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    バイオマス発電の事業化促進のための提言（第２次） 

 

                        平成 25年 12月 16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 

 

1．はじめに 

 

 本 WGは、本年 4月設置後、バイオマス発電の事業化促進を目的として、勉強・

検討に取り組み、6月には「第１次提言」（8項目）を取りまとめ、関係府省庁・

NPO議員連盟等関係方面に提出するとともに、その具体化に向けて取り組んでま

いりました。 

関係府省庁におかれても、目下、その対応について鋭意検討を進められてお

り、感謝申し上げます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 さらに、本 WGとしては、第 1次提言検討段階で、継続扱いとした事項を中心

に、フィールドワーク、「経過報告会」等も実施しつつ検討を続け、この度、「第

2次提言」（3項目）を取りまとめた次第です。 

引き続き、3.11 の東日本大震災・福島原発事故後のエネルギー情勢のニュー

パラダイムの中で、再生エネルギーの普及、森林・林業の再生、地域活性化・

創業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

展開していく所存です。 

 何とぞよろしくお願いします。 

 

 

２．第 1次提言の具体化状況 

 

・6月 17日の第 5回 WGにて決定後、関係府省庁（資源エネルギー庁、農林省・ 

林野庁、環境省、内閣府 NPO室）に提出するとともに、NPO議員連盟に提出 

しました。 

 ・また、製紙連合会、エネルギー学会バイオマス部会、関係団体（JORA、木 

質バイオマスエネルギー利用推進協議会、NPO法人 JUON、ワーカーズコー 

プ連合会等）にもお送りし、意見交換等を行ってまいりました。 

・その後、8月 23日、内閣府規制改革ホットライン規制改革推進室にも提出 

し、内閣府から所管省庁に検討要請がなされました。（11月 27日、第 21 

回規制改革会議に、その旨報告）結果、所管省庁からの回答が得られつつ 

あり、これら回答について、今後、「更に精査・検討を要すると認められた 
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事項」については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）で対応する 

こととされています。 

WGとして、関係各位に謝意を表するとともに、これら回答・今後の対応 

について検討・フォローの上、引き続き提言の具体化、実現に努めること 

としておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

 ・以上の経過を踏まえた a 具体化の内容と b 今後の取組については、以下及

び（別添１）のとおりです。 

 

提言①「木質バイオマス発電の総合的推進」 

(1)燃料調達の確保策の充実 

a具体的には、提言③、ご参照 

b提言⑩へと展開を図った。 

(2)焼却灰の処理の円滑化 

a環境省より通知が発出された（6.28）。 

b 有効利用先の確保・開拓等―国の施策として検討することが必要と思わ

れる。 

  (3)FITに規模別の導入 

aエネ庁、内閣府に提言、提出 

b 引き続き具体化に取り組む。規模別コストカーブ等を基に、発電原価を

算出し、規模別価格を導入することを提案していく。 

 

提言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」 

(1)送電網の活用促進、1 事業者 1 受電点規制、農地法規制の緩和、環境ア

セス基準の緩和等について 

a内閣府に提言、提出 

b 回答を踏まえ、必要に応じ対応するとともに、引き続き具体化に取り組

む。送電網の活用促進については、関係省庁からの回答を待って、対応

していく。 

(2)行政窓口の一元化 

 

提言③「木質バイオマス発電における未利用木材の安定確保策の強化」 

(1)林業労働への就労支援の抜本的拡充 

(2)未利用材の C材・D材等の燃料チップ化の推進 

(3)未利用材の収集運搬を含む森林作業への NPO等の積極的参画の推進 

a関連 NPO等に打診中 

b ワーカーズコープでの取組に注目し、その具体化に連携・協力してい  
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くことを検討する。森林関連 NPO（600 団体と言われる）のネットワー

クづくりを検討する。また、今後、木材供給力の強化について検討し、

具体化を推進していく。 

 

提言④「木質バイオマス発電における熱電併給型の可能性と支援措置の探求」 

(1)導入の可能性と支援措置の探究 

(2)スターリングエンジン等の普及推進 

いずれも、提言⑪へと展開を図った。 

 

提言⑤「石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進」 

aエネ庁、内閣府に提言、提出 

b回答を踏まえ、引き続き具体化に取り組む。 

 

提言⑥「木質バイオマス発電における共処理化等の推進」 

a環境省に提言、提出 

b環境省での取組をフォローする。 

 

提言⑦「森林除染の技術開発と普及」 

a中断中。 

 

