
  
  日本におけるイネのバイオエタノール化

  誌名 農業および園芸 = Agriculture and horticulture
ISSN 03695247
著者名 塩津,文隆

服部,太一朗
森田,茂紀

発行元 [発行元不明]
巻/号 84巻6号
掲載ページ p. 604-613
発行年月 2009年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



604 

日本におけるイネのバ イ オ エ タ ノ ー ル 化

ポテンシヤルと課題

塩津文隆*・服部太一朗**・森田茂紀ネ

〔キーワードJ:バイオエタノーノレ，イネ，休耕回，

ポテンシヤノレ

1 .バイオエタノールの

ブームと問題点

地球温暖化の原因と考えられている CO2の排出

量を削減するとともに，化石エネルギーへの過疫の

依存から脱却するために，近年，石油代替エネノレ

ギーのひとつとして，横物に由来するバイオ燃料が

注尽を集めている.バイオ燃料にはいくつかの種類

があるが，とくに輸送用燃料としてガソリンに混合

したり，ガソリンの代替となるバイオエタノーノレの

生産と利用が国内外で推進されている.世界におけ

るバイオェタノールの総生産量は，2000年まではほ

とんど変化していないが， 2000年の約 3000万 kL

から 2007年の約 6300万kLへと，ここ数年で倍増

した (Licht2007) . 

しかし，パイエタノールの生産が急増するととも

に，主要な原料であるトウモロコシの層際価格が上

昇し，またその影響で、大立や小麦も値上がりしたた

め，食料とエネルギーとの競合が問題となっている.

バイオ燃料の生産拡大は，確かに穀物価格の異常な

高勝の引き金の一つではあるが，原田はそれだけで

なく，投機マネーの流入や穀物の輸出規制の影響が

非常に大きいと考えられ(鈴木 2008) ，冷静な分

析が必要で、ある.そこで，エネルギーと食料との競

合を避けるため，食用ではないセルロース系原料作

物を和用してバイオエタノールを生産する方向へ

世界中が動き始めており，そのための技術開発が急

速に進められている.

また，たとえばブラジルで、は，バイオエタノール

原料用のサトウキビの栽培を増やすために現存の

農地が使われ，そこで栽培していた食用作物用の農
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地を確保するために熱帯雨林を伐採している(森林

を伐採して作った農地にサトウキビを栽培してい

るわけではない).このような森林伐採が CO2の放

出することにつながり，却って環境に負荷をかけて

いるのではないかという指摘がある.CO2の放出を

増やさないためには，森林を伐採して農地を造成し

てはいけないが，かといって説存農地を利用したの

では，そこで栽培できる食沼作物との競合を避ける

ことにはならない.

エネノレギーと食料との競合という問題設定は一

見わかりやすいため，広く受入れられているが，こ

れは作物を栽培するために利用する土地，7l<， 肥料

あるいはエネルギーを食用とする作物を栽培する

ために使うか，エネルギ-fflとする作物を栽培する

ために使うかという競合として捉えるべきである.

したがって，本当の意味で食料とエネルギーとの競

合を避けるためには，現在，利用されている農地を

使うのではなく，また森林を伐採して農地を造成す

るのでもなく，現在利用されていない休耕地や耕作

不適地で、バイオ燃料原料作物を栽培することを考

えてし、かなければならない(服部・森田 2008a，服

部 2008) . 

また，バイオェタノー/レの生産・利用が地球混暖

化対策として本当に役立つのかという批判もある.

原料作物の栽培やバイオエタノーノレ製造工程で、多

くのエネルギーを利用しているため，全体として

CO2削減効果がマイナスとなる可能性があるとい

う指摘である.そのため，原料作物の栽培を含めて，

バイオエタノール生産システム全体の LCA解析も

盛んになってきた(Pimentelら 1973，佐賀ら 2007，

服部・森田 2008b) . 

2. バイオエタノールを

めぐる日本の状況

日本では 2002年 12月に，再生可能資源、であるパ
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イオマスの和活用推進に関する基本的な方針と方

向を定めた「バイオマス・ニッポン総合戦略Jが閣

議決定された.この戦略は，内開府，農林水産省，

文部科学省，経済産業省，国土交通省，および環境

省のー府五省が協力して作成したもので，地球温暖

化の防止，循環型社会の形成，競争力のある戦略的

産業の育成，農林漁業および農山漁村の活性化など

を1旦ったものである(小宮山ら 2003).また， 2005 

年4月にまとめた京都議定書目標達成計画において

は， 2010年度まで、に輸送用バイオ燃料として原油換

算で 50万誌を導入することが掲げられている.

