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※印については、本資料にスライド全ては含まれておりません。 

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
ができるまで 

2011年6月9日  震災復興支援フォーラム2 “我が国森林・林業の再生 
           をいかに進めるか” 

2011年9月5日  ふくしま復興フォラーム１『除染とバイオマスによる風 
           評対策を考える』 

2012年1月20日 環境・森林フォーラム ～BDF活用によるふくしま復興 
           と、森林･林業の再生 

2012年8月31日 グリーン・再生可能エネルギーフォーラム「原発ゼロ 
      は可能か？地域からエネルギーを変える！日本を変える！」 

2013年1月23日 再生可能エネルギーフォーラム２「バイオマスの供給 
      ポテンシャルとFITの展開 ～2030年代、原発ゼロ・再エネ比 
      率35％の実現性をバイオマスから探求する」 
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えいか 

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
2013年4月15日 発足！！ 

 本年４月、いままでの勉強会の議論を踏まえ、バイオマス発電事
業化促進ワーキンググループ（WG）が、市民・NPOの現場の課題
を提言する全国ネットワーク「市民キャビネット 農都地域部会」の
中に設置されました。 

 再生可能エネルギーの利用促進、とりわけ、木質バイオマス発
電普及の課題を検討し、提案を取りまとめ、事業化への支援を
行っていくことを目的としています。 

 木質バイオマス発電・燃料の普及、事業化への支援、事業化に
あたっての課題及び仕組みづくりの調査・研究、ネットワーク作り、
意見交換・提言などの活動を行います。 
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バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
この１年の活動 

6月12・13日 群馬バイオマス発電・森林再生フィールドワーク 

6月17日  ミニ勉強会「海洋エネルギーへの期待と課題」 

7月16日  ミニ勉強会「製紙業界のバイオマス発電への取組状況と課題」 

9月11日  ミニ勉強会「熱電併給（コジェネ）について考える」 

9月24・25日 群馬バイオマス発電・森林再生フィールドワーク第２回 

10月2日  飯能市ガス化炉見学フィールドワーク 

10月11日  ミニ勉強会「熱電併給（コジェネ）について考える」 

その他、月毎の会合で、政策提言等を検討 
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えいか 

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
経過報告会  第１部 

報 告 （提 言 関 係） 

 ○「第１次提言」（8項目）の具体化状況  木村忠夫 WG座長 

 ○内閣府規制改革推進室への回答  木村忠夫 WG座長 

  土屋 博 (社)JC総研 理事長 

  澤 一誠 氏 三菱商事（株）新エネルギー・電力事業本部 シニアマネージャー 

 ○「第２次提言」（3項目）の検討状況 

  竹林征雄 氏 (社)エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 理事 

  土屋 博 (社)JC総研 理事長 

  渡辺雅樹 氏 NPO蔵前バイオマスエネルギー技術サポートネットワーク 常務理事 
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バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
平成２５年 第１次政策提言 

（１） 木質バイオマス発電の総合的推進 

（２） 再生可能エネルギー関連規制の緩和と推進体制の確立 

（３） 木質バイオマス発電における未利用材の安定確保策の強化 

（４） 木質バイオマス発電における熱電併給（コージェネ）型の可能性と 
   支援策の探求 

（５） 石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進 

（６） 木質バイオマス発電における共処理化等の推進 

（７） 森林除染の技術開発と普及の推進 

（８） 地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立 
6 
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バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
内閣府規制改革推進室への回答 

●再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）について 

●再生可能エネルギーの推進上、障害となっている規制等の見直し 

●石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進 

＜追加＞ 

●送電網の活用促進について 

●石炭混焼の促進について 
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農地の区分と転用（農地法第4条）の規制 

 区分 営農条件、市街地化の状況    許可の方針 

農用地区域
内農地 

 市町村が定める農業振興地域整備計画
において農用地区域とされた区域内の農
地 

  
 原則不許可 

甲種農地  第1種農地の条件を満たす農地であって、

市街化調整区域内の土地改良事業等の対
象となった農地（8年以内）等特に良好な営
農条件を備えている農地 

  
 原則不許可 

第1種農地  10ha以上の規模の一団の農地、土地改

良事業等の対象となった農地等良好な営
農条件を備えている農地 

  
 原則不許可 

第2種農地  鉄道の駅が500m以内にある等市街地化

が見込まれる農地又は生産性の低い小集
団の農地 

 周辺の他の土地に立地す
ることができない場合等は
許可 

第3種農地  鉄道の駅が300m以内にある等の市街地

の区域又は市街地化の傾向が著しい区域
にある農地 

  
 原則許可 
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「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー 
電気の発電の促進に関する法律案」と農地転用の取扱方向 

