものとし

て⑤熱分解ガス化・液体合成があげられる。 

2) バイオ輸送燃料製造については、経済性を確保して普及を促進するためにはセルロー

ス系の第二世代バイオマスの利用が必要であり、技術開発が必須となる。資源豊富な

海外への技術支援も期待されている。 
3) 固形燃料・発電では、木質系を中心に一部市場参入ができており、技術開発が進んで

いる。普及拡大には、資源の確保や発電効率の向上に課題がある。 
4) メタン発酵・発電は、廃棄物処理費を軽減したエネルギー利活用として実用化が進め

られている。さらに普及を拡大させるためには発酵プロセスの低設備化などの低コス

ト化が課題である。 
5) 直接熱利用は、小規模であるために適用範囲が広く、燃料化技術が開発されつつある

ことから灯油等の燃料に比べて経済的に有利となる可能性がある。小型であり要素技

術は既に存在するが、普及システムの課題がある。 
6) 熱分解ガス化・液体合成は、燃料から化学品まで用途が広く、将来普及する可能性が

ある。 
 

 174 



 175 

表 6-3 バイオマス由来エネルギー開発状況と導入戦略への適用性 

 輸送燃料 発電 液体化 直接熱利用 

導入目標 

（原油換算) 

2010 年 50 万 kL, 2030 年 360 万 kL 2010 年廃棄物＋バイオマス発電 586 万 kL

（黒液別途 483 万 kL） 

 2010 年 258 万 kL 

技術 ＢＥＦ ＢＤＦ メタン発酵・発電 固形燃料・発電 熱分解ガス化・液体合成 直接熱利用 

[開発状況] 

技術開発の現状 糖質・でんぷん系は

開発了水準。セルロ

ース系開発中 

廃食用油系実用化 

栽培系検討中 

改質反応研究盛ん 

発酵技術既存 

低コスト化技術開発

中 

固形化技術有（チッ

プ、RDF、ペレット）  

 

熱分解ガス化・メタノ

ール合成実証 

実証(フィールド・テスト)

段階 

システム開発必要 

市場導入の状況 現状≒0 廃食用油：実証事業 

栽培系：菜の花 Prj. 

実用化済みだが、普

及には限界あり 

混焼、RDF 等：市場

参入済 

非廃棄物：開発中 

現状≒0 現状≒0 

賦存量・安定性 糖質・でんぷん系限

定的、セルロース系

十分(収集方法要開

発) （396PJ） 

廃食用油発生量 45

万 t (収集方法要開

発) （12PJ） 

畜産排水、食品廃棄

物、下水汚泥に限定

（33PJ） 

安定性確保は可能 

（188PJ） 

木質系 F/S 段階 

（292PJ） 

賦存量有り 

(＞100PJ) 

経済性（コスト） 現状 150 円/L 

目標 100 円/L、 

40 円/L（技術革新） 

廃食用油系：＜100

円/L 可能 

栽培系：高コスト 

廃棄物資源なるも、

ガス浄化(脱硫)、消

化液処理にコスト要 

RDF、ペレット：高電

力原単位 

木質チップ：低コスト 

メタノール：3.3～4.0

万円/t （FS） 

F/S 次第 

燃料化は灯油等とコスト

競争力あり 

[戦略への適合性] 

①地球温暖化防止

 循環型社会形成 

・サトウキビ、セルロ

ー ス 系 は 効 果 大

（CO2 削減費用は要

検討） 

・海外から導入 

・効果大/軽油代替 

・廃食用油は量的に

限度あり 

・適用先が限定 ・ 木 質 廃 棄 物 、 未

利用資源豊富 

・実現すれば、効果

大、資源限定 

・メタノールインフラ

整備要 

・小規模ゆえ全国的適用

可、全可燃バイオマス適

用可 

②戦略的産業育成 ・開発に時間が要 

・海外リファイナリー 

・都市廃食油 

・海外リファイナリー 

・高コスト（消化液処

理、反応高速化等が

課題） 

・大規模要請から適

用先限定 

・新規戦略的産業 

 