2006年 3月には先の「バイオマス・ニッポン総合戦

略Jを大幅に見直し，輸送用バイオ燃料の利用促進

を大きな柱とするとともに，日本全習に豊富に存在

するバイオマスの活用推進を国の大きな目標とし

た.さらに， 2007年 2月には，バイオマス・ニッポ

ン総合戦略推進会議によって国産バイオ燃料の生

産拡大工程表が発表された.この工観表では， 2011 

年まで、に糖みつや規格外農作物などの糖質系およ

びデンプン系バイオマスを原料とするバイオエタ

ノールを年間 5万kL生産することをめざし，また

2030年頃までに食料供給と競合しない稲ワラや間

伐材等のセルロース系原料や資源作物から年関 600

万kLのバイオェタノールを生産する計画が提示さ

れた (http://www.maff. go.Jp/j/ biomass / 

b_energy / kokusanbio. html，最終関覧日 2009年 4

月 10IJ) . 

2007年 11月には，経済産業省と農林水産省とが

連携して，石油業界や自動車業界など閣内大手 16

社および大学・独立行政法人の研究機関からなる

「バイオ燃料技術革新協議会j を設置し，セルロー

ス系原料からバイオ燃料を効率的に生産する技術

革新の実現をめざす「バイオ燃料技術革新計画jを

2008年 3月に策定したバイオマス・ニッポンケー

スjでは，囲内の未利用バイオマス(稲ワラや隈伐

材などのセノレロース系バイオマスを含む)を原料と

して 100円/Lのバイオエタノールの製造をめざし

ているのに対して，同計闘ではセルロース系目的生

産バイオマス(草木植物・木本植物)を原料とする

「技術革新ケース」として 40円/Lを目標として設

定した.バイオェタノール生産プラントの規模とし

ては，バイオマス・ニッポンでは年陪1.5万kLを

考えているのに対し，バイオ燃料技術革新計闘では

年間 10 万~20 万 kL レベルを想定し， 2015年まで

にそれを実現するための技術革新と工程表を示し

た.

さらに， 2009年 2月には，新日本石油株式会社，

三菱重工業株式会社，トヨタ自動車株式会社，鹿島

建設株式会社，サッポロエンジニアリング株式会社，

東レ株式会社の 6社が共同して「バイオエタノーノレ

革新技術研究組合J (新日本石油株式会社代表取締

役副社長・執行役員の松村幾敏氏が理事長)を設立

した.この研究組合バイオ燃料技術革新計画j

におけるバイオエタノール製造に関する具体的な

目標(製造コスト 40 円 /L，年産1O~20 万 kL， CO2 

削減率5割以上(対ガソリン)，エネルギー収支(産

出/投入エネルギー比)2以上)を 2015年までに実

現することをめざしている.この研究組合は，食料

と競合しないセルロース系革本植物・木本植物を栽

培し，原料バイオマスを医的生産してバイオエタ

ノールを製造する一貫生産システムを構築するた

めの研究開発を，東京大学と協力して開始した.

3 休耕自の菌積の推定

すでに述べたように，日本政府は， 2030年までに

年間 600万kLのバイオエタノーノレを供給すること

を目標に掲げている.日本では，年間約 6000万kL

のガソリンが消費されているので，これは日0(10%

のバイオェタノーノレを混合する)を実施できる量に

相当する.この目標を実現するためには多量の原料

バイオマスが必要であるが，エネルギ一安全保障の

観点から，原料バイオマスはまず，できるだけ国内

で確保し，それで足りない分を海外から入れる，と

いう )1慎序で考えるべきである.居内で、原料バイオマ

スを確保するとなると，規格外農作物や未利用バイ

オマスを利用することに加えて，耕作放棄地等を利

用して資源作物・エネルギー作物を目的生産する必

要がある.その場合，もちろんセルロース系原料作

物の目的生産もあるが，いわゆる休耕田を中心に現

在，利用されていない水田でイネを栽培してバイオ

エタノール原料として利用することが考えられる.

それでは，イネからバイオエタノーノレを生産する

ポテンシャルが，日本にはどれくらいあるだろうか.

ここでは，いわゆる休耕日について，今すぐに利用

可能な面積だけでなく，潜在的に利用可能な面積も

推定したうえで，そこに資源作物・エネルギ一作物
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としてのイネを栽培し，ホールクロップ利用した場

合に生産できるバイオエタノールの量を試算した.