<法案>  

○市町村ごとに、自治体、設備整備者、地域住民・学識経験者等、農林漁
業者・団体が参加した協議会の協議を踏まえて基本計画を決定。 

○基本計画に基いて設備整備者が策定する設備整備計画を農地法等の許
可権者である国・都道府県の同意により認定。 

○認定により許可があったものとみなす等の特例措置。 

<農地転用の取扱方向＞ 

○再エネ法に基づく再エネ発電設備整備区域内の第1種農地の転用不許

可の例外に追加（再生利用困難な荒廃農地、その他の荒廃農地で受け手
が見込まれない等の農地を整備区域に含めることができる） 

○風力発電設備については、荒廃農地以外の第1種農地も転用不許可の
例外に追加（再エネ発電設備整備区域に含めることができる） 
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FITによるバイオマス発電の推進 
～石炭ボイラーでのTorrefaction Pelletの混焼～ 

2013年11月26日 

澤     一  誠 

 三菱商事株式会社 

新エネルギー・電力事業本部 
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電源別の再生可能エネルギーの導入目標 

• 総発電電力量  11,000億kwh 

 

• 水力を除く再生可能 250億kwh [2.3%] 

     エネルギー総電力量       (900万kw) 

 太陽光［設備利用率:12%] 38億kwh 

                 (400万kw) 

 風   力［設備利用率:20%]  43億kwh 

                 (250万kw) 

 ﾊﾞｲｵﾏｽ［設備利用率:80%]  141億kwh 

                   (210万kw) 

 その他［設備利用率:80%] 28億kwh 

                (40万kw) 

内訳 

2010 2030 

10,000億kwh 

 

1,900億kwh [19%] 

(10,800万kw) 

666億kwh [35%]  

(6,000万kw) 

663億kwh [35%] 

(4,000万kw) 

328億kwh [17%] 

(500万kw) 

243億kwh [13%] 

(300万kw) 

倍率 

▲10% 

 

8倍 

(12倍) 

17.5倍 

 

15.4倍 

 

2.3倍 

 

8.7倍 

 
【出典】 ①総量 : 平成24年9月14日「革新的ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境戦略」 

②内訳 : 「再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入15ｼﾅﾘｵ」 他 
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バイオマス発電の固定価格買取制度（FIT) 

  経済産業省は「再生可能エネルギーの全量買取制度」を

2012年7月１日から施行。 

    バイオマス発電には、以下の5通りの買電単価を適用。 
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再エネ発電設備のFIT導入・認定状況 （平成25年6月末） 
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FIT再エネ導入発電量の達成状況（2030年目標対比） 
2030年の目標 FIT導入 以前

(2012.7 時点)  

FIT 導入後の
発電量目標 

FIT発電量 

[設備認定 ] 

達成率 

[認定] 

不足分(構成比） 

[認定] 

太陽光 
（利用率：12%) 

666億kwh 

(6,000万kw) 

62億kwh 

(560万kw) 

604億kwh 

(5,440万kw) 

39億kwh 

(349.9万kw) 
[237億kwh]                                

[(2,138.8万kw)] 

6% 
 

[39%] 

565億kwh 
(37%) 

[367億kwh] 

風力 
（利用率：20%) 

 

663億kwh 

(4,000万kw) 

43億kwh 

(260万kw) 

620億kwh 

(3,740万kw) 

1億kwh 

(6.6万kw) 
[13億kwh] 

[(80.5万kw)] 

0.2% 
 

[2%] 

619億kwh 
(40%) 

[607億kwh] 

バイオマス 
(利用率：80%) 

328億kwh 

(500万kw) 

151億kwh 

(230万kw) 

177億kwh 

(270万kw) 

6億kwh 

(9.8万kw) 
[42億kwh] 

[(63.9万kw)] 

4% 
 

[24%] 

171億kwh 
(11%) 

[135億kwh] 

地熱/小水力 
(利用率：80%) 

243億kwh 

(300万kw) 

57億kwh 

(70万kw) 

186億kwh 

(230万kw) 

0.2億kwh 

(0.3万kw) 
[7億kwh] 

[(8.3万kw）] 

0.1% 
 

[4%] 

186億kwh 
(12%) 

[179億kwh] 

再エネ合計 
(除く水力） 

 

 

1,900億kwh 

(1億800万kw) 

