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[要約] 
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 

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 6000 万 kL を超

える見通しである。内訳は米国とブラジルで全体の 2/3 以上を占めている。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。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。 
1.2 バイオエタノールの製造プロセス 

糖質原料からのエタノール製造プロセスは確立された方法である。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。でんぷん原料からのエタノ

ール製造プロセスも確立されている。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。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。 
セルロース系原料からのエタノール製造プロセスは、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、②高温水蒸気爆砕－化学処理、③濃硫酸加水分解、④希硫酸加水分解がある。さ

らに抜本的にコストをさげるために前処理、変換プロセス、脱水・精製プロセスの研究が

盛んに行われている。高効率生物処理（CBP）プロセス、二酸化硫黄水蒸気処理、加圧熱

水分解、超臨界加水分解、触媒分解などがある。 
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。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
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ール代謝機能を付与する育種などが行われている。 
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。 
1.4 製品の品質、環境影響性等 
 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、規格適合品の販売義務が課されている。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り、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。揮発油や軽油に混和するエタノールや BDF に対する

品質規格も必要である。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。また、品質の実証研究と

して ETBE およびＥ10 などの排ガス評価や新たなエンジン開発が行われている。 
 環境評価については、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始まったばかりである。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。 
 
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 

エネルギー作物の開発が欧米で盛んに行われている。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。また、藻類の利用も開
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発されている。 
 わが国では、二毛作や休耕田の試算が行われているが、エネルギー作物のコスト低減が

大きな課題である。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

育成することや、イネの品種改良などが研究され始めている。 
 廃棄物からの液燃料の製造については、廃木材、バガス、Cassava pulp の原料を対象と

したエタノール製造が開発されており、実証段階から実用化のレベルである。また、廃食

油からの BDF の製造は、各地で行われているが、日本での生産規模は小さい。最近、食品

廃棄物からのエタノール製造も開発されつつある。 
2.2 栽培型と廃棄物型の比較 
 バイオマス原料の輸送コストを試算すると、日本の場合は片道 30 km で 2,000 円/t 程度

である。これを用いて、プラント規模を関数としてエタノール製造コストを試算した。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。これらは、エタノール変換効率や Feedstock
のコストによって変化し、変換効率の向上と Feedstock コストの低下によって生産規模の

最適値は大きくなる。栽培型と廃棄物型は輸送距離、変換効率、Feedstock コストによって

経済性の面から比較することができる。 
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 
廃棄物型（含未利用バイオマス）については、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である。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となる。輸送距

離が長くなるので輸送費は 1,000 円/t 程度の比較不利と推定される。 
栽培型については、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 以内で集荷可能である。食料栽培に不適な土地の利用が可能である。 
(2)原料の安定供給 

廃棄物型（含未利用バイオマス）については、集荷コスト低下、集荷方法が課題である。

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となる。 
栽培型については、高収量による栽培費の低下が条件となる。栽培コストの限界はブラ

ジル、米国の例があり、海外との競争力も課題である。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する。 
(3)変換プロセス 
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廃棄物型（含未利用バイオマス）については、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である。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）である。 
栽培型については、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

較有利となる。有用物質の製造などのリファイナリー構想が示されている。 
 
第 3 章 燃焼等直接利用との比較 
3.1 燃焼等直接利用プロセス 

燃焼等の直接利用については、熱や電気を出力としたプロセスが主要な対象である。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である。 
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。 
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に、固定層、流動層、

噴流床、キルンがある。流動層、噴流床になると得られるガスの熱量が大きく、ガス中タ

ール分が減少し、発電効率が上がる。 
 直接燃料利用は、コジェネレーションにより電力と熱の併給になるもの、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

の熱源に活用するものがある。燃料として木質ペレット、チップがある。 
 メタン発酵・発電は、対象資源が畜産糞尿、食品廃液及び下水汚泥に限定される。プロ

セス的には、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。 
 液体燃料、化学品への利用を目的に、ガス化・メタノール合成技術が開発されている。 
3.2 燃焼等直接利用とバイオエタノール製造との経済性比較 

