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2最終報告

• 私たちの思い

• 本ビジネスアイデアの背景

• 短期的なビジネス構想 (ペレット燃料)

• ⻑期的なビジネス構想 (バイオプラスチック) 



私たちの思い 3

花き産業を牽引する花キューピットがSDGsを推進していく

l 花き業界が抱える課題

l カーボンニュートラルに向けて

花の⽣産には多量の
⽯油燃料が使われている
⇒ 2050年までに代替する必要が
ある

市場規模の低下 ⽣産コストの増⼤



フラワーロス 4グラフタイトル
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年間約35~40%の花(茎、葉を含む)は捨てられている

切り花類の需要量及び国内消費仕向額の推移

約60cmは
捨てられている

切り花の国内消費の40%を占める キクの売り⽅

年間で約490tの廃棄量

引⽤元︓https://sdgs-support.or.jp/journal/



菊 5

夏ギク 夏秋ギク
秋ギク 寒ギク

⽣態的特性に基づく分類
⼀輪ギク ⼩ギク

スプレーギク

利⽤⽅法に基づく分類

菊 (キク)
原産地は中国であり、

平安初期に⽇本へ導⼊されたとされる

菊の国内⽣産量

出典︓地域の⼊れ物 [https://region-case.com/rank-h29-product-mum/]

⽇本のキク輸⼊先上位5カ国 愛知県渥美半島における栽培

出典︓amanaimages
[https://amanaimages.com/info/infoRM.aspx?SearchKey=25113002375]

主に愛知県で⾏われている
ビニールハウスを利⽤した電照菊の⽣産が

国内の菊需要を⽀えている



カーボンニュートラルの⾼まり 6

出典︓経済産業省資源エネルギー庁 [https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_growth_strategy.html]

近年では2050年に向けたカーボンニュートラルやSDGsの
⽬標達成に向けた取り組みが求められている

ビニールハウス栽培においても
エネルギー削減に向けた取り組みは実施されているが

⼆酸化炭素排出量ゼロには及ばない

出典︓農林⽔産省⽣産局農業環境対策課 [https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-30.pdf]

新たな取り組みが求められる

花の包装材
⽯油由来のOPPに依存

出典︓Amazon [https://www.amazon.co.jp/]



ペレット燃料 7

⽊質系・草本系バイオマスを乾燥させた後、破砕圧縮して固める
⇒機械があれば製造ができ、特別な分解酵素などは不要

ペレット燃料︓
⽊質・草本バイオマスを加⼯した固形燃料

活⽤例）
・ビニールハウスの暖房⽤燃料
・給湯設備のボイラー⽤燃料

Ø 直接燃焼によるバイオマス⼩型炉への燃料利⽤

ペレット燃料とバイオマス⼩型炉

Ø ペレット燃料の製造⽅法

回収 破砕 乾燥 造粒

バイオマスを
搬⼊する

3mm以下のサイズ
に砕く ⽔分を取り除く ペレットの形状に

加⼯する 出荷



菊由来のバイオマスペレット 8

エリアンサス ・荒廃農地でも栽培可能で、収量が⾼い
・⽔分量が30％と低い

⇒乾燥⼯程が不要、保存管理が容易

・発熱量がスギ⽊粉と同程度（4570kcal/kg）

Ø 草本系バイオマスペレットの事例

イネ科（サトウキビに近い）

菊は廃棄量が安定しており、含⽔率も少ない

本事業では
・フラワーロスの削減に貢献できる
・SDGsの⽬標達成に貢献できる
といった点から菊の廃棄部分を活⽤したペレットの
⽣成を⽬指す

Ø 菊の可能性



ビジネスモデル 9

集荷場︓マムポートセンター

出典︓JA愛知みなみ輪菊部会 [https://www.ringiku-bukai.com/facility]