313億kwh 

(1,120万kw) 

1,587億kwh 

(9,680万kw) 

42.6億kwh 

(366.6万kw) 
[299億kwh] 

[(2,291.5万kw)] 

2.9% 

 
[19%] 

1,541億kwh 
(100%) 

[1,288億kwh] 
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バイオマス発電のメリット・デメリット 
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メリット： 
 

１．設備利用率の高い安定電源である。 

     （バイオマス： 80% 、 太陽光：12% 、 風力：20%) 

 

２．火力発電同様、発電量を主体的にコントロー ルすることが可能である。 

     ⇒ 太陽光、風力発電のバックアップ電源になり得る。 

 

３．太陽光や風力と違い、バイオマス発電は燃料を輸送することが可能である。 

     ⇒ 必ずしも原料立地に発電設備を建設する必要はない 

 

デメリット： 

 

  バイオマスの国内調達には限りがあり、長期安定調達が容易ではない 

 

バイオマス混焼発電のメリットと課題 
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メリット 

 
1．専焼発電は、バイオマス100%でも発電可能な流動床ボイラー（BFB/CFB)の 

     新規設置が必要。一方、混焼発電は、既設の微粉炭ボイラーでも良く、石炭 

     を一部バイオマスで代替する燃料転換なので、原則新規設備投資は不要。 

 

2．混焼発電は、専焼発電よりも発電効率が15%程度高い。  

    （微粉炭ボイラー: 40～45% vs 流動床ボイラー:25～30%） 

 

課題  
 

１．自家発電用の既設微粉炭ボイラーを活用するには、電気事業法の「１事業所 

     １受電点」の規制が妨げとなる。（バイオマス分をFIT単価で売電出来ない） 

 

２．通常の木質チップ、木質ペレットでは、混焼率の上限がカロリー比で3%迄。 

     ⇒ Torrefaction Pelletであれば 混焼率を30%以上に上げることが可能。 

 

FIT混焼発電推進を妨げる「1事業所1受電点」の規制 

 

 

石 炭 

余剰能力 

自家使用 

（石炭単価) 

売電(FIT単価) 

石 炭 

バイオマス 

既設の微粉炭ボイラー 余剰能力の活用 現状（1受電点） 2受電点の場合 

自家使用 

(平均単価) 

売電(平均単価) 

需給契約の単位は１需要場所について１契約種別を適用して、
１需給契約となっているため、自家使用を行っている場合、混焼
するバイオマスによる発電部分にFIT単価が適用出来ない。 
 

 既設微粉炭ボイラーの余剰能力を活かしたバイオマスの混焼  
 

17 18 

Torrefaction （半炭化）とは？ 

Torrefaction（半炭化） 
 

200～300℃ 
 

無酸素状態・常圧 
 

滞留時間：10～30分 

バイオマス（DRY） 

バイオマス 

（WET） 

Torrefied 

Biomass 
ペレット化 

1 

1 

0.7 

0.9 

0.3 0.1 

ガス 
重量 

エネルギー 

エネルギー密度（MJ／kg） 
0.9 

0.7 
1 ＝1.3 

（重量当たり） 

―中低温度領域*でのバイオマス熱分解― 
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Torrefaction Pelletとは？ 

1. Torrefaction Pellets製造工程 

 

 

 

 

 
2. Torrefaction Pelletsの耐水性 

 

 

 

 

原料バイオマス Torrefaction Materials Torrefaction Pellets 

出典：ECN 
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Torrefaction Pelletの組成(木質チップ、木質ペレットとの比較） 

項目(単位) 木質ﾁｯﾌﾟ 木質ﾍﾟﾚｯﾄ Torrefaction Pellet 

含水率(％) 35% 10% 3% 

重量当たりのｴﾈﾙｷﾞｰ密度 

LHV (MJ/kg) 

10.5 

（67%) 

15.6 

(100%) 

19.9 

(128%) 

かさ比重(kg/㎥) 475 650 750 

体積当たりのｴﾈﾙｷﾞｰ 

かさ密度 (GJ/㎥) 
5.0 10.1 14.9 

輸送効率（比率％) 
△ 

(50％) 

○ 

（100％） 

◎ 

（150％） 

貯蔵･ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ性 ○ △ ◎ 

粉砕性 △ ○ ◎ 

出典：ECN 
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Torrefaction Pellet のメリット 