・システム開発要 

③地域経済活性化 ・資源面から地域が

限定 

・栽培型高コストなる

も地産地消可 

・大型畜産業高度化

に適切 

・廃材、間伐材有望 ・ニーズ不確定 ・エネルギー利用先は地

域～家庭に限定 
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６．２ わが国におけるエタノール製造プロセスの技術課題 

 バイオエタノールの製造と導入に求められる前提条件として、①食糧競合の回避、②環

境破壊の回避、③エネルギー利益率が 1 以上、すなわち生産されるエタノールの熱量が投

入熱量よりも大きいこと、④温室効果ガスの削減があげられる。これらの条件の下で、⑤

安定的な供給確保、⑥経済性の確保が必要である。以下には、上記の⑤安定的な供給確保、

および⑥経済性の確保に関する技術課題について、エネルギー作物、廃棄物・未利用資源

の二つの Feedstock に分けて整理する。 
 
6.2.1 エネルギー作物系 

 表 6-4 にエネルギー作物を Feedstock とした場合の技術マップを要素プロセスに分けて

示す。糖質系およびでんぷん系 Feedstock のエタノール製造技術は実用化されている。今

後は、セルロース系 Feedstock を含めたエネルギー作物栽培とエタノール製造技術が課題

である。Feedstock については、高収量作物や土地の有効活用による栽培面積の拡大などに

よって、低コストで年間を通して安定的な供給ができることが課題である。前処理・エネ

ルギー変換・後処理プロセスでは、原料変動に対する許容性を有するセルロース系の分解・

変換の効率向上とプロセス簡略化などによる低コスト化が課題である。前処理での粉砕や

後処理の脱水・排水処理は解決すべき重要なプロセス課題のひとつである。長期的には、

粉砕工程を省略できるプロセスや水の使用量を大幅に減少させるプロセスの開発が期待さ

れる。 
 
6.3.2 廃棄物・未利用資源系 

 表 6-5 に廃棄物・未利用資源からエタノールを製造する場合の技術マップを示す。但し、

表 6-4 に記したエネルギー作物の前処理以降のプロセスにおける技術マップは共通である

ことから、これに追加する項目を記載した。収集・輸送については、間伐残材や未利用樹

の伐採・集荷・輸送コストが一般には高いので、機械化等により低下させることが課題で

ある。また、一定プラント規模を確保する必要性からは、異種原料の同時処理技術が有効

である。廃棄物はバイオマスの他に合成高分子や有害物質などが含まれている場合が多い

ので、 適な処理プロセスの開発、さらには廃棄物の種類によってエタノール以外を含め

た 適な利用先を明確にするトータルシステムを構築することが課題である。 
 



分解 変換/プロセス

トウモロコシ
サトウキビ
麦（小麦、大麦、ライ麦）
甜菜

洗浄
粉砕
蒸煮

糖化（アミラーゼ、麹菌）
C6糖発酵（回分法、半
連続法、連続法）

蒸留
脱水（蒸発-PSA)
*排水処理

規格（伯、米）
FFV

飼料（DDGS）
胚芽油、グルテン
リグニン：燃焼

・セルラーゼ開発
・高温希硫酸処理法
・濃硫酸法
・加圧熱水処理
・超臨界加水分解

・酵母開発（自己凝集
性、固体発酵、発酵阻
害物質耐性、低温発
酵、無蒸煮発酵等）

・基本酵素の理解・立証
ligniases,cellulasesの開
発
・イオン液体溶解

システ

表 6-4 エネルギー作物からのエタノール製造の技術マップ 

実用化

トータル ム

【課

利用

グノ

ノフェ

水

リー

開発ステ

開発中

基礎

題】

・高収量作物
