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バイオマス発電の事業化促進のための提言（第 3次） 

             平成 26年 12月 8日 

 

          市民キャビネット農都地域部会 

          バイオマス発電事業化促進WG有志 

            

 

1． はじめに 

 ・当バイオマス発電事業化促進WGでは、昨年 6月に第 1次、12月に第 2次 

の提言を取りまとめ、関係方面に提出しました。これら提言について、「規

制改革ホットライン」での対応をはじめ関係方面での対応に謝意を表するも

のですが、なお、未対応・対応不十分の事項もあり、引き続き具体化を推進

中であります。 

 ・この間、「エネルギー基本計画」（本年 4月 11日閣議決定）で「原発依存度 

の可能な限りの引下げと再エネ導入の最大限の加速」が基本方向とされ、「木 

質バイオマス等（バイオ燃料を含む）」についても、「安定的に発電を行うこ 

とが可能な電源となり得る、地域活性化にも資するエネルギー源である」な 

ど大きな意義を有するものとして位置付けられました。 

 ・これらの状況を踏まえ、当WGとしても、「木質バイオマス発電導入の最大 

限の加速」に向けて、さらに様々な検討を行った結果、「第 3次提言」（6 

項目）を取りまとめたので、ここに提出する次第です。 

よろしくご検討・ご対応のほどお願いします。 

 ・引き続き、「再生エネルギーの導入加速、森林・林業の再生、地域活性化の 

促進」を総合勘案しつつ、バイオマス発電の事業化促進に向けて諸活動を 

展開していくので、よろしくお願いします。 

 

2．第 3次提言項目 

 

（1） 再エネ目標と主な実現方策 

① エネルギー基本計画の基本方向と具体的目標 

・参考値（ｐ20）に関しては、3.11後の目標も追加すべきである。 

すなわち、再エネ目標は、2009．8の再エネ比率 2020 年、13.5％（1,414

億 KWH）や 2010．6の 2030 年、約 2割（2,140億 KWH）を参考にし

ているが、3.11後の 2012.9の 2030年、30%（約 3,000億 KWH）等も

参考にすべきである。 
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［関連］これを裏付けるマクロ見通し・ポテンシャル（再エネ全体・バ 

イオマス）のデータ（別添、ご参照） 

 

② 主な実現方策（以下の事項等が考えられるが、この中で、今回、本提言

に続く提言（2）～（6）を取りまとめた） 

 ・規制改革 

  *電力システム改革の実効性確保 

 ・FIT運用の見直し 

  *木質バイオマスにも規模別区分の導入を 

  ・供給力の確保策 

*系統容量の確保 

*林業の産業化による供給増大、チップ・ペレットの全国的流通の 

拡大、輸入材による対応等 

・技術開発 

  *焼却灰の用途開発 

  *石炭混焼の技術開発 

  *森林・木材の伐採・搬出方法の抜本的改善 

 

［今後の検討課題］ 

・木材証明ガイドライン（輸入材）の運用の円滑化・適切化 

・地域での取組の本格化―総力の結集 

  *エネルギー協同組合の設立促進と活動の強化 

    ・FIT法制度の見直し・その他 

      *熱電併給の取扱い、熱供給事業の普及促進 

 

 

（2） 焼却灰の発生量の低減・処分・再利用と用途開発 

① 木質バイオマス発電に際しての焼却灰の発生量の低減を図るため、研究

開発を推進されたい。 

② また、焼却灰の再利用については、事業採算・企業経営上の課題のみな

らず、「循環型社会形成」の一環としても意義づけられており（「規制改

革ホットライン」回答、参照）、その促進を大いに進めるべきである。 

このため、用途開発を関係団体で進めるとともに、国での積極的取組を

期待したい。 

→「循環型社会形成」の一環の具体化： 

環境省、林野庁、経産省、 
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（注）環境省通知（平 25.6．28）、バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該 

当性の判断事例集（平 25．3）の的確な運用・活用を進められたい。 

自治体での対応に、依然時間がかかるとの指摘も聞かれるところであ 

る。 

 

【関連】廃棄物発電への木質バイオマスの混焼可能性も検討を進めるもの 

とする。 

 

 

（3） 送電網の利用促進    

① 優先接続の徹底等 

・ドイツＥＥＧ法では、送配電業者は、原発を含む既存電源に優先して

再エネの接続を行う義務がある。日本 FITも同様とされたい。 

・日本の優先給電ルールでは、原発は出力調整の対象外とされている。

ドイツ並みに、原発も出力調整の対象とすべきである。揚水式を除く水

力についても、一定の場合に出力調整対象とすべきではないか。 

また、バイオマスは、安定電源等の理由から、ベースロード電源とし、

出力調整の対象外とされたい。 

 

② 接続費用の負担：「規制改革ホットライン」回答との関係 

・ドイツでは、接続費用は、送配電業者負担とされている。 

・日本の場合、ＦＩＴで買取価格算定コストの「資本費」に含められて

いるとされるが、具体的数字は明確でない。また、これは、あくまで標

準的なケースであり、容量不足への対応が必要な場合等には、別途の手

当てが必要と考える。 

 

（注）容量不足への対応―みなかみ・群馬北部の事例→東電新方式へ 

の対応 

③ 送電網・システムの整備 

・総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会における「接続保留・

系統問題」の検討にあたっての提案（資源エネルギー庁あて、10.22）の

具体化を進められたい。（別添、ご参照） 

 

（4） FITの木質バイオマスについて規模別区分の導入   

① 当ＷＧとしては、「再エネの普及、森林・林業の再生、地域活性化」の 3
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要素を総合判断して、バイオマス発電の事業化を促進することを基本と