1. 良好な粉砕性   石炭への混焼率大幅UP  ( 3% ⇒ 30%以上）  

2. 高エネルギー密度  輸送・貯蔵効率の向上 

 （20MJ/kg、15GJ/m3）   （木質チップの3倍、木質ペレットの1.5倍の効率） 

3. 疎水性、非発酵性   耐水性、自然発火防止 

    石炭に準ずるハンドリング性 

   （新たな貯蔵設備への投資は原則不要） 

4. 原料の多様化   林業残渣、農業残渣等未利用資源 

    混合バイオマス原料の使用 

          生産量拡大、コストダウン 
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平成22年度「緑と水の環境技術革命プロジェクト事業」採択事例 

農山漁村の活性化 

創出が期待される市場 

課題・背景 

○新エネルギー基本計画などにより、石炭火力発電でのバイオマス混焼促進を推奨 

○粉砕性、エネルギー密度、耐水性に優れたトレファクション（半炭化）ペレットの商業化が 

     可能となれば、発電用燃料としての利用拡大が期待 

提案概要 

 国産スギ、ヒノキ等の国産バイオマスを原料としたトレファクション（半炭化）木質ペレットの
製造技術の商業化可能性を検証する 

○発電用燃料としてのバイオマス利用の拡大と利便性の向上 

 （木質バイオマスの混焼率が大幅に向上する可能性） 
  ※ 微粉炭ボイラーでの混焼では、木質バイオマスを微粉化して石炭と混焼させる必要があるが、火力発電所の既存施設では、 

              粉砕性の低い従来の木質チップ等は混焼出来る量に限界がある 

○国内資源を活用した木質ペレット産業の拡大により、バ 

 イオマス収集、輸送等の関連分野で新たな経済効果や 

 雇用創出効果の創出が期待 

○発電所等で利用される木質ペレット燃料 

事例２：国内バイオマスの有効利用に向けたトレファクション（半炭化）木質ペレット製造技術 

     【未利用バイオマスのエネルギー・製品利用】 

〈林地残材〉 

〈製材工場端材〉 

事業化により農山漁村地域における 

新産業創出に貢献 

良好な粉砕性 
→ 既存の火力発電 
 所への対応力up 
高エネルギー密度 
→ 輸送・貯蔵効率up 
耐水性の向上 
→ 燃料としての取り 
 扱いやすさup 

トレファクションペレット 

の特徴 

ト
レ
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
（半
炭
化
） 

ペ
レ
ッ
ト
化 

出典：農林水産省資料より抜粋 
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日本の石炭火力での木質ﾊﾞｲｵﾏｽ混焼発電市場規模ｲﾒｰｼﾞ 

1. 日本の一般炭年間消費量 

 (1) 電力会社 : 約8,000万ﾄﾝ 

 (2) 一般産業 : 約2,000万ﾄﾝ 

2. 現在の石炭火力混焼発電での木質ﾊﾞｲｵﾏｽ年間使用量 

 (1) 電力会社 : 約40万ﾄﾝ  (0.5%相当) 

 (2) 一般産業 : 約20万ﾄﾝ  (1%相当) 

3. 将来の潜在市場規模ｲﾒｰｼﾞ 
 (1) 電力会社 : 160～240万ﾄﾝ/年 (2～3%相当) 

 (2) 一般産業 :   40～  60万ﾄﾝ/年 (2～3%相当) 

 (3) 固定価格買取制度   :  + ? 

 (4) Torrefaction             :  + ? 

仮に平均混焼率を、電力会社 5%、一般産業 10%とした場合  600万ﾄﾝ/年 

                                                                                  （≒ 400億kwh相当）        

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
平成２５年 第２次政策提言（案） 

（９） 地域における木材の総合的利用構想の策定 

（１０） 木質バイオマス発電における燃料調達の確保策の強化 

（１１） 木質バイオマス発電における熱電併給（コージェネ）型の推進 
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提言⑨ 「地域における木材の総合的利用構想」 

協議会設置 
カスケード利用 
熱電利用 

「木材産業集積（木材クラスター化」 地域活性化 

「バイオマス（特に木質系）は他の再生可能エネルギーとは大きく異なる特徴が 
 あり、広い視座が必要、単なる電力面（FIT制度）のみからでは如何なものか」 
 （木の用材として、エネルギー源として、炭酸ガス吸収の点から、健康保養や 
  観光景観などなど金銭的価値、お金では計れない価値も有し、且、相互に 
  関係性がある） 
 