・未利用農地栽培
・森林資源の利用
・分散農地からの低コス
ト輸送

・ヘミセルロース、セル
ロースの回収率向上
（細胞壁破壊、リグニン
分解など）

・脱水エネルギー低下
・*処理量の減少（排
水、硫酸等）

・品質評価、規格化
・エンジン開発

・有用成分の抽出
・リグニンの利用

・リグノセルロースの分解・変換（C5糖の利用）
・高反応速度
・ストレス耐性、高温耐性
・プロセス制御

燃料利用 副産物利用・残渣
エネルギー変換

・全工程一貫評価によるシステム 適化
・環境評価解析（LCA、社会科学）

・エンジン排出ガス評価
・エンジン開発（着火性
能向上等）
・品確法改正、燃料規
格化

・超臨界プロセス（リ
セルロース分解）
・相分離変換（リグ
ノール）
（・グリセリンからの
素・エタノール製造）

・超音波霧化分離法
・*廃液再生利用

・バイオリファイナ
構想
・ブタノール
・乳酸

後処理・排水処理(*) 前処理栽培・収集・輸送ージ

・短周期樹木（やなぎ、
ポプラ等）
・多年草（スイッチグラ
ス、ミスカンサス、リード
カナリーグラス等）
・甜菜、ソルガム、サト
ウキビ、甘しょ、馬鈴
しょ
・藻類

・低電力粉砕（ディスクミ
ル等）

・メカノケミカル処理
・高温水蒸気爆砕
・二酸化硫黄水蒸気処
理
・アルカリ蒸解

・浸透気化法
・逆浸透膜法
・膜分離法（ゼオライト
膜、炭素膜）
・超臨界プロパン脱水

・NRELプロセス
・NEDOプロセス
・BMTプロセス（KO11)

・植物ゲノム・育種技術
（収量・バイオマス量の

大化、細胞壁の減少
等の糖化 適植物）

・マイクロ波
・腐朽菌

・CBP（アーミング酵母、複合微生物等）
・触媒反応

 
註：後処理と排水処理は別の概念であるが、内容を区分して同一枠内に示した。また、廃水量を減少させることはプロセス全体に関係し、固体発酵などの要素技
術は各プロセス内に記載。 

 
 



表 6-5 廃棄物・未利用資源からのエタノール製造の技術マップ（前処理以降は表 6-4 の追加分を記載） 

分解 変換/プロセス

実用化

開発中

・製材・建設廃材（一部
実用化開始）
・食品廃棄物
・林業機械開発（急峻地
形の集材システム）
・間伐残材、剪定枝など
の土場からの輸送方法

・CCA除去
・接着剤の分解
・剪定枝残留農薬分解

基礎
・合成高分子混入廃棄
物の 適処理プロセス

トータルシステム

【課題】

・間伐残材・未利用樹の
低コスト集荷
・農業未利用資源の集
荷

・有害物質の除去・無害
化
・異物分別・分離
・合成高分子の処理

・有害物質の除去･無害
化

・異種廃棄物混合資源の処理（プラント規模拡
大）
・多成分原料の変換プロセス

・廃棄物の変換プロセス（建設廃材、食品廃棄
物）
・未利用資源の変換プロセス（Caｓsava pulp、
パーム残渣等）

燃料利用 副産物利用・残渣利用栽培・収集・輸送 前処理
エネルギー変換

後処理・排水処理(*) 

・廃棄物成分による 適なエネルギー利用方法（バイオマス原料の標準化）

開発ステージ
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参考  米国、EU、日本のバイオエタノール製造技術開発計画 

 

１．米国 DOE の研究開発計画 

 2006 年の年頭一般教書の中で、2017 年までに 20％のガソリンをバイオ燃料に置き換え

ることを発表した。2007 年 10 月に、DOE/EERE は「Biomass Multi-Year Program Plan」
を発表し、バイオエタノールの製造コスト目標を 2017 年で 1.2 ドル/gal（38 円/L）として