するが、大規模・中規模・小規模の特性、長所・短所などを十分認識の

上、具体化を図ることが重要と考える。 

② FIT においても、再エネ法に照らし、規模別のコスト構造に着目して、

規模別区分を導入すべきである。 

 

（注）・エネルギー基本計画（平 26.4．11）「・・・規模のメリットの追求、・・・」、

「小規模な再生可能エネルギー源を組み合わせた分散型エネルギーシステ

ムの構築を加速していくよう、個人や小規模事業者も参加しやすくするため

の支援を行っていく。」 

   

 

（5） 石炭混焼の促進   

① 石炭混焼については、低コストで有効な CO2削減という見地から、一層

の促進が期待される。 

② 全体的に見ると、現在、電力会社の石炭火力発電所での木質チップまた

はペレットの混焼が中心となっているが、今後は、一般産業自家発電用

微粉炭ボイラーや、FIT で新規設置するボイラーで木質ペレットを混焼

することを含めた総合的な導入促進を図られたい。このように、ＦＩＴ

利用のケースもあるが、むしろＦＩＴ以外のケースでの増大も期待され

る。 

（参考） 

・自治体での取組（島根県等） 

・エネルギー基本計画（平 26.4．11）：「・・・既存発電所における 

混焼など、…各種支援策を総動員して導入の拡大を図っていくこと 

が期待される。」 

③ 今後の取組状況と課題 

混焼率アップの取組は、様々に行われてきており、バイオマス専用ミル

設置によって混焼率を 25％程度まで上げる技術開発は完了しているが、

経済性を考慮すると、燃料転換のみで混焼率を 30％以上高めることが可

能な TorrefactionPellet の導入促進を図られたい。 

・新エネルギー導入促進協議会 

・NEDOでの取組 

・技術開発―半炭化(Torrefaction) 
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④ 促進体制づくり 

以上の状況に鑑み、以下の促進体制の整備が期待される。 

・地球環境問題対応（石炭火力発電増大の状況下、CO2削減強化策の必 

 要性）との連携―環境省、経産省 

・自治体・関係団体との連携 

・WGないし地エネ協に、石炭混焼促進 PTの設置を検討 

 

     

 

⑤ FITでの検討課題 

・既存の自家発電設備を活用した場合でも、混焼したバイオマス由来の

電力の分のみ FITレートで売電できる制度を完備されたい。 

 

（6） 間伐材等の伐採・搬出方法の改善 

  我が国は、豊富な森林国で、森林蓄積量は、年々増大しているにもかかわ 

らず、また、一方で、木質バイオマス発電需要が、大きく伸びてきている 

にもかかわらず、木材生産は低迷して対応できず、供給不足の懸念を招く 

状況にある。 

 このような状況を打開するため、間伐材等の伐採・搬出方法の改善を図 

る必要がある。   

① 車両方式と架線・チェーン方式・ロープ方式の特性の発揮と総合的推進 

 

② さらなる生産性向上・コスト削減の探究と普及推進 

・Kシステム、桜山きづきの森方式 

 

③ 路網整備、作業道整備のあり方 

 

④ その他の技術開発の可能性の探究 

 

（注）木質バイオマス供給ポテンシャルの現状と見通し 

  ・ＦＩＴ適用を前提に、多数の木質バイオマス発電案件が登場して 

いることから、燃料供給・木材供給不足の懸念の声も聞かれるが、 

林野庁は、「マクロ（資源）需給からみて、不足のおそれはない。 

効率的生産・流通体制の整備を図っていけば、対応可能」との見 

解と思われる。 
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〔今後の検討課題〕 

（7）木材証明ガイドラインの運用の円滑化・適切化   

木質バイオマス発電用の輸入材について、「合法性ガイドライン」も含め、木

材証明ガイドラインの運用の仕組や運用の状況を把握し、必要に応じ改善を図

るものとする。 

   

（8）“エネルギー協同組合”への取組の強化   

（注）エネルギー基本計画（平 26.4．11）「小規模な再生可能エネルギー源

を組み合わせた分散型エネルギーシステムの構築を加速していくよ

う、個人や小規模事業者も参加しやすくするための支援を行ってい

く。」 

＊基本は、確実に立地できるという「優先接続」の設定 

＊地域住民等が発電事業の主体と成り得るように、市民ファンドを容易に作れ

る施策を実施し、日本版エネルギー協同組合の活動を促進することを望む。 

（注）再生可能エネルギーの活用で地域の活性化を図るため地域の住民が協

働して再エネ発電事業を進めようとする際の資金調達の方法としてド

イツの「エネルギー協同組合」等の仕組は有用であり、参考となる。 

  （現行農協・生協・中小企業等協同組合法での対応可能性如何） 

 

（9）熱電併給・熱供給事業の評価 

①熱電併給の FIT対象化については、様々な論点があり、なお、十分な検 

討を続けるものとする。 

 

③ 熱供給事業の促進については、エネルギー基本計画に、諸方針が盛り込 

まれており、その具体化をフォローするものとする。 

     

 

                        

以 上 
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提言先 資源エネルギー庁・林野庁・経産省・内閣府・関連 NPO・発電事業者 

提言Ⅲ‐① 再エネ目標と主な実現方策 

提言内容 

・エネルギー基本計画における「原発依存度の可能な限りの引下げと再エネの最大限導入加速」

の具体化のため、 

① 再エネ目標については、供給ポテンシャルを十分に把握の上、世界の動向も参考に、極力高め

の目標設定を行われたい。 

② 目標実現のため、各種施策を総動員するとともに、民間・地域での自主的取組の加速に努める

ものとする。 

  