「貨幣的大小からのみの視点から変えて、地域内での有形無形の財のやり取り 
 も勘案した広く、地域社会公共財として木材である観点へ」 
 
「材を使い尽くす」 

低炭素・循環・持続可能社会の形成へ 

木を見て森を見ない政策 

その方策の一例は 

25 26 26 
26 26 

Proprietary Information of EBARA Corporation 

ブランド農産物 
（米・麦・豆・野菜等） 

CO2固定 
森林保全 
 

堆肥利用 
減農薬栽培 

生ごみ 

可燃ごみ 

工業産廃 

都市部 

都市系ごみ 

電気 
熱ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ 

家畜ふん尿 

農業廃棄物 

地方農村地域 

木質系廃棄物 

樹木・草本・農作物 

電気 
熱ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ 

再生可能ボード（木工品 等） 

ポリ乳酸製造システム 

精製・加工 

リグニン抽出 糖化 

ウッドプラスチック 

Ag
ric
u 
Ch
emi 

農薬、医薬品 

化粧品、洗剤 

食品添加物、食用油脂 

ﾏﾃﾘｱﾙ 
ﾘｻｲｸﾙ 

ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ 
生産 

水素 

バイオガス 

堆肥化施設 

再資源炭化施設 

都市・産業からの廃棄物 

メタン発酵施設 

資源ガス化新システム 

市民生活からの廃棄物 

農林・畜産廃棄物中の 
バイオマス資源 

鉱物資源代替工業分野 

資源用バイオマス 
育成分野 

燃料電池 

電気 
熱ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ 

バイオマス発電 

マイクロガスタービン 

分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ供給 
   コンプレックス 

燃料 
（メタノール・エタノール） 

バイオマスリファイナリー 
産業コンプレックス 

アルコール発酵 

廃棄物産業分野 

廃棄物産業分野 

山林や農地で生産される 
バイオマス資源 

生分解性プラスチック 
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C1化学へ 

バイオマス産業コンプレックス 

森林材の使い尽くし（循環利用） 一気通貫で採算は？仕組みで検討 

暗い森林 

農地 堆肥 
灰 

生ごみ 

間伐材 

用材 

 

 

チップ（0.5～1万円/m3) 

丸太 

割り箸 
（100億/年膳不足） 
（0.7～2.5円/箸） 

オガ粉＊ 

  + 
オガ粉＊ 
   + 
敷料・糞尿＊＊ 

敷料＊＊ 

熱    電気 

（市民の建築用  
・幼児遊具） 

市民ファウンドレイジング 

ペレット（1.8 万円内外/m3) 

 
          8 円/kwh 
 灯油12.4円/kwh 

明るい森 
市民・学生参画 

 都市  地域連携   町村 
温暖化対策       森林整備 
水源涵養         産業振興 
環境教育         水管理 
市民健康向上    

観光（トレイル、乗馬、
森林浴） 

紙 

整備管理 

炭・木酢液 
（食いもの屋、
園芸用） 

下地材
内装材 
型枠材 

カーボン 
オフセット検討 

① 

② 

④ ③ 

利用順位①、②、③、④ 
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・真庭はエネル
ギーの11％を賄う 

・2kgペレット
＝１㍑灯油 

熱利用と電気の回収イメージ！ 

浴場、プール、  

給湯 

床暖 

エネルギー 
センター 
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集材 

加工・エネ化 

エネ利用 

エネルギー
センター 

・エネセンと養護施設・
公民館・体育館などと同
一地区に防災拠点 

熱電併給（コージェネ）の推進策 

ドイツにおける木質バイオマス発電の 

ＦＩＴ買取価格の動向 
 

                               セント/kWh 

 

 

 
 

    2009年は林地残材等への割増、熱電併給への割増を含む 

    2012年は林地残材等への割増を含む 

   年       熱電併給       電力のみ 

150-500kW 5-20MW 150-500kW 5-20MW 

2009年 20.2 10.8 17.2 7.8 

2012年 18.3 6.0 FIT対象外 FIT対象外 
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木質バイオマス発電（コージェネ型） 
と地域の熱需要の関係 

                  （別途の熱供給） 

 