いる(図 1)。 
これに先立ち、

2006 年 6 月に、

DOE はセルロース

系バイオマスから

のエタノール製造

のロードマップを

発表した。2030 年

に 2004 年のガソリ

ン消費量の 30％を

バイオ燃料に置き

換えることを最終

目標としている。こ

の た め に は 、 60 
billion gal/y のバイ

オエタノールを供

給する必要があり、

Feedstock は 80 gal/t の変換効率として 750 Mt が必要である（表 1）。この量を確保するに

は、森林資源や農業残渣物では賄いきれないことから、エネルギー作物が必須となる。資

源量が豊富で、食料と競合しないセルロース系バイオマスを利用したエタノール製造とし

ている。 

 
図 1 DOE バイオマスプログラムのエタノール製造コスト目標（出典；

DOE、2007.10､p1-28） 

 また、エタノールを製造する過程で投入されるエネルギーと製造されたエタノールの利

用エネルギー量の比率（エネルギー利益率）を見ると、トウモロコシの場合は 1.36 である

が、このエネルギー利益率を 10.3 にまで引き上げることを目標としている(図 2)。 
最終目標とするプロセスのエネルギーフローの例を図 3 に示す。Feedstock の栽培・輸送

エネルギーは 5％以下であるが、投入される Feedstock のエネルギーの 53％がエタノール

に変換される。糖化・発酵プロセスは CBP(Consolidated bioprocessing)であり、このプロ

セスイメージは図 4 に示すように、異なった機能を持つ多くの酵素がバクテリアに付与さ

れたものである。糖化と発酵をひとつの工程に集約して、単一のバイオエタノール変換の

培養システムを開発するとしている。 

 179 



このエタノール製造技術開発のためには、Feedstock エンジニアリング、Feedstock 細胞

壁の分解、微生物発酵法の各要素技術を開発することが必要であるとともに、横断的な科

学研究の寄与が必要とされている。研究、技術開発、システム統合の 3 つの発展過程を 15
年間に分割して、性能の向上と統合の進展を図るもので、その中でシステム生物学が重要

な役割を果たす（図 5）。表 2 に技術戦略スケジュールを示す。また、最近 3 年間の予算を

表 3 に示す。 
 
表 1 2004 年のガソリンと等価エタノールの比較 

出典；DOE、2006.6、p4 

 

図 2 エネルギー利益率の目標 出典；DOE、

2006.6、ｐ8 
 

 

図 3 最終的なバイオマスリファイナリーのエネルギーフロー CBP；Consolidated bioprocessing 

FT; Fisher-Tropsch  出典；DOE、2006.6､p16 
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図 4 CBP のイメージ CBM; cellulose-binding molecule, carbohydrate-binding molecule  出典；

DOE、2006.6、ｐ102 

 

 
図 5 バイオエネルギーシステム開発の段階的な実施 出典；DOE、2006.6､p32 
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表 2 技術戦略スケジュール 出典；DOE、2006.6､p33 
研究段階（～５年） 技術開発段階（5～10 年） システム統合段階（10～15 年）

従来の資源と初期エネルギー

作物 

[目的] 

バイオマス資源基盤の拡大と利

用の促進 

・初期のエネルギー作物 

・セルロース処理の評価 

 ・コストの削減 

モジュール技術開発 

 

[目的] 

・10 億 t 以上生産できる新しい

エネルギー作物 

・プロセス簡略化と発展 

・システム生物学と化学の活用 

・バイオプロセスエンジニアリン

グ 

・合理的なシステム設計 

統合と連結 

経済価値連鎖の融合 

[目的] 

・バイオエネルギーシステムの

統合 

・各地域での技術編成 

・建設 

[Feedstock] 

エネルギー作物の持続可能性 

・土壌の生態系、養分に及ぼす

影響 

・エネルギー作物モデル開発 

・遺伝子、サブシステム制御 

 -細胞壁の構成・構造 

 -分解・発酵との関係 

[Feedstock] 