また，現在の稲作から毎年発生する稲ワラと粉殻

(未利用バイオマス)を利用して生産できるバイオ

エタノールのポテンシャルについても検討した(塩

津ら 2008)

農林水産省が発表している農林業センサス

(h社p:/ /www.maff.go.Jp/j / tokei / census / afc 

/ index. html，最終関覧 132009年 4月 713) によ

ると，耕地面積は 1961年に 609万haであったのを

どークに，その後，減少の一途をたどり，最新の 2005

年のデータでは 469万haとなり，ピーク時より約

20%減少した.一方，耕作放棄地面積は 1975年に

は 13.1万haで、あったものが年々増加し， 2005年に

は 38.6万haと， 30年間で約 3傍になった(悶1).

この耕作放棄地には水田と畑(普通畑，牧草地，樹

園地)とが含まれているが，その内訳は明らかに

なっていない.

本稿では耕作放棄地として取り扱われている水

田を休耕回と呼び，今すぐに利用可能な休耕田の面

積ι潜在的に利用可能な休耕田の面積とを推定し

た.そのために， 2000年の遊休農地実態調査に基づ

いて農林水産省が作成した遊休農地対策データ

ベース (http://www.nca.or.Jp/Nochi/ yukyu-db 

/ Yuukyu / index. html，最終閲覧B平成 21年 4月

7日)を参考にした.ここで遊休農地といっている

ものは，耕作放棄地とほぼ同義として扱うことがで

きるからである(農林水産省 2007) .このデータ

ベースで、は水田面積が約 41%，そのうちすぐに利用

できるものが約 23%であるので， 2005年にすぐ利

図麹耕作放棄池田ト耕地面積
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図 1 耕作放棄地および耕地面積の推移

耕作放棄地とは，過去 I年以上作物を栽培せず，しかもこの数年間に再び耕作する意思がな
いこと地を指す.農林業センサス係;林水産省大臣官房統計部 2008)を改変.

全国における総農家に
年 耕作放棄地おける耕

合計 作放棄地

1975 13.1 9.9 

1980 

1985 

1990 

1995 

12.3 

13.5 

21.7 

24.4 

34.3 

9.2 

9.3 

15.1 

16.2 

21.0 

表 l 耕作放棄地の内訳

土地持ち販売農家 土地持ち自給農家 非農家に
おける耕

小計=水間十 焔+樹園地 小言十 2 水田+ 焔十樹闘地 作放棄地

7.3 

11.3 3.8 

12.0 4.0 

5.7 

6.1 

1.8 

1.9 

1.9 

3.8 1.3 

4.1 1.5 

2.0 0.4 

2.2 0.5 

3.2 

3.1 

4.2 

6.6 

8.3 

2.0 5.6 2.3 2.7 0.5 15.4 6.1 7.3 2.0 5.6 2.3 2.7 0.5 13.3 

2005 38.6 22.3 14.4 6.3 6.3 1.8 7.9 16.2 

単位:万ha
全国における耕作放棄地合計z 総農家における耕作放棄地(土地持ち販売農家十土地持ち自給農家)十非農家におけ
る耕作放棄地.表中のr-Jは統計データ無し非農家については水田，畑および樹園地別に調査されていない.農林業
センサス(農林水産省大臣官房統計部)を改変.
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用可能な休耕田の面積は，耕作放棄地の街積 (38.6

万ha) x41%x23%=約 3.6万haということになる.

このほか，実際にイネの栽培は行われていないが，

いつでも稲作を再開できるように管理されている

生産調整問が約 11.7万haあるので，合計約 15万ha

の水田がすぐに利用可能な状態にあると推定した.

土地持ち販売農家および土地持ち自給農家におけ

る割合の平均値 42%と同じと仮定した場合， 2005 

年における休耕田面積は約 6.8万 haとなる.この

ほか，生産調整田が約 11.7万 haあるので，合計約

27. 5万 haの水田が潜在的に利用可能と考えられる.

農林業センサスでは，耕作放棄地に関する調査対

象を土地持ち販売農家，土地持ち自給農家および非

農家の 3つに区分している.このうちで，土地持ち

販売農家と土地持ち自給農家については，耕作放棄

地に占める水田や畑の内訳データがあるが，非農家

については内訳が明らかになっていない(表1).

最新データにおける土地持ち販売農家と土地持ち

自給農家の休耕回面積割合は，それぞれ 2005年に

44% (6.3万 ha) ，および 2000年に 41% (2.3万

ha)で、あった.そこで，非農家の休耕図面積割合を，

4. イネのバイオエタノール化

ポテンシャルの試算

休耕田で栽培したイネをバイオエタノールの原

料として利用する場合，食味は問題ではない コス

ト削減を考えると，コメだけでなくセルロース系原

となりうる籾殻および稲ワラも含めた地上部全

体のバイオマス生産が高いことが，第一条件となる.