現状及び課題 

1． エネルギー基本計画においては、再エネ目標の参考値として、3.11前の目標が掲げられている 

が、3.11 後の目標も掲げられるべきである。 

(1)エネルギー基本計画の具体的目標 

・参考値（ｐ20）―再エネ目標は、2009．8の再エネ比率 2020年、13.5％（1,414億 KWH）や 

2010．6 の 2030年、約 2 割（2,140 億 KWH）を参考にしているが、3.11 後の 2012.9の 2030年、 

30%（約 3,000億 KWH）や世界の動向(注 1)等も参考にして設定すべきではないか。 

（注１） 

＊革新的エネルギー・環境戦略（2012．9 ） 

＊世界の動向―スペイン：2020年 40％、ドイツ 2030年 50％、アメリカ（カリフォルニア 

州）2020年 33％など 

・2020 年の目標として掲げる 13.5%は、既に設備認定された案件の状況からしても、達成は容易

なレベルである。 

→再エネ電力の導入目標値を議論する時は、設備容量ベース（kW）ではなく、発電量ベース 

（kWh）とするべきである。設備利用率が 12％と低い太陽光発電が 6,000万 kW増えても発電 

電力量は 630億 kWhにしか増えない。 

 

（2）再エネ導入目標の設定について（エネ庁あて「緊急提案」（10．22）［抜粋］） 

エネルギー基本計画に基づくエネルギー・ミックスの検討を念頭に、再エネ発電の導入目標

を以下の通り設定することを検討されたい。 

① 2030年の再エネ発電電力量（kWh）目標設定（2020年中間目標設定） 

② 電源種類（太陽光、風力、バイオマス、地熱、小水力）別目標設定 

③ 地域別導入可能量の設定（実態に則した計算根拠を公表） 

   【参考】澤氏（11.10 資料ｐ5） （別添①-1） 

 

【関連】我が国のバイオマス発電の目標・見通しについて、世界の動向も参考に検討すべきであ

る。（別添①-2） 

① IEA：2013年公表「世界の長期エネルギー見通し」 

② エネ庁資料(平 26.5.12) 
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③ 和田先生(平 26.8．25) 

④ 自然エネルギー白書（ISEP） 

⑤ その他 

 

3.目標実現のための方策としては、以下の事項等が挙げられるが、この中で、今回、本提言に続く

提言②～⑥を取りまとめたものである。 

①規制改革（焼却灰の処理、送電網の利用促進等） 

*電力システム改革の実効性確保―「広域的運用機関」を活用した（文字通り）広域的な運用 

実施による再エネ資源偏在による制約の解消 （風力、バイオマス関連） 

② FIT運用の見直し（木質バイオマスについて規模別の導入、木材証明ガイドライン、石炭混 

焼の扱い等） 

③ 供給力の確保・強化（伐採・搬出・輸送・全国流通等の改善、担い手の育成）） 

④ 技術開発（伐採・搬出、発電、石炭混焼、焼却灰の用途開発等） 

⑤ 地域での取組の本格化―総力の結集（協同組合、NPO、中小企業、地域金融機関等も含め） 

⑥ FIT法制度の見直し（接続費用負担、熱電併給の扱い） 

⑦ その他（熱供給事業の扱いなど） 

 

期待される効果 

 1. これらにより、バイオマス発電の事業化・運営が容易になり、普及が促進される。 

  

必要な措置 

1． 計画策定 

2． FIT法運用の見直し、FIT 法改正 
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提言先 環境省、木バス協議会、JORA、全木リ連 

提言Ⅲ‐② 焼却灰の発生量の低減・処分・再利用と用途開発 

提言内容 

１． 焼却灰の処分・利用に関し、環境省通知の徹底と運用の適切化を図る。 

２． 焼却灰の発生量の低減のため、研究開発・低減策の普及を推進されたい。 

３． 焼却灰の用途開発について、関係団体での取組の強化を期待する。国も、循環型社会形成

の一環として、ＮＥＤＯ、産総研等での技術開発・用途開発に取り組まれたい。 また、新技

術による新用途向け製品についての普及を促進されたい。 

 

現状及び課題  

１． 環境省通知の運用の実情と評価 

（1）自治体において、廃棄物該当性判断に時間を要するケースが多いとも聞く。 

（2） 有価物として判断された事例 

  ・用途:土壌改良剤、融雪剤、燃料等 

  ・燃料用→具体的にどういう利用か？運用の実情と評価 

 

2．関係団体等での取組 

・全木リ連において、平 26 年度事業で、「おが粉（製材過程で出る）の用途開発」（焼却灰では

ない） 

［参考］今泉氏：木質バイオマス発電の採算性に大きく影響する「灰」の処理(抜粋) 

■灰処理はトン当たり 1万 5,000 円以上 

木質チップ燃料を焚くと灰が出ます。これの量がハンパではありません。5,000kW 級の

木質バイオマス発電所では、年間 6 万〜7万トン程度の木質チップ燃料を焚きます。 

燃料のおおむね 10％程度の灰が出ます。(注)年間 6 万トン焚くとして、灰の量は 5,800

トン。1日、18 トンの灰が出ます。 

 (注)この燃焼灰の見積もりには疑問も出されている。1～2％との説もあり。いずれに

せよ、排出量の低減を進めることは課題。→今泉氏のコメント：日本の木質バイ

オマス発電プラント（5,000kW 以上）は、欧州で普及している木質バイオマスボ

イラー（熱、・温水供給用途がほとんどだが）と比べると燃焼効率が悪く（燃焼灰

の発生率が高い）、燃焼灰が 6～10％出る。欧州の同ボイラーは、燃焼状況をコン

ピュータ制御するため、1～2％程度の燃焼灰しか出ない。 

この灰は、産業廃棄物。従って、法に則った処理をしなければならない。普通に考えれ

ば、産業廃棄物業者にお金を払って引き取ってもらうということになります。 

灰の引取量は、1トン 1万 5,000 円〜1 万 7,000円程度。1万 7,000 円で計算すると年間

1 億円弱の灰処理費ということになります。→買取価格でも算定対象（ただし、数字は不

明） 

5,000kW 級木質バイオマス発電所の年間売電売上は、12 億 6,000 万円。その 8％近い灰

処理コストということになります。仮に灰処理コストがまったく要らないとすれば、プロ

ジェクト IRRが 2％程度跳ね上がります。それほどまでに灰の処理費は大きい。 



10 

 