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。発電コストは設備費

と発電効率によって大きく影響される。また、各種のエタノール製造プロセスコストを調

査した。エタノール製造コストは供給原料の種類によって大きく影響される。 
3.3 国内へのバイオ由来エネルギー導入シナリオ 

国内での発電およびエタノール製造についてコスト比較を行い、導入の可能性を供給原

料のコストとして示した。バイオマスの集荷量と輸送費を取り込み、発電については発電

効率と設備費、エタノールについては変換効率を関数として、プラント規模と供給原料コ

ストとの関係を求めた。 
ガス化・発電について、12 円/kWh を得るためには、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
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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。 
エタノール製造について、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により、77 円/L を達成できる可能性がある。また、340L/t-dry
の変換効率が得られればエネルギー作物の利用の拡大が可能となる。 
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 340L/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。 
(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。 
 
第 4 章 各国の取り組みの現状 
4.1 各国の現状 
 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

に対応して、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。バイオディーゼルの生産は EU 諸国において盛んであり、2007 年で約 900
万 kL である。生産の内訳は、バイオエタノールは米国・ブラジルが主体（約 80％）であ

り、バイオディーゼルは EU 諸国が支配的（約 90％）である。アジア諸国でもバイオ燃料

の生産が開始、又は計画中の状況にあるが、実績的な生産量はまだ少ない。 
 製造コストは、ブラジルのバイオエタノールが最も安く 20～30 円/L で、輸出余力もある。

米国のコストはブラジルより 30%程度高いが、税制によって国内の流通インセンティブを

保っている。EU のバイオディーゼルの製造コストは 90～100 円/L であり、石油からの軽

油コストよりかなり高いが、こちらも鉱油税の免除などの優遇により市場導入のインセン

ティブを得ている。製造コストの内訳で原料費はバイオエタノールの場合約 50％、バイオ

ディーゼルの場合約 80％である。 
4.2 今後の研究開発 
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 食料との競合性の低いセルロース系資源からの第 2 世代のバイオ燃料製造法の確立が急

がれている。米国、EU ともにこのための国家規模の研究開発が進められている。 
 米国は原料エネルギー作物のゲノム研究を含めた品種選定・開発の研究、その最適化と

エンジニアリングの技術展開、さらにバイオエネルギー製品を総合システム化してバイオ

リファイナリーを構築する 3 段階、15 年間の開発計画を設定している。目標コストは 38
円/L である。EU 諸国では、全草木のセルロース、ヘミセルロース、リグニンを一旦 CO、

H2ガスに熱分解し、次にフィッシャー・トロプッシュ法で液体燃料を合成する BTL プロセ

スの開発に取組んでいる。 
 アジア諸国のマレーシア、インドネシアでは、今後パーム油からのディーゼル製造が本

格化する体制にあり、また食糧資源との競合性のないナンヨウアブラギリからのバイオデ

ィーゼルの生産も、中国、インド、フィリピンなどで始まると考えられる。 
4.3 バイオ燃料導入促進策 
 バイオ燃料の輸送燃料市場への導入促進策は、ブラジルのバイオエタノールを除くと、

米国、EU ともに製品燃料への優遇税制と原料資源生産農家ないし製造企業への補助金等の

支援策によって、石油系燃料に対して市場インセンティブが確保されてきている。ブラジ

ルも過去において同様の促進策が実施されていたが、現在は格別の支援策なしに世界的な

市場性を得ている。 
 促進支援策では米国、EU ともに原料生産農家への補助金等による支援が主体である。

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。 
4.4 まとめ 
次世代バイオ燃料開発への取組みでは現在のサトウキビ、トウモロコシ、菜種油、大豆

油などの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。 
バイオ燃料の普及促進政策では世界各国とも、それぞれの国情に応じて優遇税制及び生

産助成政策が実施されてきている。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。 
 
第 5 章 日本の現状と動向 
5.1 わが国のバイオマス資源の賦存量と特徴 
 わが国のバイオマス資源量は廃棄物系、潜在未利用資源系、資源作物等を総合すると熱

量換算で約 1,280 PJ (PJ=1015 J)在ると推定され、これは原油換算で約 3,360 万 kL（原油

消費量の約 11％）に相当する。 
 これらの利活用の方法はいろいろ考えられるが、食品廃棄物、古紙、木質資源（製材廃

材、建設廃材、林地残材）を原料として、エタノール発酵すると、理想的には 1,690 万 kL
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程度のエタノールが製造できる。ウェットバイオマス（家畜糞尿、食品廃棄物、パルプ廃