そのため，すでに育成されているものとしては，飼

料稲品種や多収稲品種がバイオェタノーノレ原料の

有力候補となる.これらの候檎品種の地上部全乾物

表 2 飼料稲・多収稲と普通穏の 2008年の全国平均収最の乾物生産量

品稜名
栽培 全乾物重 玄米重 籾殻重 ワラ震
適地 (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) 

きたあおば 寒地 1562 807 177 (253) 578 ( 826) 

ベこあおば 寒冷地 1507 717 158 (225) 632 ( 903) 

夢あおば 寒冷地 1667 706 155 (222) 806 (1152) 

モミロマン i副長地 1800 807 177 (253) 816 (1166) 

北陸193号 温暖地 1710 764 168 (240) 777 (1111) 

タカナリ i副長地 1763 743 163 (233) 857 (1224) 

クサホナミ f副長地 1900 685 151 (215) 1064 (1520) 

リーブスター 淑暖地 1918 412 91 (129) 1416 (2023) 

ニシアオパ 媛地 1969 522 115 (164) 1332 (1903) 

2008年の全国平均収量 1313 543 119 (170) 651 ( 930) 

粉殻重は，玄米に対する高IJ産物比(0.22)から算出し(小)11ら1988)，ワラ重は全乾物重から
玄米震と籾殻重を引いて求めた.全国平均収量の全乾物重は，玄米震，籾殻震およびワラ
震の合計から算出した.籾殻主主およびワラ震の( )内の数値は，含水率を30%とした場合.
多収品穏の用途と適正(農林水産省「総会食料局食糧部 2008)を改変.

表 3 飼料稲・多収穏からのバイオエタノーノレ生産量

品種名
玄米から 籾殻から ワラから 合計
(L/lOa) (し/10a) (L/10a) (L/10a) 

350 56 206 612 

べこあおば 311 50 226 587 

夢あおば 306 49 288 643 

モミロマン 350 56 291 697 

北陸193号 332 53 278 662 

タカナリ 322 51 306 680 

クサホナミ 297 47 380 725 

リーブスター 179 28 506 713 

ニシアオバ 227 36 476 738 

2008年の全国平均収量 236 37 233 506 



608 農業および闘芸第 84巻第6号 (2009年)

重は，食用稲品種の全国平均値(1313kg/10 a) の

約1. 1~ 1. 5 倍である(表 2) . 

このような飼料稲品種や多収稲品種を休耕田で

栽培し，ホールクロップ利用して(コメだけでなく，

籾殻や稲ワラも利用して)バイオエタノーノレを生産

した場合のポテンシャルを試算してみる.ここでは

佐賀ら (2007) の仮定を採用し，玄米，稲ワラ，籾

殻のそれぞれ 1000kgから， 434 L， 250 L， 220 L 

のエタノールが生産で、きると考えた.この値を採用

して，表 2に挙げた飼料稲・多収稲品種の玄米，揺

堆肥 加工用
58万 7万t

数料 (6.4%) (0.7%) 
36万t

(4.0%) 

24万t

(2.7%) 

ワラ，籾殻から生産可能なバイオェタノー/レ量を計

算して合計すると， 10 a当たり 587~738 L (1ha 

当たり 6~7 kL)となる(表 3) .したがって，す

ぐに利用可能な休耕田約 15万haおよび潜在的に利

用可能な休耕間約 27.5万 haに，バイオマス生産性

が高い館料稲・多収稲を栽培して，コメだけでなく，

籾殻や稲ワラも利用してバイオエタノールを生産

すると，それぞれ 165 万~190 万 kL および 90 万~

105万kLが得られる計算になる(図 3) . 

このほか，既存の稲作から生じる未利用バイオマ

図 2 稲ワラと籾殻(未利用バイオマス)の生産・利用状況
医E主高官ワラの用途jjlJ利用状況平成 18年産(農林水産省生遊局密産部 2008). 

耕作放棄地(休耕回)からのポテンシャル

飼料・多収穏

からの生産設

6~7kL!ha 

( )内の数値は約3/4が利用できた場合

すぐに 290~305万kL

潜在:365~390万kL
のポテンシヤルがある

図 3 日本におけるイネからのバイオエタノール生産ポテンシャル

梅津ら (2008)を一部修正.
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スの活用も考えられる. s本では毎年，約 900万 t

の稲ワラと，約 200万tの籾殻が発生している(陸

2) .現在，稲ワラの約 25%が飼料用，敷料，堆肥

などに利用され，残り約 75%は水田にすき込まれて

いる.そこで，稲ワラと粉殻の 75%を利用してバイ

オエタノールを生産すると，それぞれ 169万kLお

よび 33万kL，合計で約 200万kLできることにな

る(臨 3) . 