■灰を森林に戻すのが自然 

この灰を、産業廃棄物としてではなく、どうにかして有効活用することはできないか？ 

仮に、1 トン 1,000 円であっても、有価値なものとして売ることができれば、採算性は

ぐっと増します。 

木質バイオマス発電所の灰は、もともとは森林の樹木。燃やして出た灰を森林に肥料

として戻すことができれば、エコライフサイクル的にも有意というもの。実際に、灰を

森林の肥料として還元することの有用性を確かめる研究はあちこちでなされています。 

 

木質バイオマス燃焼灰の林地還元に向けた基礎知見 

九州大学 折橋 健ほか 2011 

木質ペレット燃焼灰を適正かつ安全に有効利用するための調査研究 

高知環研所報 十川紘一、山村貞雄 2009 

灰を森林に戻すルートが（ビジネスモデルが）確立すれば、木質バイオマス発電所

は採算性の成約を免れてより広範囲に普及すると思います。 

 

４． 国等での取組 

 ・「規制改革ホットライン回答」（別添②-1）―「循環型社会形成」の観点から有用 

 ・環境省、経産省（リサイクル推進課、紙業課）、林野庁 

 

５． 燃焼灰発生量の低減及び新用途開発のための研究開発の促進 

・燃焼状況のコンピュータ制御 

６． 新用途開発後の新製品の普及の促進 

 

【関連】 廃棄物発電への木質バイオマスの混焼 

I 氏（日本環境衛生センター）「ごみ発電を核とした地域内の低炭素化を進めることもごみ発電利用

の 1 つの方法であり、この場合は他の再エネを併用しながら調整することも工夫の一つである」

（8.27、BIN 研究会） 

・「木質バイオマス」を混焼できないか、検討の要。 

・現在、「一般廃棄物発電のみが、交付金対象であり、木質バイオマスによる発電は、交付金対象に

ならないため、混焼は実行できない」との見解も聞くが、交付金制度の見直しは考えられないか？

（再エネ導入の最大限加速の観点から一括対象化するか、一般廃棄物分のみに按分して交付金を交

付するかして実施できないか） 

・かつて、東京都が、スギ花粉対策で、検討したが頓挫したとも聞く。 

期待される効果 

 1. 焼却灰の発生量の低減、新用途開発・新製品販売により、木質バイオマス発電事業の採算性が

向上し、事業化が促進される。 

必要な措置 

１．予算措置 
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提言先 エネ庁、内閣府 

提言Ⅲ‐③ 送電網の利用促進 

提言内容 

１． 優先接続・給電について、再エネの優先の徹底（まず、火力等の出力抑制を行うこと、原発も

出力調整の対象にすること、バイオマスは、出力調整の対象外とすること）を図られたい。 

２． 接続費用の負担については、インフラ整備の一環として、開発事業者ではなく、送配電業者と

されたい。 

３．運用改善および設備増強により送電線の有効利用を実現されたい。その前提として、送配電会

社の徹底かつ前倒しの分離を実現されたい。 

 

現状及び課題 

１． 送電網の利用について、現行ＦＩＴの優先接続・給電規定および送電網設置費用負担規定は、

不十分ないし不適当である。このため、各地で、接続制限等の問題が出てきている。（別添 1:

日独比較） 

① 優先給電ルール（別添③-1） 

・まず、火力発電等の出力抑制を。 

・バイオマスの位置づけ―現在、石炭火力等と同じ扱い→安定電源、地域活性化効果大で

あるので、ベースロード電源・出力調整外とする。 

【参考】バイオマス発電のメリット、デメリット（澤氏、11.10 資料 p8） 

 ＊メリット―・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％） 

      ・火力発電同様、発電量を主体的にコントロール可能（太陽光・風力のバッ 

クアップ電源になり得る） 

          ・太陽光・風力と違い、燃料を輸送可能（必ずしも原料のある所に立地する 

必要はない） 

     ＊デメリット―・燃料（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→これこそ総力を結集して対応・克服していくべき課題である。 

・原発は、現在、出力調整の対象外（ドイツでは、対象）、出力調整の対象にできないか。 

・揚水式を除く水力発電も、一定の場合に(老朽ダム等)、出力調整対象にできないか。 

② 接続費用負担―開発事業者の負担（ＦＩＴで買取価格の算定コスト対象に入れている（「規

制改革ホットライン」回答、具体的には、太陽光:1.35 万円/KW、バイオマス：？   ）、

とされるが、これで十分対応できているか？） 

（別添③-2） 

③ 容量不足への対応―群馬北部での事例（平 26.7．24）→従来方式の変更が行われ、一歩前

進。ただし、接続費用負担の方式に問題 

   ＊従来方式：系統連系により、最初に送電容量を超過する事業者が、送電容量対策工事費の 

全額を負担、その後 3 年以内に当該系統に連系する事業者が当該対策工事費を按分して 

負担 

   *新方式:系統連系を希望する事業者を対象に「上越幹線」の送電容量対策工事費用を分担し 
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て負担する入札募集を実施 