                    熱需要 

  電力 

            熱 

コージェネ
発電 

ＦＩＴ売電 

熱需要の下限に 
対応した熱利用 
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http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.itempost.jp/addimg/index.php?f=http://img12.shop-pro.jp/PA01068/221/product/12414265.jpg&imgrefurl=http://www.itempost.jp/detail/2/PA01068221/12414265&usg=__vRQIyRk38UO3-8iuHooQjaX_Z9k=&h=500&w=500&sz=8&hl=ja&start=106&itbs=1&tbnid=fMMmsFMaWeNRiM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=%E7%B4%99+%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB&start=100&hl=ja&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.10pos.net/shopimages/central/005002000002.jpg&imgrefurl=http://www.gmo-toku.jp/%E7%89%B9%E4%BE%A1/srch/ct60/or3/tp1/pt2/&usg=__jyg6y8kkeen624FB4xOw25p4IVI=&h=600&w=600&sz=15&hl=ja&start=28&itbs=1&tbnid=HNoWFMJxPY30MM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=%E7%B4%99+%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB&start=20&hl=ja&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.kobamokuzai.com/images/koba/wood2.jpg&imgrefurl=http://www.kobamokuzai.com/business/woodchip&usg=__3bGPTbDsG8TnYLd2LMBATQ8ZWME=&h=480&w=640&sz=77&hl=ja&start=10&itbs=1&tbnid=e4xJ_KOxLQC9wM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q%3D%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%26hl%3Dja%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1,ic:specific,isc:brown
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バイオマス発電WG 経過報告会 
  

『小規模バイオマス・コジェネの将来像』 

認定NPO蔵前バイオマスエネルギー技術サポートネットワーク 

（Ｋ‐ＢＥＴＳ） 

常務理事 渡邉雅樹  

31 

Ⅰ 【バイオマス発電設備の事例検証】 
 
１．バイオマス発電計画 事例・北海道江別市 王子ホールディングス 
 
２．バイオマス発電計画 事例・宮崎県日向市 中国木材 
 
３．バイオマス発電計画 事例・宮城県気仙沼市 
                    気仙沼地域エネルギー開発 
 
４．バイオマス発電計画 事例・島根県江津市 エ・ビジョン 
 
５．バイオマス発電計画 事例・岐阜県瑞穂市 岐セン 
 
６．バイオマス発電計画 事例・高知県高知市 土佐グリーンパワー 

32 

Ⅱ 【小規模バイオマス発電設備の評価】 
 
１．小規模バイオマス発電 事例・埼玉県秩父市 秩父元気村 
 
２．小規模バイオマス発電計画 事業構想（目標） 

 
 