以上のように，いわゆる休耕障でエネルギ一作物

としてのイネを栽培して利用するほか，現在の稲作

から発生する稲ワラと粉殻とを利用すると，毎年，

合計約 300 万~400 万kLのバイオエタノールを生

産するポテンシヤノレがある(塩津ら 2008) .もち

ろん，これはあくまで机上の計算であるが， 2030 

年までに 600万kLのバイオェタノールを供給する

という日本政府の目標を実現するためには，イネの

北陸193号の籾の搬入

籾殻のブリケット

バイオエタノーノレ化を推し進める必要がある.

5. イネのバイオエタノール化

の実証事業

すでに日本の各地では，コメやイネを利用したバ

イオエタノール生産に関する実証事業が動き始め

ている たとえば，平成 19年度に農林水産省バイ

オ燃料地域利用モデル実証事業に採択されたオエ

ノンホーノレディングスは，北海道苫小牧市において

当面はミニマム・アクセス米を，将来的には北海道

産の多収米を原料としてバイオエタノールを生産

する実証プラントを 2009年から稼働させ，年間1.5

万kLの生産を行う予定である

(http://www.h-bioenergy.com/index.htm. 最終閲

覧日平成 21年 4fl 9日) . 

また，全国農業協同組合連合会(JA全農)は，

プラント設備

全農石泊装地

殴4 ~農のバイオエタノーノレ製造プラントと石油基地



610 農業および園芸第 84巻第6号 (2009年)

新潟県内の農家の協力を得て，約 300haの生産調

固にバイオエタノーノレ原料用に水稲品種北陸 193

号を栽培し，三井造船の協力を得て導入したス

ウェーデ、ンの技術を利用して玄米 2，250tから年鴎

1，000 kLのバイオエタノ、ールを製造する実証事業

を鵠始しており，すでに 99.9%のバイオエタノール

を得ている (http://ine-ethanol.com/，最終調覧日

2009年4月9日).このプラントでは籾殻をブリケッ

トにしてガス化し，製造プラントの熱源として利用

している.籾殻残j査は土壌改良剤として，また，発

酵残澄は堆肥や飼料に活用する計露である.このよ

うにして製造したバイオエタノールは全農新潟石

油基地において 3%をガソリンに直接混合し，県下

19カ所の JA全農のサービスステーションで販売す

る予定である(図 4) . 

2008年度に農林水産省のソフトセルロース利活

用技術確立事業に採択された北海道および兵庫県

では稲ワラと麦ワラを，また，秋田県では揺ワラと

籾殻を原料としたバイオエタノーノレの実証事業が

動きだす予定である (http://www.maff.go.Jp/j

/ press / nousin / sousei / 080701. html，最終閲覧

日2009年 4月 9日) .たとえば，秋田県のソフト

セルロース利活用プロジェクトでは，秋田県と社団

法人秋田県農業公社とカワサキプラントシステム

ズ株式会社とが連携して，大潟村等の現場で，稲ワ

ラ収集運搬実証，稲ワラを原料とするバイオエタ

ノール製造実証，バイオエタノールを利用した走行

実証を一体的に行うことになっている.

そのほか，東京大学大学院農学生命科学研究科の

五十嵐泰夫教授らは，長野県信濃町で現地にあるコ

メ，稲ワラ，籾殻を含むノ〈イオマスから燃料用バイ

オエタノーノレを生産し，農作業用自動車や農機具に

る「地域完結型地燃料、ンステムjの実証研究

を行っている.愛媛県環境創造センターは 2006年 9

月に「食べない稲作による地域コミュニティの再生

と活性化~バイオマス稲による循環型社会システ

ムの構築に向けて~J と題する報告書を作成したが，

その中で，県内産のコメを原料とするバイオエタ

ノール化モデルの検討している.また愛知県では，

2007年 2月に「愛知県水田活用新作物研究会jを設

立し，飼料やバイオエタノール原料にする非食用の

多収稲・飼料稲の栽培試験，収穫した米を使つての

バイオエタノール製造試験，走行試験などを行って

いる.

6. イ ネの バイ オエ タノ ール 化
の諜題と展望

バイオェタノールをめぐる園内外の状況を整理

したうえで，日本でバイオエタノーノレの生産と利用

を推進する場合，イネを無視することができないと

考え，そのポテンシャルを試算するとともに，現在，

動き始めている実証事業を簡単に紹介した.バイオ

エタノールの生産と利用を考える場合は，変換・製

造過程が注目されがちであるが，実際の事業化を進

めるためには，入口(原料)と出口(手Jj用)も含め

て一環システムとして捉える必要がある(森田

2009a， b) .このような視点に立って，イネのバイ

オエタノーノレ化を推進する場合の課題と展望につ

いて整理するが筆者らの能力から，入口に関する議

論が中心となることをお許し頂きたい.