 ＊新方式の問題点：  

・入札結果で、参加は数社に絞られる？ 絞る基準は、応札価格の高い順から  

→・このような特殊の場合は、FITでカバーしておらず、費用負担について、 

別途の手当てが必要ではないか。 

   ④容量不足への対応―今後の方向 

＊基本は送電事業者負担とすべき（送電分離を睨んで）［ドイツは送配電事業者負担］ 

＊（一時的手段としての）競争入札の場合でも、地域事業者主体の事業のために、「地域枠」

（別枠）の設定を。 

 

２．送配電網の整備と中立化の徹底 

①送配電網を有効に利用するため、系統運用ルールの改善、広域系統運用機関の機能強化及び前倒

し活用、 需給予測システム技術の向上、域内送配電網増強、地域間連系線の増強を図られたい。  

 

②送配電会社分離の徹底と前倒し 

電力の供給は極めて公共性が高い事業であり、特に送配電線網の維持、拡充、管理は、公共的な

視点で、高いレベルの状態に保たれる必要がある。電力システム改革の主要要素である送配電会

社の分離、中立化の徹底と前倒し実施を検討されたい。配電部門に関しては、必要あれば、地域

の自治体に移管して責任を持たせることも検討されたい。インフラ会社を監視する機関の中立性

を担保するため、3 条機関とされたい。 

 

【参考】 

 総合 資源エネルギー調査会 新エネ ルギー小委員会 における 

「接続保留・系統問題」 の 検討にあたっての提案（エネ庁長官あて、10.22）（別添③－3） 

 

期待される効果 

 1. これらにより、木質バイオマス発電の事業化・運営が容易になり、普及が促進される。 

  

必要な措置 

1. 法運用の見直し 

2. 法制度改正 
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提言先 エネ庁、林野庁、JORA 

提言Ⅲ‐④ FITの木質バイオマスについて規模別区分の導入 

提言内容 

1． 規模別でコストが大きく異なる等の実情にかんがみ、規模別区分を導入し、規模別コスト・カ

ーブや規模別に一般的な発電方式を基に、発電原価を算出し、規模別価格を設定されたい。 

 

現状及び課題 

１． 現在、木質バイオマスについては、規模別は導入されていないが、 

① 木質バイオマス発電については、規模により、コストが大きく異なること（同じ蒸気タービン方

式でも、スケールメリットでこのような事情にあるが、さらに、規模により発電方式が異なると

いう事情も加わる）。 

② 再エネ法において、「規模ごとに」（3条 1 項）と規定され、規模別が想定されていること。 

③ 他の再エネについては、規模別が導入されていること。 

④ ドイツ等の FIT でも、木質バイオマスについて規模別が導入されていること。 

⑤ 規模によりコストが大きく異なるにもかかわらず、現行の制度では、5000KW 前提の買取価格一

本であるため、事実上、大規模発電（5,000kW 以上）の案件の具体化がほとんどであり、地域活

性化上、大きな効果を期待できる中小型案件の具体化が進まないこと。 

等から、規模別（たとえば数区分）の導入を図られたい。 

ただし、規模別買取価格設定に当たっては、国民負担との関係、森林・林業再生プラン（大ロッ

ト需要先への供給体制の整備）との整合性にも、留意の必要がある。 

 （注）エネルギー基本計画において「・・・規模のメリットの追求、・・・」も考慮事項。 

    区分の中での競争・市場メカニズムの導入は考えられてよいのではないか（買取価格の 

    設定：標準コスト方式、バルクライン方式、トップランナー方式等）。 

 

【参考１】大規模・中規模・小規模の長所・短所（対比表） （別添④-1） 

 

【参考 2】バイオマス活用の事業化モデル（例）（バイオマス事業化戦略、平 24．9.6）（別添④-2） 

    ・地産地消型と広域型の 2 タイプ 

 

【参考 3】バイオマス発電の各種方式、ガス化炉の方式別比較（澤氏、11.10 資料 p10～16） 

（別添④-3） 

 

2．具体的区分については、まずはエネ庁新エネ小委や調達価格等算定委員会での検討をフォローす

るが、たとえば、数案考えられる。（別添④-4、別添⑤-4中） 

 

・例 1：規模別コスト・カーブや規模別に一般的な発電方式を基に、発電原価を算出し、規模別価格

を設定する。 
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・例 2：木質バイオマス（特に未利用木材)発電の出力規模による細分化した買取価格設定が必要で

ある。（平 25．11.26、経過報告会） 

①大規模発電（５０００KW以上） 

②中型発電（２０００KWを中心に、１０００KW～３０００KW） 

③さらに、小型発電についての検討も 

 

・例 3：1,000kW以下の規模で、37～41 円/kWh との推測。この価格適用には、熱利用（CHP、コジェ 

ネ）が原則の模様。（11.10経過報告会、竹林氏報告）（別添④-5） 

 

（注）小型発電については、ＦＩＴ利用にこだわらず、熱電併給(コジェネ)を前提として、 

補助金制度の利用、民間自主ベース、地域ベース（自治体を含む）での取組も期待される。 

なお、小型ガス化発電については、既に何件か納入されているが、実際には順調に稼働して 

いる事例はないとも聞く。如何に考えるべきか？ 

【関連】 

・「高効率小型発電所の開発」―特定の企業と大学に研究させる NEDO方式では限界がある。 

案を広く募集して、国を挙げて議論する必要がある。 

 