菊の⽣産農家
サイズ統⼀のため
菊の茎部分をカット

年間廃棄量: 1,750万トン

菊の⽣産量⽇本⼀位︓愛知県

花の残渣を⽤いた、⼩規模循環農業により、カーボンニュートラルに貢献
例）集荷場に集まった菊残渣を回収・乾燥し、ペレット加⼯

⇒県内のビニールハウス農家に⼩型燃料として販売・還元

回収農家に還元 ペレット加⼯

農家の⽅の⽣産コストを削減し、花き産業を活性化

（農家）重油の半分以下のコストで熱量を確保できる
（花キューピット） ペレット価格︓¥ 40 / kg

$ 28,000



現状の課題 10

Ø 燃焼灰の発⽣

灰
ペレット燃焼時、草本バイオマスに多く
含まれるケイ素（灰分）が灰の中で固ま
り、燃焼を妨げてしまう

⽇本⾷品標準成分表2020年版（⼋訂）

科別

品目名 エリアンサス トウモロコシ ゴボウ レタス

灰分量 (% ) 3.5 2.4 0.9 1.1

イネ科 キク科

品⽬別に⽐較すると、キク科はイネ科に⽐べ灰分が少なく、
よりペレットに適している可能性がある



バイオポリエチレン 11

出典︓株式会社和泉 [https://www.izumi-jp.co.jp/bio-nano2aircell/]

活⽤⽅法︓セロハン（花材の包装にも⽤いられる）

バイオポリエチレン
植物由来 (バイオマス) の原料を使⽤して作られたポリエチレン



バイオポリエチレンの⽣成⽅法 12

出典︓ BizChem [https://bizchem.net/what-is-biopolyethylene/]本事業では
・⾷糧との競合がない
・フラワーロスの削減に貢献できる
・SDGsの⽬標達成に貢献できる
といった点から菊の廃棄部分を活⽤したエタノールの⽣成を⽬指す

事前処理 前処理 糖化 発酵 蒸留・脱⽔

バイオマスの
破砕・洗浄

糖化のため
薬品蒸気処理 酵素により糖化 糖を酵⺟により

エタノールに転換 エタノールの精製

酵素 酵⺟

バイオマス資源

菊からバイオエタノールが⽣成可能であることは
既に実験的に⽰されている



現状のバイオポリエチレン 13

出典︓Bioplastics NEWS [https://bioplasticsnews.com/braskem/]

ブラジル・サンパウロに本社を置く
⽯油化学事業会社

資本⾦︓ 36.80億レアル(2008年12⽉）
事業内容︓化学製品の製造
売上⾼︓ 179.59億レアル（2008年12⽉）
代表者︓ Bernardo Gradin

1レアル︓約25円
第⼀世代エタノールに依存している

花キューピット社は以前にも
バイオプラスチックから⽣成された
セロハンの活⽤を⾏なっている

プロセス別、原料別のデータを統合した上でコストと
⽣産量の関係性を可視化

草本系バイオマスに対する糖化発酵処理が
もっとも経済的実現性が⾼い

出典︓農林⽔産省 [https://archives.biomass-hq.jp/documents/leading_cases/h16/10.pdf]

出典︓SienceDirect [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121003865?via%3Dihub]



ビジネスモデル 14

集荷場︓マムポートセンター

出典︓JA愛知みなみ輪菊部会 [https://www.ringiku-bukai.com/facility]

菊の⽣産農家

出荷

サイズ統⼀のため菊の茎部分をカット

年間廃棄量: 1,750万トン

菊の⽣産量⽇本⼀位︓愛知県

• 単糖類を含む⽔分の抽出 : 効率58%
• グルコース、マンノースのエタノールへの変換 : 効率45%
• エタノールの密度 : 789 g/L

バイオエタノール⽣産量 : 474トン/年

• エチレンへの変換: 効率63%
• 低密度ポリエチレンの密度 : 0.91 g/cm3

• 花の包装に使うフィルム︓厚み 0.02 mm、⾯積 45 x 65 cm ⇨体積 5.2 cm3

バイオポリエチレンフィルム⽣産量 : 6000万枚/年

加盟店にて
ポリエチレンフィルムの利⽤推進

包装材等を提供するメーカーと組んで販売

企業イメージの向上

利益化

コストに課題があるため
第⼆世代エタノールが流通していない可能性



現状の課題 15

出典︓国際環境経済研究所 [https://ieei.or.jp/2020/11/expl201102/]

セルロース系バイオエタノールの製造コスト︓0.85 $/L
→第1世代(サトウキビ由来)の約4倍

サトウキビ由来のバイオエタノールの市場価格

0.5 $/L

第⼆世代バイオエタノール

2.0 $/L
コストより換算

⼀般的なエタノールの市場競争価格︓0.25 $/L

第⼆世代エタノールの活⽤を
補助⾦等で補填するのは難しい

研究ベースの開発を促進し、
競争価格となることを⽬指すことが先決

出典︓環境省 [https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/energy-taisakutokubetsu-kaikeir03/matr03-07.pdf]
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バイオマスペレット製造機械 17

$ 28,000