入口としての原料ノ〈イオマスの確保については，

何を，どこで，どうやって栽培するかが開題となる

が(森田 2009a，b) ，エネルギー作物としてのイ

ネを休耕聞で栽培して，ホーノレクロップ利用するこ

とが考えられる.エネルギー作物としてのイネとし

ては，バイオマス生産性の高い飼料稲品稜や多~又稲

品種が候補となることは，すでに述べたとおりであ

る.コストを低く抑えるためにはバイオマス生産性

が高いことが必須であり，この点をさらに育種的に

追求していく必要がある.

ただし，高いバイオマス生産をあげるために，い

くらでも肥料や農薬を，言い換えるとエネルギーを

投入してよいだろうか.現在の産業型農業は，農業

機械，肥料，農薬などを多投入して高い生産性を実

現するエネノレギー依存型のものになっている

(Pimentelら 1973) .しかし，すでに指摘したよ

うに，バイオエタノールの生産と利用の背景には，

地球温暖化の原因と考えられている COzの排出削

減がある.したがって，原料イネ栽培におけるエネ

ルギー収支(生産/投入エネルギー比)が適正でな

ければならない.

すなわち，原料イネの栽培のために投入するエネ

ルギーをできるだけ少なく抑える必要がある.7K稲

栽培のために投入されているエネルギーのなかで

は，農業機械，肥料，農薬に係る割合が大きく(字

国川 1976) ，これらの投入エネルギーを低減する
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には，直播栽培，不耕起栽培などの低投入省力栽培

や，化学肥料の代りに家畜糞尿に由来する堆蹴肥を

利用した栽培を導入することが考えられ，そのため

には，直播栽培や不耕起栽培に適した品種の選択が

必要で、ある.また，農薬を減らすためには，病害耐

性や虫害耐性をもった品種が求められる.さらに，

収穫・運搬・保管のためのエネルギーも節約するた

め，新しい機械や施設の開発も必要となる.

なお，通常の稲作では，コンパインで収穫すると

きに稲ワラは裁断して水田に残し，後で鋤き込んで、

いる.しかし，バイオエタノール原料としてのイネ

を目的生産して，ホールクロップ利用すると，稲ワ

ラや籾殻を水田に戻さないことになる.既存の稲作

から生じる稲ワラや籾殻を利用してバイオエタ

ノールを生産する場合も，基本的に同じことになる.

このように稲ワラや籾殻を水間から持ち出すこと

によって，水田土壌の有機物含量が減少し，地力が

低下することが懸念される.7K回生態系における炭

素や窒素の循環という視点から定量的な解析が必

要であり，持続的なシステムを確立するためには，

稲ワラや籾殻の持ち出しを数年おきにするとか，家

畜糞尿を利用して地力を維持することが必要とな

る.

変換・製造過程については，筆者らの能力を超え

る問題であるが，コメ部分はさておき，セルロース

系原料の稲ワラと籾殻のバイオエタノール化につ

いては，糖化・発酵を中心にさらに技術開発が必要

である.また，セルロース系原料からバイオエタ

ノーノレを生産する場合のセルロース，へミセルロー

ス，リグ、ニンなど、の成分の影響について知見が得ら

れてくれば，バイオマス生産性だけでなく，成分も

育種呂擦になってくる可能性がある

出口としての問題としては，まず，生産したバイ

オエタノーノレをどのように利用するかである.バイ

オエタノールを自動軍用燃料として利用する場合，

直接混合する方法と， ETBE (エチル・ターシヤ

リー・ブチノレエーテル)という添加剤にしてから揖

合する方法の 2つの方式がある.現在，布油連盟は

ETBE方式を採用し，石油由来のイソブテンとエタ

ノーノレとを反応させて，しかもエネルギーを使って

生成している.しかし，バイオエタノーノレを生産す

る側の多くは，バイオエタノールのガソリンへの直

接混合を提案している(五十嵐・斉木 2008).こ

の問題は，混合割合や事業化のための初期投資など，

さまざまな視点から検討する必要があるが，エタ

ノール85%あるいは100%でも車が走ることはすで

に実証されており， s本の自動車業界がどのような

車を作っていくのか，またエンドユーザーとしての

臣民がどのような車を購入するかという問題とも

連動してくる.