・植物システムの理解 

・エネルギー作物の栽培品種化

・糖の増加、リグニンと毒性阻害

物の減少 

・収率向上と土壌持続性向上 

[Feedstock 分解] 

・酵素のコスト低減 

・酵素とリグノセルロースの相互

作用 

 -細胞壁の頑強性 

・天然酵素の調査 

・基本酵素の理解・立証 

・ligninases と cellulases の開発 

・遺伝子変換システム開発 

[分解] 

展開 

・酵素の改良 

 -基質範囲拡大 

 -阻害作用の減少 

 -エネルギー作物の概念 

・酵素-基質相互作用の解析と

操作ツール 

・酵素の設計・改善ツール 

[エタノール発酵と精製] 

・直接セルロース利用を含めた

全ての糖の利用 

・ストレス応答と阻害物質 

 -高濃度アルコール・糖 

・制御・調節法 

・自然界（多様性）の調査 

[発酵と精製] 

展開 

・C5 糖、C6 糖の共発酵 

・新性能 

 -ストレス耐性 

 -高温 

・制御法 

・分析・操作ツール 

・有機物テスト（プロセス特性） 

[全工程が一つになったバイオ

燃料システム（生体エネルギー

作物システム）] 

・地域ごとの特性に合わせたシ

ステムと完全に統合されたプロ

セス 

・組成が改良されたエネルギー

作物の利用 

・プラントエンジニアリングのツ

ール 

・バイオ燃料システムの統合プ

ロセッシング 

 -混合分解酵素 

 -微生物代謝エンジニアリング

 -ストレス耐性、プロセス耐性 

 -全体システム制御 

・操作・解析の迅速ツール 
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表 3 DOE の研究開発予算 

 

出典；DOE 

 
 
米国におけるバイオ燃料を中心とする研究開発の全体は、1999 から 2000 年に組織化さ

れた「Biomass Refining Consortium for Applied Fundamentals and Innovation(CAFI)」
によって行われている。この中で、農務省（USDA）の IFAFS Project (IFAFS; Initiative 
for Future Agriculture and Food Systems)において、corn stover を代表例としたセルロー

ス系バイオマスの事前処理のための原料準備研究を進め、2004 年に終了した。その後、DOE
と USDA の共同プロジェクトとして、corn stover とポプラなどを対象とした酵素分解など

の研究を展開している。 
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２．EU のバイオ燃料ビジョン 

 欧州委員会のバイオ燃料研究諮問委員会(BIOFRAC)は、2006 年 6 月に、「Biofuels in the 
European Union / A vision for 2030 and beyond」を発表した。EU は 2030 年までに道路

運輸部門の燃料需要量の 1/4 相当をクリーンで CO2 排出効率が良いバイオ燃料で賄う目標

を立てた。EU25 ヶ国における現状のバイオ液体燃料の生産量は約 2 Mt であり、運輸燃料

消費量の 1％未満であり、2010 年の目標値 18 Mt の導入の政策目標は達成できない恐れが

ある。2030 年にはガソリン 141.6 Mt、ケロシン 72.0 Mt、ディーゼル油 223.6 Mt、合計

437.2 Mt の輸送用燃料が必要とされている。一方、バイオマス資源は表 1 に示すように、

2030 年でエネルギー作物の増加によって、243～316 Mtoe と推定されており、これらがバ

イオ燃料に変換されれば 2030 年の目標の多くを賄うことができよう。 
 

表 1 EU25 におけるバイオ由来エネルギーのポテンシャル 

出典；EU､BIOFRAC、2006.6、p11 

 
 バイオ燃料の生産拡大には、現在利用できるバイオ燃料の実用化を支援しながら、次世

代バイオ燃料への移行を推進していくことが必要である。最も重要なことは研究開発の推

進であるが、既存の原料や技術の改善、次世代バイオ燃料の研究開発と実証、事業化、本

格的な総合バイオリファイナリーの研究開発と実用化、新エネルギー作物の開発など、こ

れらを基盤とした段階的な開発が想定されている。また、次世代バイオ燃料の Feedstock
はリグノセルロース系が対象となっている（表 2）。 
 図 1 には 2050 年を想定したビジョンを示す。第 1 段階は、2010 年までを想定し、第 1
世代の技術である現在のプロセスを発展させるとしている。この段階のテーマには、現存