【論点】 

＊S 氏（9.19）：規模別の買取制度を導入することで、バイオマス発電をどういう方向に推進したい

かが重要である。未利用材の買取価格３２円は未利用材をもっと使って欲しいという林野庁の意図

から設定された。しかし現実は大型の発電所ほどＰＫＳを主体に考えているものが多い。未利用材

の価格を高く設定したがその効果が出ていない。→買取価格は、政策的意図で設定されるものでは

ない。規模別価格も、再エネ法の規定からして、政策的意図ではなく、コスト構造に着目して導入・

設定すべきではないか。なお、当然のことながら、「バイオマス」は、再エネ特措法第 2 条で利用促

進対象として法定されており、規模の大小を問わず、利用を促進することが基本と考えられる。 

＊JORA（新エネ小委用資料、9.10 ）：燃料調達の効率性確保の観点から、小規模型の導入を推進す 

べき。（このため、規模別区分の設定を？ 中・大規模型は好ましくない？） 

→現状固定的前提での論とすれば、如何か。燃料調達の効率性確保は、伐採・搬出方法の改善、チ

ップ・ペレットの全国規模での流通、輸入材での手当なども考慮に入れ、もっとダイナミックに考

えるべきではないか。仮にこのような理由で規模別を導入せよと言うのだとすれば、疑問？（小規

模型に限定しようとするものであるとすれば、再エネ供給量確保にマイナス。再エネの最大限導入

に矛盾？）。また、再エネ法の規定からして、政策的意図で規模別区分を設定するのは、如何か。コ

スト構造が違う、コストに見合った買取価格設定を、ということであるべきではないか。 

＊農林省（新エネ小委用資料、11.6）：「木質バイオマス発電の集材範囲の競合のイメージ」→上記

同様、現状固定的前提での論とすれば、如何か。もっとダイナミックに考えるべきではないか？ 

①既設については、半径 50km 以内での生産力・供給力の向上の可能性は如何か。 

②新設については、生産力・供給力の向上の可能性、チップ・ペレット等の全国流通での対応、輸

入材による手当等の可能性は、どうか。 

③したがって、資料にある「「地域で集積可能な範囲での木質バイオマス発電の推進」として小規模

を推進」という立論は、疑問？ 他、上記同様の疑問？ 
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＊竹林氏（11.10）：①木質バイオマスは、人手の要らない、気候任せの自然エネルギーとは異なり、

労働と資本を要し、燃料費用が発生する。本来は、FIT と別の議論が必要。②「小規模は、割高、し

かし導入がしやすい、地域創生型」であり、バイオマスにも、規模別価格を設定する必要がある。 

③木質バイオマスエネルギー利用における熱の取り扱いについても、いろいろ検討の要がある。（別

添④-5） 

 

２．規模別価格が設定されるまでの間、一本価格と中・小規模案件のコストとの差額を補助するこ

とも考えられる。 

 

期待される効果 

 1. これらにより、中・小規模木質バイオマス発電の事業化・運営が容易になり、再エネの普及・

地域活性化が促進される。 

  

必要な措置 

1．法運用の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

提言先 エネ庁、環境省、関係団体 

提言Ⅲ‐⑤ 石炭混焼の促進 

提言内容 

１． 火力発電所における石炭混焼は、 

① CO2削減に有効、 

② 低コスト 

等の意義があり、その促進が重要である。 

２． このため、 

① 電力会社、一般産業自家用、FIT 新規設備を利用した総合的な導入促進 

② NEDO等で技術開発中の Torrefaction Pelett の導入促進 

  を図るべきである。 

 

現状及び課題 

１． 石炭混焼の現状 

① 全体像（電力会社・電力会社以外、FIT 適用・FIT適用外） 

（既存） 

    （発電所）   （年間供給量）    （混焼率） 

・新日鉄釜石発電所   5,000 トン          約 2％   

・住友共同電力発電所  12,500 トン            約 2.5％ 

・中国電力三隅発電所  30,000トン            約 2％ 

・中国電力新小野田発電所 25,000トン      約 1% 

・九州電力れい北発電所  15,000 トン             約 1% 

・電源開発松浦発電所  25,000トン             約 1% 

（以上、製紙連合会資料：間伐材チップを混焼している石炭火力発電所） 

 

・東京電力常陸那珂発電所（輸入ペレット） 

・中部電力碧南発電所  （輸入ペレット） 

・関西電力舞鶴発電所  （輸入ペレット） 

・北陸電力       （チップ） 

・神戸製綱 

（今後） 

・中山製鋼（名古屋） 

・大阪ガス（愛知県） 

・日本製紙（石巻） 

・住友大阪セメント 

・中国電力防府発電所（エア・ウォーター） 

【参考】自治体での取組 

・島根県：中国電力―三隅、小野田 
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② ＦＩＴとの関係（FIT利用、FIT 外） 

・石炭混焼は電力会社が中心。大規模石炭火力発電所（70~100 万 KW）の微粉炭ボイラーで少

量の木質チップまたはペレットを混焼するのが主流である。FIT 施行前は、RPSに基づき石炭

混焼を実施していたが、FIT は、電力会社は対象外なので、FITによる動機づけは無い。  

電発や子会社は、FIT対象となる。 

【参考】新エネ小委（平 26．8．8）における電事連資料（別添⑤-1） →（電発以外の 

各社は、FIT 外で運用中（9 地点）、あるいは実証試験・計画中（5 地点）） 

 

   ・燃料調達が最大の課題(輸入バイオマスも利用すべき) 

   ・電力会社以外で、大規模な微粉炭ボイラーを持っているのは、新日鉄、神戸製鋼程度。 

それ以外は、セメント、製紙業等、化学会社が中小規模の微粉炭ボイラーを自家発電用に 

保有している。 

   ・新設のバイオマス混焼を前提とした石炭火力発電所が、どうなるか。 

 

＊エネ庁の見解―再エネ促進の一環として、石炭混焼も推進する立場 

 