7. イネのバイオエタノー jレ化

は農業問題

そもそも，エンド、ユーザーとしての国民がバイオ

エタノーノレをどのように捉えているかという問題

もある.すなわち，稲ワラや籾殻はセルロース系原

料であるから問題ないが，食用となりうるコメから

バイオエタノールを作ることに対しては，生理的な

嫌悪感を抱く人も少なくない.

筆者らは，食料自給率 39%に象徴される日本農業

の再生を図るとすれば，耕地利用率を上げていくこ

とが一つの方策になるのではないかという考え方

から，休耕自における飼料イネの栽培を通して，イ

ネのバイオエタノールについて検討するように

なった.若干のミニマム・アクセス米の輪入を別に

すれば，コメは基本的に 100%自給できている数少

ない食料であり，過剰生産で価格が下落することを

避けるために生産調整，すなわち，いわゆる減反を

進めてきた.そのため，すでにみたように休耕田の

函積が増加しているが，稲を栽培せずに管理を怠れ

ば，畦畔が崩れたり，雑草が入り，とくに多年生雑

草が入ると，すぐに稲を栽培することは難しい.か

といって，元々，水田で、あったところでダイズなど

の畑作物がうまく栽培できないことも多く，水田は

水田として稲を栽培することが効率的な保全につ

ながる(森田 2008a，b， 2009a) . 

休耕田を有効活用するには稲を栽培するのが最

も効率的であるが，できた稲をどう利用するかが問

題となる.もちろん，食用として利用できるにこし

たことはない.最近は米粉の生産・手Ij尽に関する技

術開発が進み，消費拡大が期待されているが，限界

もある.次にくるのは，飼料としての利用であろう.

日本の畜産で利用されている飼料の多くを輸入に

頼っていることは，食料自給率を下げている要因の

ーっとなっている.休耕田で栽培した稲を飼料とし

て利用することができれば，食料自給率を上げるだ
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けでなく，海外から入る窒素を削減できるため，国

内における窒素循環にもいい影響が期待できる.ま

た，バイオプラスチックなどの付加価値の高い物質

を稲から製造することもあるだろう.このように，

休耕田も利用して栽培したイネの利用についても

多くの選択があってよい.

その選択のーっとして，バイオエタノール化も考

えられる.休耕回で稲を栽培すること自体は，水田

の保全や景観維持につながるし，食料自給率の向上

や窒素循環に貢献できるし，雇用の創出も含めて，

農村振興につながる(森田 2008a，b) .また，バ

イオエタノールを生産・利用することは，地球温暖

化対策となりうるだけでなく，石油代替エネルギー

として利用できることからエネルギー安全保障の

観点からも，エネルギー自給率がわずか 5%(原子

力を除く)の日本にとっては大きなメリットがある.

また，イネを栽培して水聞を維持しておけば，いつ

でも必要さなときに食用イネの栽培に切り替えるこ

とができるため，食料安全保樟からも意義がある

(山家 2008).なお，耕地利用率を上げるという

観点から，冬作に麦類を栽培できるところは合わせ

て検討する価値がある.麦ワラのバイオエタノール

化にしぼれば，稲作との競合も問題ではなく，しか

も原料バイオマスの周年供給という点でメリット

がある.

なお，日本で事業化するとすれば，アメリカやブ

ラジルのような大規模なプラントではなく，小規模

のもので、エネノレギーの地産地消をめざしていくこ

とになるであろう.それが，イネを利用したバイオ

エタノール生産の日本製モデルとして，稲作を行っ

ているモンスーンアジアに適応できる可能性があ

る.羽本だけでなく，アジアにおける都市と農村を

融合させ，両者を持続的に発展させるために，バイ

オエタノールが一つの大きな役割を果たす可能性

がある(抗orita2009c) . 

東京大学大学説農学生命科学研究科には，産学官

民連携型農学生命科学研究インキュベータ機構(生

源寺虞一研究科長が機構長)，通称，アグリコクー

ン (AGRI-COCOON) という教育研究組織があり，

既存の研究室や専攻では対応が難しい高度化・匡際

化・多様化・複雑化した問題に対応している.この

アグリコクーンの中には現在， 5つのフォーラムグ

ノレーフ。があるが，その一つに農学におけるバイオマ

ス利用研究フォーラムグループ(横山伸也教授がグ

ノレーフ。長，鮫島正治教授が事務局長)がある.この

フォーラムグループの活動の中から，イネのバイオ

エタノール化をめざす「イネイネ・日本jプロジェ

クト(筆者の森田がプロジェクトリーダー)が 2007

年に立ち上がり (http://www.ineine-nippon.jp/)， 

シンポジウムを開催したり，各地の実証事業と連携

しながら，活動を進めている.このプロジェクトで

は，日本におけるバイオエタノールの生産と利用は

農業問題で、あるという観点から，休耕回でエネノレ

ギ一作物としてのイネを栽培し，これを将来的には

ホーノレクロップ利用してバイオエタノールを生産

して利用することで，農村振興，地域活性に役立て

ながら，持続的な日本社会を構築することをめざし

ている.ただし，セルロース系原料である稿ワラや

籾殻のバイオエタノール化を進めるには，さらに技

術開発が必要であるため，当初は稲ワラや籾殻は製

造過程におけるエネルギーとして利用したシステ

ムから出発するのが現実的だと考えている(佐賀ら

2007) . 