提言⑧「地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立」 

a内閣府 NPO室に提言、提出 

b FIT 認定事業に対する融資について、中小企業信用保証協会の保証制度

の対象化を図る。信金・信組等での取組をフォローする。 

 

 

３．第２次提言（新規事項） 

 

第 1 次提言検討段階で、継続扱いとした事項（地域における木質バイオマス

の総合的利用計画の策定、燃料調達に関してトラック大量輸送の改善策・新た

な輸送方法の確立、建設廃材・輸入材の位置づけ、また、熱電併給に関して FIT

買取価格の上乗せの是非など）を中心に勉強・検討し、今回、以下及び（別添

２）のとおり提言を行う次第です。  

 何とぞよろしくお願いします。 

 

提言⑨「地域における木質バイオマスの総合的利用構想の策定」 

①地域において、幅広い関係者からなる「木材利用構想策定協議会」を設置
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する。 

②構想においては、「木材産業集積（木材産業クラスター）の形成」を盛り

込むことを検討する。 

③協議会においては、地域全体として、カスケード利用・発電利用・熱利用

の総合的勘案を行う。また、大規模発電が良いか（小規模林業の共同化、

集約化、協同組合化により対応）、中小規模発電が良いか、エネルギー確

保、森林・林業再生、地域活性化等の諸点から、総合的に検討する。 

 

提言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」 

①木材調達範囲を拡大することの適否・可能性を検討する。その際、省エネ

型高効率輸送への転換（高効率輸送、鉄道輸送、さらに、コンベア方式、

パイプライン方式、スラリー方式の導入）等も検討。木質バイオマスエネ

ルギー利用推進協議会での「供給方式」の検討に期待する。 

②建設廃材や輸入材による手当のシステムの確立（特に森林・林業の供給力

不足や既存産業との競合等により、国内森林からの供給が不足する場合に

は、エネルギー確保の重要性からも、機動的に対応可能とする） 

 

提言⑪「木質バイオマス発電における熱電併給型の推進」 

①中小規模の木質バイオマス発電における熱電併給型について、現行の

5.7MWのバイオマス発電コスト算出根拠に準じて発電原価算出を新たに行

い（提言①、ご参照）、各種支援措置を講じるものとする。 

②ガスエンジン発電、ＯＲＣ発電、スターリング・エンジン発電など、小規

模分散型の木質バイオマス発電の事業化を容易にするため、熱電併給を推

進する。 

③熱供給事業法について、冷房需要も含めた法制とし、規制を見直すととも

に、コジェネ推進のための措置を講じるものとする。 

 

 

以 上 

 



（別添１） 
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提言① 

提言名称 木質バイオマス発電の総合的推進 

提言内容 

脱原発依存・再エネ普及に総力を結集することが必要であり、木質バイオマス発電について、大

規模発電とともに、中・小規模発電の普及も推進する。また、FIT制度全般について、再エネ発電推

進の立場で、継続的に見直し・改善を図るべきである。 

(1) 大規模発電関係―燃料調達の確保策の充実（別途）、焼却灰の処理の円滑化 

(2) 中・小規模発電関係―・FIT に規模別を導入（例：発電方式、コストの実情に照らし数区分） 

(3) FIT制度の運用面での改善―規制緩和、利用証明の事務負担軽減など 

 

具体化検討状況 

(1) 大規模発電関係 

・燃料調達の確保策の充実 

→提言③、参照 

・焼却灰の処理の円滑化 

→有効利用先の確保・開拓等（製紙連合会）→「農家、林家に土壌改良資材として、有望 

ではないか」（JORA） 

・政府の「規制改革実施計画」の一環で、環境省がバイオマス発電由来の焼却灰の廃掃法 

上の解釈の明確化のための相談窓口を開設（2013.6．28） 

   →内閣府規制改革推進室へ（9.30） 

 

(2) 中・小規模発電関係 

①ＦＩＴに規模別の導入 

→エネ庁及び内閣府規制改革推進室へ提言、提出（8.23 及び 9.30） 

＊木質バイオマスについても、規模別の導入を図られたい。（制度改革） 

・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 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。 

② 他の再エネについては、規模別が導入されていること。 

③ 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。 

④ 現行の制度では、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。 

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。 

 