Ⅲ 【小規模バイオマスガス化発電設備】 
 
１．超高温水蒸気式ガス化発電の特徴 
 
２．小規模バイオマス発電計画 事業性の検討 １００ｋＷ（送電端） 

33 

Ⅳ 【バイオマス発電 事業検討 木質チップ価格 
                        （輸送費含）】 
 
1．木質チップ用原料丸太の生産 
  （林地から集積土場まで） 
 
２．集積土場近辺にてチップ加工 
 
３．チップ保管場からバイオマス利用（発電所）までの輸送費 
 
４．木質チップ販売価格（発電所納入） 
  輸送距離 平均１００ｋｍの場合 
  （追加）輸送距離平均３５ｋｍの場合 

34 

Ⅴ 【小規模バイオマス・コジェネ設備】 
 
１．木材乾燥機の熱源利用 構想案 
 
２．小規模木質チップ製造・乾燥設備に利用 
  １００ＫＷコジェネ設備 
 
３．小規模ペレット製造に利用 １００ＫＷコジェネ設備 

35 

Ⅵ 【小規模バイオマス・コジェネの将来像】 
 
１．ＦＩＴ施行後の展望 評価と課題 
 
２．小規模バイオマス・コジェネの将来への課題 
 
３．林地残材の集材コストの低減 
 
４．制度改革＆ＦＩＴの熟成度アップ 

36 
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えいか 

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
経過報告会  第２部 

報 告 （フィールドワーク・事業化支援関係） 

 ○群馬北部フィールドワーク  土屋 博 (社)JC総研 理事長 

 ○みなかみバイオマスエネルギー推進協議会 

   河合純男 氏 (株)りゅういき自然エネルギー 代表 

   杉浦英世 市民キャビネット農都地域部会 事務局長 

 ○飯能バイオマス発電ガス化炉見学会 渡辺雅樹 氏 K-BETS 常務理事 

 ○スターリングエンジン 手塚信利 氏 (株)スターリングエンジン 会長 

37 

群馬県水上北毛（利根沼田）地域の
森林の状況と木質バイオマス発電 

＜森林の状況＞ 

○151,000haの森林（うち97,000haが国有林） 

○国有林は5か年計画にもとづき施業（伐採は
28,000haの人工林のみ） 

○2011年の渋川県産材センター（県森連）設置
後、民有林の素材生産量は倍増 

○センターはＡ材からＣ材まで無選別で受け入
れ、格付別定額で買取。Ｃ材（4,000円/㎥で買
取）はチップ加工し、製紙用に売却。 

38 

＜木質バイオマス発電の状況＞ 

①（株）吾妻バイオパワー 

・東吾妻町。2011年から営業運転。13,600kW（8,500万
kWh)の大規模バイオマス発電。 

・建築廃材と剪定枝をチップ状に破砕・裁断したものを県
内および隣接県から受入。 

・2013年3月からＦＩＴ適用。未利用材の受入を検討。 

②新たな動き（未設置） 

・未利用材の利用をめざして、みなかみ町で（株）クリー
ンエネルギー沼田が3,000kWの中規模コージェネ、 み
なかみバイオマスエネルギー推進協議会が300kWの小
規模コージェネに向けて取り組んでいる。また、川場村で
も350kWの小規模コージェネに向けて取り組んでいる。 

 
39 

「みなかみバイオマスエネルギー推進協議会」 
が本年９月２５日、設立されました！ 

(株)りゅういき自然エネルギー 河合純男 
40 

植林 

雑木林 

市街地・集落 

農地 

発電所建設への調査、合意形成、
事業計画作り、建設、そして稼働 

みなかみ町 

５０年先も 豊かなりゅういきで 輝いて暮らそう！ 

木質バイオマス発電 

バイオ燃料の調達 

『みなかみバイオマスエネルギー 
 推 進 協 議 会』 

山林・農地の再生 

地域産業の創出 

農山村の活性化 

りゅういき＝生活圏 
自然と共生 

エネルギー安定供給 
自給率向上 

地 域 の 協 働  

行政、農林業、住民、 
事業者、ＮＰＯ 

利根・沼田 

電気・温水・蒸気の供給 

バイオマス循環 
低炭素 

森林・地域資源、木質バイオマスエネルギーを活用する取組み 

41 

設 立 趣 旨（１） 

• みなかみ町では、農林業者の減少と高齢化
が進み、放任された田畑山林が多く見受けら
れます。 

• 山林、農地をバイオマス燃料の供給源として
活用し、地域にエネルギー産業をおこすこと
ができれば、雇用が生まれ、山林の手入れも
可能となります。 

• アイデア次第で、電気・熱を利用した新規産
業を創り出すことができます。 

42 
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設 立 趣 旨（２） 

• 農林業者、住民、企業、行政、団体、NPOが
協働して、「みなかみバイオマスエネルギー
推進協議会」を設立しました。 

• 未利用の森林資源、地域資源を活用した再
生可能エネルギー発電事業を積極的に推進
していきます。 

• 協議会は、みなかみ町や企業、各種団体、個
人で構成されています。 

43 

みなかみバイオマスエネルギー推進協議会の構成 

森林・木材組合 
農協など 

行 政 金融機関 

商工・観光団体 
など 

農林業者 

住 民 

企 業 

推 進 協 議 会 

専門部会 

事 務 局 

役 員 会 会 長 

（予定含む） 

ＮＰＯなど 

44 

活  動  予  定 

• 小規模の木質バイオマス発電所を建設する
取組みをはじめます。 

• 燃料（未利用木材）調達と電気・熱供給（コ
ジェネ）の仕組みづくり、設備・建設地の検討、
環境・地域社会への影響調査を行います。 

• ステークホルダーの連携を丁寧に進めます。 

• 地域の発展へ一緒に活動しませんか？ 

• 協議会へ入会をお願いします！ 

45 46 

みなかみバイオマスエネルギー推進協議会 
設立記念シンポジウム 

２０１３年９月２５日 

 仲埜 公平（なかの こうへい）氏 
 下川町（北海道上川郡） 環境未来都市推進課 
環境未来都市推進グループリーダー。 

 環境省入省後、違法伐採等の国際案件、カーボ
ン・オフセット等の国内制度設計等を担当。平成22
年に下川町へ。環境モデル都市、環境未来都市、
バイオマス利活用等の政策形成に従事。 