③ 石炭混焼の意義 

  ＊CO2削減の強化が課題であり、石炭混焼は、有意義（別添⑤-2） 

   （CO2削減効果は、バイオマス専焼も、混焼も同じ。費用対効果では、既存設備の利用可能な 

混焼が有利） 

  ＊低コスト(電力中研レポート、イギリスの例：熊崎先生)（別添⑤-3） 

 

【参考】混焼発電のメリットと課題 （澤氏、11.10資料ｐ17） 

 ＊メリット―・専焼発電は、流動焼ボイラーの新設が必要。混焼発電は、既存の微粉炭ボイ 

ラーで可。 

         ・混焼発電は、専焼発電よりも、発電効率が高い（微粉炭ボイラー40～45％、 

流動床ボイラー25～30％） 

   ＊課題―・自家発電用既設微粉炭ボイラーを活用する場合、バイオマス発電分のみを FIT 単

価を適用して売電する方法が確立されていない。 

       ・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％。 

TorrefactionPellet であれば、混焼率を 30％以上に上げることが可能。 

 

２． 導入のための課題 

① 混焼率アップを実現する Torrefaction Pelletの商業生産 

② 既設の自家発電用微粉炭ボイラーで混焼発電を行うための法整備 

③ バイオマス混焼用微粉炭ボイラー新設の投資コスト 

（既設の改造によるのは、コスト的には非現実的） 

 

３． 技術開発・実証実験等の状況 

① 新エネ導入促進協議会実証事業 
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・新日鉄（釜石）、住友共同電力（新居浜西）、電発（長崎・松浦）、九電(熊本・れい北)    

② ＮＥＤＯ 

・バブコック日立との共同事業：25％混焼用バイオマス専用ミルの技術開発は完了。 

・日本製紙による Torrefaction Pelletに関する技術実証事業 

（なお、Torrefaction については、農水省・林野庁でも注目しており、F/S等を実施中） 

＊Torrefaction （澤氏、11.10 資料 p18、20） 

・Torrefaction（半炭化）―中低温度領域（200～300°C）でのバイオマス熱分解 

・TorrefactionPellet のメリット―良好な粉砕性→石炭への混焼率大幅 UP（3％→30％以 

上）、高エネルギー密度→輸送・貯蔵効率の向上、疎水性・非発酵性、原料の多様化、 

 

４． ＦＩＴでの検討課題 

・買取価格―パブ・コメ意見と回答（別添⑤-4）（→電力会社子会社が FIT 利用の前提） 

・導入のためには、新設、ないし既存設備改造が必要（コストかかる）。 

・既存設備で（石炭の一部をバイオマスに）燃料転換した場合も FIT 適用を検討 

 

５． 促進体制づくり 

① 地球環境問題対応との連携―環境省、経産省 

② 自治体・関係団体との連携 

③ WG や地エネ協のあり方―石炭混焼促進 PTの設置？ 

 

【参考】澤氏（9.19意見交換会） 

目標：電力会社が 4,000 万 KW、産業界の自家発電用が 1,000万 KWで、これに木質ペレット（将来

はトレファクション）を混焼させて、バイオマス発電電力量を稼ぐことが有効。仮に、電力会社

が 5％、一般産業が 10％のバイオマス混焼を行った場合の発電電力量は 210 億ｋWh(300万 kW（注）

×24h×365day×0.8(設備使用率))となる。 

 （注）4,000万 kW×５％+1,000万 kW×10％ 

 

期待される効果 

1. バイオマスによる発電の普及が大幅に促進される。 

2. CO２削減に有効である。  

 

必要な措置 

 1. 法運用の見直し 
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提言先 林野庁、森林組合等関係団体、ＮＰＯ等 

提言Ⅲ‐⑥ 間伐材等の伐採・搬出方法の改善 

提言内容 

１． 間伐材・未利用材の伐採・搬出量の増大のため、伐採・搬出方法の改善を図ることとし、 

① 狭隘な急傾斜でも使用できる架線集材方式（チェーン方式・ロープ方式を含む）等の一層

の開発・普及を推進されたい。 

② 増員を進める林業従事者が未熟練でも扱える安全で操作が容易な集材方法の開発普及を推

進されたい。 

③ 搬出量の増加に寄与する自伐林家等でも使用できる低コストの集材方法の開発。普及を推

進されたい。 

④ その他の技術開発の可能性も探求されたい。 

 

現状及び課題 

１． 伐採・搬出にコストがかかり、また、人手も不足しているため、間伐材等が出てこない。（森林

蓄積量は膨大にあり、また、毎年、増加しているにもかかわらず） 

２． 路網の整備と車両系の高性能林業機械の普及が進み生産性は向上してきたが、狭隘で急傾斜の

搬出には限界がある。 

３． 急傾斜での搬出には架線系の集材が行われるが、高度な技術が必要で危険性が高い。 

４． 人工林の平均樹齢は 10年齢を超えてきているので早急な間伐が必要であるが、作業者の高齢化

と減少により搬出量の増加には限界がある。 

５． 近年、若者の林業作業者が増加しているが、高架線集材の技術習得に時間がかかるので、未熟

練者でも操作できるシステムの開発と普及が早急に必要である。 

６．近年、自伐林家やボランテアで間伐材の伐採・利用や里山の手入れが広がってきているが、５

～６年齢ぐらいの木まで安価で安全に搬出出来れば地産地消のバイオマスの利用に寄与する。 

この分野でも使用できる安価な集材方法の開発普及が必要である。 

 