なお，本稿で触れていない重要な課題として，コ

ストの問題がある.技術革新ケースでは 40円/Lを

めざしており，これを実現するには，原料を 20円

/kg以下で供給する必要がでてくる 食用米の価格

が下がったとはいえ，1/10レベルという厳しいもの

である.現在は，産地作り交付金を利用することが

考えられるが，これも 2011年度までである.バイ

オマス利用ではコスト的に自立できるものはほと

んどなく，行政による法律的，税制的な支援が必須

である 現在，動き出した実証事業が，このような

行政による支援のための定量的なデータを提供し

てくれることを期待したい.
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外国文献抄録

イネにおけるシリコンおよびシリコンとマグネシウムの相互作用によるごま枯葉病耐性について

Zanao Jr.， L.A.， F.A. Rodrigues， R.L.F. Fontes， G.H 
Korndorfer and J.C.L. Neves 2009. Rice resistance to 

brown spot mediated by silicon and its interaction with 

manganese. Journal of Phytopathology 157:73-78. 

ごま葉枯病はイネに最も流行している病気の一つで，

Bipolaris oryzae菌によってイネに感染し，収量と籾質

を低下させる.ごま葉枯病の対処法は主に防カビ剤に依存

しているが，防カビ剤耐性蔚も報告されているうえ，ブラ

ジルなどで栽指されている品種は防カビ剤耐性が低いた

め，他の対処法が求められている これまでイネいもち病

や紋枯病など他のイネ感染病についてシリコン(以下， si) 
の添加によって被害が縮小されたという報告がある.また

マンガン(以下， Mn)については穀類の根腐病や大豆の斑

点病に加え，イネごま菜枯病の軽減も報告されている.そ

こで本研究はSiおよびMn施肥のイネごま葉枯病に対する

影響の検討を自的として行われたー

本実験はイネ品穣 (Metica-l)を用いて水耕栽情で行わ

れた Mn は MnC12・41120を用いて 0.5，2.5， 10μ羽の 3

段階， Si i土ケイ酸にて 0および 2mMの 2段階(以下 Si， 

十Si)で施肥された.その他の養分については十分量与え

られた.発芽後 6日の幼苗を Siおよび羽nなしの水耕液に

移し 3臼育てた後， Si と ~In 入りの水耕液へと移した(言十
6区).71<耕液の pHは 5.5に保ち， 4日に l度交換された

水耕液移械から 39日後にB.oryzaθI窒をスプレーすること

で実験個体に感染させ，経過を観察し，サンプリングされ

た.

~運休内 Si ]量は水耕i夜中 h 濃度に関わらず+Si区で高

かったのに対し， Mn盆は水耕液中 Mn濃度に関わらず Si 

i乏で高かった.このことから Mn量は Si量;に影響を与えな

いことが示された.業における菌接種から発症までの時間

は十Si区で、有意に長かったが，十Si区では剖n濃度による

発症時間への影響はなかった -Si区では 2.5μ羽抗日区

でのみ有意に長かった これは 10μMMn区が植物にとっ

て有毒であるためだと考えられる.十Si区では Mn濃度に

関わらず号案内の損傷箇所数，損傷面積，および損傷程度が

有意に軽減されていた.また-Si区では 2.5μMMn区で

のみ有意に減少したが，軽減具合は十Si 区に比べ非常に

低かったこのことから Si存在下において抗日はごま禁枯

病耐性に寄与しないことが示唆された また Si欠乏時に

おいても，対日は適切濃度でないと病理耐性に影響しない

ことが示された.これらの結果に加えて， Si 設は発症時

間，損傷箇所数，損傷面積，および損傷程度と高い棺際が

あったことからも， Siが (Mn濃度に関わらず)ごま葉枯

病の進行や被害の軽減に賞献で、きる可能性が示された.と

くにごま葉枯病耐性品種のない地域や，土地のシリコン濃

度が低い地域でにおいて有効な手段と成り得ると思われ

る.

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

倉井友寛)
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