技術の向上、リグノセルロース系バイオマスからバイオ燃料を製造する次世代技術の研究
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開発、次世代バイオ燃料の実証プラント、バイオリファイナリー構想の研究開発がある。 
 第 2 段階は 2010～2020 年で、次世代バイオ燃料の生産技術の展開、バイオリファイナ

リー構想の実証、リグノセルロース系バイオマス燃料と総合バイオリファイナリー工程の

改良の研究開発継続、エネルギー作物と持続的農業に対する選択肢の開発が実施項目であ

る。 
 第 3 段階は、2020 年移行であり、次世代バイオ燃料の大規模生産、総合バイオリファイ

ナリー複合施設の展開がテーマである。ここでは、外部からの再生可能エネルギーとして

の水素の供給による燃料生産量の増大、様々な化学物質の生産が想定されている。 
 

表２ Feedstock の種類とバイオ燃料製造の概要 出典；EU､BIOFRAC、2006.6、p13 
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図 1 未来の予想ロードマップ 出典；EU､BIOFRAC、2006.6、p27 

 

 
図 2 バイオリファイナリーのイメージ 
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３．日本のバイオ燃料研究開発 

 2002 年 12 月にバイオマス・ニッポン総合戦略が策定され、2006 年 3 月に改定された。

その内容は、概略以下の通りである。①2010 年までは廃棄物や未利用資源を活用。エネル

ギー以外のプロダクトの利用も含まれる。将来に向けた資源作物を開発する。②地域分散

型の技術開発を行う（バイオマスタウン構想）。③バイオマスリファイナリーの効果的な導

入を図る。④クリーン開発メカニズム（CDM）の仕組みを活用する。⑤その他 
2007 年 2 月に、バイオマス・ニッポン総合戦略の中で「国産バイオ燃料生産拡大工程表」

が発表された(図 1)。京都議定書目標達成計画において 2010 年度までに 50 万 kL の導入を

図ることとされている（2005 年 5 月閣議決定）。バイオマス・ニッポン総合戦略の別紙資

料では、2030 年頃には 600 万 kL の国産バイオ燃料の生産が可能としている。目標とする

エタノール製造コストは、100 円/L 程度としている。 
 

 
図 1 バイオマス・ニッポンの工程 出典；バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議資料 2007.2 

 
 バイオ燃料に関しては、経済省において「次世代自動車・燃料イニシアティブ」の中で

2030 年に向けてのロードマップ」が示され、運輸部門の石油依存度を 80％とする政策の一

部として位置付けられている。バイオエタノールを燃料として持続的に活用していくため

には、経済性の向上が不可欠である。中長期的にはガソリンと競争可能なレベルまでエタ
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ノール製造コストを低減させていくことが必要としており、40 円/L を目標としている（図

2）。また、バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議の「国産バイオ燃料生産拡大工程表」

との整合を図りつつ、経済的且つ多量にセルロース系バイオマスからのバイオ燃料を効率

的に生産する画期的な技術革新の実現についての具体的な検討を進めるため、「バイオ燃料

技術革新協議会」が設置された。 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 2 次世代自動車・燃料に関する 2030 年に向けてのロードマップ（バイオ燃料部分） 

出典；エネ庁、次世代自動車・燃料に関する懇談会、2007.5） 
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参考 バイオ燃料 PJ 技術開発ロードマップ 

出典；エネ庁：次世代自動車・燃料に関する懇談会、平成 19 年 5 月 
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