【参考１】 木質バイオマスの供給ポテンシャル、需給見通し 

① 安藤氏論稿：FIT 以降の木質バイオマス発電案件 81 件→（毎年）未利用材需要推計 427 万

t→未利用材発生賦存量 924 万 t、うち未利用材供給可能量推計 401 万トン（現状）、特に、

中部地方、四国地方、九州地方で大きく不足（推計）→素材生産量増加の要。不足分は、

輸入チップ、PKS、製材・合板向け国産材で対応（カスケード利用が阻害されるおそれ） 

② 森林総合研究所：輸出の増加等により生産増、30 年には、未利用材使用可能量 725 万 t に。 

③ 木バス協議会報告書（既存、計画との関係）（平 26.3） 

④ 渡部氏「第 1次提言」、参照 

⑤ 木材供給力の強化を図ることにより対応していく(「林業の成長産業化」)←現場での森林

組合の「供給力に限度、無理」との声 

・（マクロ）森林・林業再生プラン（2010）生産量:10 年間で年間 2,000万 M3→4,000～5,000 

万 M3 

・森林資源利用率（国内材利用量÷森林蓄積量）の低下（1980:1.6％→2010:0.4％）、先進国：
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1.2％程度） 

・素材生産量÷森林蓄積量の県別動向（全国 0.39％:北海道 0.45％、宮崎 0.91％、岩手 0.54％、

秋田 0.64％、熊本 0.75％、群馬 0.20％） 

→マクロでも、県レベルでも、供給力増大の余地は、大きいと思われる。 

   →県等の森林計画の見直し（供給増）について要請することを検討する。 

 ・K氏：森林資源の利用率が、何故低いのか、山林保有者からの視点が重要。地主としては、利益

が出なければ伐採は望まない。→地主サイドでの、利益確保への努力・取組(コスト引下げ等)

も求められるのではないか？ また、「認定森林事業体」制度の運用状況の把握（参入障壁にな

っていないかとの指摘も）、森林組合の運営のあり方（透明性の確保の必要性の指摘も）なども

検討課題か。 

 

 ・林野庁見解：マクロ需給―森林蓄積量は十分、いかに供給を増やすか、流通（チップ、ペレッ

トを含む？）の整備を図るかが課題。 

   *需要：バイオマス発電需要を含めて検討？ 

（11.10勉強会、林野庁（野津山課長）資料 p18、木材需要は、住宅着工戸数の減少等により、

平成 8 年以降減少傾向で推移。平成 25 年は 7,387 万 m3［製材用 37％、合板用 15％、パルプ・

チップ用 44％］） 

 

*供給：Ｃ材、Ｄ材、（未利用材）も含めて検討？ 

  ＊供給見通し（11.10勉強会、林野庁（野津山課長）資料ｐ4、p26） 

   ＜目標＞・2020 年までに国産材の供給量を 3,900 万 M3に増加（2009 年：1,800万 3） 

       ・2013 年度から 2020年度までの間、毎年 52万 haの間伐等を実施 

   ・木質バイオマスの利用促進：「未利用間伐材」には大きな可能性（年間約 2,000 万 m3発生） 

         エネルギー等で 600万ｍ3の木材利用を目指す。 

  ＊利用量見通し（11.10 勉強会、林野庁（吉田課長）資料 p29「森林・林業基本計画での木質バ

イオマス利活用の見込み」、全木リ連資料）（別添⑥－１） 

 

【参考 2】木質バイオマス発電の形態別・規模別での状況分析・予測 （澤氏、11.10 資料 p21） 

（別添⑥-2） 

 

2．車両方式・架線集材方式（チェーン方式・ロープ方式を含む）の比較（特性、長所・短所） 

・米谷氏―生産性とコスト等の図(7.14 勉強会)等（別添⑥－3） 

 

 

3．架線集材方式―特に傾斜 30 度以上（日本の森林の 60%以上）の場所等に適用 

・守谷氏―生産性向上への取組状況（11.10経過報告会） （別添⑥-4） 

① 集約化（団地化） 

② 先進機械の導入 

③ 新しい工法の開発：大規模搬出間伐「H 型架線集材」方式 

     コスト対応として、生産性向上が不可欠であり、集約化（団地化）、先進設備の導入、 
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     新工法の開発が行われている。この結果、間伐材については、３ｍ3/人・日から、５～

１０ｍ3/人・日まで、一部の地域では向上が見られているが、スウェーデンなど海外の

水準にはまだ追いついていない。 

これは、まだ、生産性向上に余裕がある可能性を示しており、今後のさらなる取組が 

期待される。安全面では、軽量化を目的に繊維ロープの使用が一部で始まっている。 

4．チェーン方式 

・Kシステム（連続式） 

【参考】米谷氏（11.10、経過報告会） 

  ・架線を張ることは、コストもかかり、大変。危険でもある。 

安価で、未熟練者でも安全に操作でき、生産性の高い集材方式を考え出した。 

 

5．今後の技術開発の可能性の探究 

・日本式伐採ロボットの開発(伐採搬出コストの半減目標など) 

・下刈用スパイダー（ラジコン車両類似）の改良 

・ヘリコプター、飛行船、気球等方式 

 

 

６． 林業従事者の確保・人材育成 

・林業従事者の確保方法の 1 つとして、「外国人技能実習制度」との連携（同制度の対象職種に

林業を加えること）の可能性・適否、実施の場合、労働条件の確保等運用の適正化を図ること

について、国内林業従事者との関係も考慮しつつ、検討していくものとする。 

 (注)現在、対象は 68職種(うち農林関係 2 職種、漁業関係 2職種)。林業は対象になってい 

ない。 

 

期待される効果 

 1. これらにより、木質バイオマス発電の燃料調達が確保され、その事業化・運営が容易になり、

普及が促進される。 

  

必要な措置 

１．予算措置 

 

 