47 48 

６  環境未来都市 

産業 
（森林総合産業） 

      資源  
（エネルギーの完全自給） 

質の良い生活 

  社会     
（誰もが活躍・安心） 

成功モデルは日本全国、
そしてアジア各国へ 

森林総合産業 

超高齢化対応社会モデル エネルギー自給と低炭素化 

小規模分散型の再生可能エ

ネルギーで町内のエネル

ギー（熱・電気）を完全に自給

し、さらに近隣自治体へのエ

ネルギー燃料供給まで実現 

林業・林産業におけるシステム

を革新し、一連のコスト削減と高

付加価値化を図り、木材利用の

促進による自立型の収益性確

保を実現。 

森林で心身の健康を養い、町民の誰もが 

互助と協働により快適な 

暮らしを創造し続ける 

地域社会モデルを構築。 

自立・自律する発展基盤 

町独自の研究開発・インキュベーション機能、資金調達・投入

手法、チェックシステムを整備。 

「環境未来都市」構想 

 21世紀の人類共通の課題である環境や超高齢化対応等に関し、技術・社会経済システム・サービス・ビ
ジネスモデル・まちづくりにおいて、世界に類のない成功事例を創出し、我が国全体の持続可能な経済社
会の発展の実現を目指すもの。 

下川町、横浜市、北九州市、富山市、柏市 （被災地以外で５都市、平成23年12月選定。） 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file383.htm
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49 

７  バイオマス産業都市 

将来像 
（Ｈ34） 

現 在 
（Ｈ25） 

原 点 
（Ｓ28～） 

【地域波及効果：10年後】 

 ■直接波及効果 

  ・林業・林産業生産額７億円 雇用創出１０７人 

  ・燃料費コスト削減 ５８，０００千円 

  ・CO2削減４，７２８ｔ-CO2 

  ・ヤナギ資源量増加 ２，０００ｔ/年 

 ■間接波及効果 

  ・視察者 １，３５０人/年 地域経済効果１３，０００千円 

  ・燃料コスト削減分 子育て支援/更新経費基金 

  ・社会的側面・・・環境教育効果、地域への誇り・絆 

【主な具体化事業】 
  バイオマス資源を最大限・最大効率で利活用するシステムを構築しながら 

  ・林業、林産システム革新 

  ・分散型再生可能エネルギー供給システム整備 

   木質バイオマス発電施設 

  ・資源作物栽培の事業化、BDF製造拡大 

  ・未利用森林資源等の新用途加工 

バイオマス産業都市 

 バイオマスの原料生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、バ
イオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくりを目指す地域を７府省が共同で選
定し、連携して事業化プロジェクトへの支援を行うもの。 

 下川町、十勝地域（19市町村）、別海町、宮城県東松島市、茨城県牛久市、新潟県新潟市、愛知県大府
市、香川県三豊市（全国８地域、平成25年6月選定） 

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

50 

１１  町民とともに 

◆下川町快適住まいづくり条例 
 新築・改修等への地域材使用、気密性、断熱性能基準を満たすもの、木質バイオマス機器
の購入、太陽光発電設備の設置等に対する補助制度 
 ・地域材利用・・・最大３５０万円 
 ・リフォーム・・・最大４０万円 
 ・高気密・・・２０万円 
 ・高断熱・・・３０万円 
 ・木質バイオマス機器・・・２０万円 
 ・太陽光発電・・・３０万円 

◆１５年間一貫の森林環境教育 

◆みんなで考えみんなで創る環境未来都市しもかわ推進町民事業助成制度 
 町民３名以上または町内事業者２者以上による企画（イベント、新商品開発、普及啓発、
調査研究、人材育成など何でも）に最大２００万円補助 

森のあそび（３歳）   体験・見学（小学校）     作業（中学校）      実践（高校） 

51 52 

53 54 
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61 

えいか 

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
経過報告会  第３部 

パネルディスカッション  質疑応答  意見交換 

 渡部喜智 氏 農林中金総合研究所 理事研究員 

 笹内謙一 氏 中外炉工業（株）開発推進室バイオマスグループ長 

 竹林征雄 氏 (社)エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 理事 

 澤 一誠 氏 三菱商事（株）新エネルギー・電力事業本部シニアマネージャー 

 杉浦英世 市民キャビネット農都地域部会 事務局長 

62 

えいか 

バイオマス発電事業化促進ＷＧ 
経過報告会  第３部 

【 前 半 】 コメント、質疑応答 

 ・ 各パネリストから、第１部・第２部についてコメント 

 ・ ご参加の皆様から質門をいただき、各出演者から回答 

【 後 半 】 意見交換 

 テーマ① 地域の小規模バイオマス発電促進、コジェネ推進 

 テーマ② ＷＧのこれからのすすめかた 

63 

バイオマス発電事業化促進ワーキンググループ 
  

 経 過 報 告 会 

ご参加ありがとうございました。 

１月２５日フォーラムで、また
お目にかかりましょう。 

ご参加ありがとうございました。 

１月２５日フォーラムで、また
お目にかかりましょう。 

64 