液）をメタン発酵・燃焼ないし直接燃焼（パルプ廃液）により発電したとときの発電量は

約 90 億 kWh、わが国の廃食用油の発生量を全量バイオバイオディーゼルとして再生する

と約 30 万ｔ/年のディーゼル油が回収できる。また、廃棄物系および未利用系の資源を発電

燃料としたときの発電量は約 520 億 kWh になる。 
 以上から、わが国のバイオマス資源賦存量はその利活用のために、当面計画されている

必要量を越えるものであると考えられる。また、仮にこれらの資源を発電に使用できると

するならば電力資源節約量 5％以上に相当する。 
5.2 わが国のバイオマスエネルギー利用の現状と計画 
 わが国の 2010 年におけるバイオマスエネルギー導入目標は原油換算 595 万 kL (総消費

エネルギー1％相当)であり、さらに、「バイオマス・ニッポン総合計画」の見直しが行われ、

2007 年には「国産バイオマス燃料の大幅な生産拡大計画」が設定された。2030 年頃にバイ

オエタノールが国内で 600 万 kL 生産可能との試算が示された。これは E10 ガソリンを全

量導入するに相当する量である。 
 一方、バイオ燃料に関する技術開発結果を全国的に導入するために、国内各地でバイオ

エタノール導入実証試験事業が実施されている。実施場所は現在 10 箇所にわたっている。 
また、バイオマスエネルギー活用の地域社会への定着を狙って、地域システム化事業も全

国各地で進められている。目標は 2010 年までの 300 市町村に拡大することである。 
 バイオディーゼルに関しては京都市、他多数の自治体が主体に廃食用油のバイオディー

ゼル化事業を発足させている。 
 木質系資源（製材廃材、建設廃材、林地残材）から木質ペレット、又はチップを製造し

て暖房などの直接熱利用する開発も多くの自治体などを主体に進められている。 
 バイオ燃料の製造コストについては、バイオエタノールの場合、製造法が確立している

と考えられる廃糖蜜及び規格外小麦の糖質を原料とする場合で、税金を除いてそれぞれ約

90 円/L、約 100 円/L と推定されている。これらのコストは税制などの政策によって市場導

入のインセンティブが得られる金額である。 
 しかしながら、わが国のバイオ燃料の事業化は緒に就いたばかりであり、広く導入が期

待されるのはこれからである。 
5.3 わが国のバイオ燃料の研究開発 

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いる。

NEDO 委託の 2002 年に始まったバイオマスエネルギー高効率転換技術開発事業では、セ

ルロース系バイオマス（サトウキビ絞りかす、稲わら、古紙、木質資源など）からバイオ

エタノールを製造するプロセスの開発・実証化に関係した 7 研究開発プロジェクトが実施

された。これらは 2005 年度で当初期間期を終了しているが、その後もスケールアップと事

業化の検討が進められている。 
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セルロース系原料からのバイオエタノール製造法の革新的な技術を確立するため「バイ

オ燃料技術革新協議会」が設置され、エタノール製造コストをバイオマス・ニッポンケー

スで 100 円/L、革新技術ケースで 40 円/L 以下を想定して、技術革新計画を策定している。 
5.4 バイオエネルギー導入促進策 
 バイオ燃料の市場導入促進に関して、わが国も研究開発面では多くの支援・助成をして

きているが、製品に対する税制や生産者への助成制度では、欧米各国に比較すると遅れて

いる。しかし、税制も 2008 年度からは、欧米並みにバイオ燃料分はガソリン税が免除され

ることが検討されている。 
5.5 まとめ 
 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、当面必要と考えられる量

に対し十分な量があると考えられる。例えば、セルロース系エタノール製造により、E10
ガソリンの全面導入を実現するために必要な木質系資源量は、推定賦存量の約 1/3 程度であ

る。 
 バイオマス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。導入

事業は始まったばかりで、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。2015 年までの研究開発計画策定など総合的な研究開

発推進のために「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。 
 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。2008 年度から諸外国なみの政策を進めるための検討が行われてい

る。 
 
第 6 章 今後の対応策 
6.1 バイオ由来エネルギー利活用の評価 

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。 
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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液体化する技術開発が行われており、燃料から化学

品までの広い範囲で将来普及する可能性がある。 
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 
 エネルギー作物を Feedstock とした場合、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。 
 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。 
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