（3）ＦＩＴ制度の運用面での改善→内閣府規制改革推進室へ（9.30） 

・バックアップ電源、蓄電池の確保、系統安定化対策、50-60Hz変換装置の容量拡大が必要（製紙 

連合会）、送電線への接続（費用が掛かる） 

・木材の利用証明手続きの事務負担の軽減→具体的事例など出てこず。 

【参考】ドイツＦＩＴ法の見直し論議の動向 
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・買取価格が高過ぎ、国民負担、産業界の負担が重過ぎるとの論が契機の模様 

 

今後の取り組み 

1． FITに規模別の導入 

・例 1：規模別コスト・カーブを基に、発電原価を算出し、規模別価格を設定すべき。 

① 小規模木質バイオマス発電で現在一般的なガスエンジン発電はガスエンジンのイニシ

ャルコストが 30 万円～40 万円/kW、かつメンテナンス費用が 4 円/kwh（スチームター

ビンの１０倍）と高額である。メタン発酵などバイオガス発電のＦＩＴ費用原価では

これが認められているが、木質バイオマス発電ではスチームタービン方式のみで原価

産出しているため、小型ガスエンジン発電の普及を阻害している。小規模普及のため

には小規模、またガス式での原価産出が必要。 

② 2000kW を上回る発電では特別高圧連系となり、高圧鉄塔が発電所近隣にない場合は、

鉄塔を新たに敷設しなくてはならず、この費用が km当たり１億円かかる。したがって

2000kW 以下の規模で計画したいが現行の FIT 買取価格では事業性が成り立たないため

断念するケースがほとんどである。 

・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。（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 

 

（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。 

 

必要な措置 

法運用の見直し 
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提言② 

提言名称 再生可能エネルギー関連規制の緩和と推進体制の確立 

提言内容 

1. 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。 

①送電網の活用促進 

②1事業者１受電点規制の緩和 

③農地法規制の緩和 

④水利権運用の緩和 

⑤漁業権運用の緩和 

⑥環境アセス基準の更なる緩和 

2. 再生可能エネルギーに係る情報提供・相談・申請等の行政窓口の一元化。 

 

具体化検討状況 

1． 規制等の見直し 

・規制改革実施計画→内閣府規制改革推進室へ提言提出(特に、提言 1（ＦＩＴ制度の運用面で 

の改善）、 提言 2（再エネ推進上障害となっている規制の見直し）及び提言 5（石炭火力発電 

への木質バイオマス混焼の推進の 3）について検討要望）（8.23） 

→内閣府より、提言 2 の①、③、④の事例提示等の依頼→回答、提出（9.30） 

＊内閣府より所管省庁へ検討要請（平 25.11.27、規制改革会議に、その旨報告。 

内閣府 HPの「規制改革会議」の関連ページにて、当方提案の 7項目【焼却灰、木材利用証明、

FIT に規模別導入、1 事業所１受電点規制、環境アセス、熱電併給、農地法規制】が掲載さ

れた） 

これに対する所管省庁からの回答が、同 HPの「規制改革ホットライン」に掲載された。 

・エネルギー・環境分野 ７８番以降） 

（FIT に規模別導入については、現時点で未回答） 

・農業分野 21 番 

 

→内閣府より、「送電網の利用促進」について、さらに照会→経過報告、提出(10．29、11.10) 

＊「送電網の利用促進」関係 

（1）太陽光・風力については、バックアップ電源や蓄電池の確保、また、再エネ全般について、

系統安定化対策、50-60Hz変換装置の容量拡大、送電線への接続費用の軽減が課題となってい

る。このため必要な規制の見直しを行っていただきたい。 

（2）風力発電について、現行の系統設備・運用では、好風況地域の風力発電導入ポテンシャル

を活かせない。 

（3）いずれにせよ、基本的に電力システム改革が必要であり、早急にその実現を図っていただ 

きたい。 

【追加】 

→①系統安定化対策 

・自家発電の売電における「３０分同時同量」規制（電気事業法 24条の 3に基づく託送供給約款
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に規定）の緩和 

(注)「同時同量規制」―需給の変動に合わせて、３０分間、きちんと同時同量の電力を出さなけ 

ればならない。 

・上記「同時同量」が達成できなかった場合に発生する「インバランス料金」（同上託送供給約款

に規定）が高過ぎる（特に未達が上下 3％を超える場合、例えば、１００KW と１１０KW と需給の

不一致が発生した場合、１０KW 分については非常に高い料金を電力会社に支払わなくてはならな

い）。その見直しを図られたい。 

・自家発電の「アンシラリー料金」の見直し 

太陽光や風力などの再生エネルギーの電気は、不安定になる懸念があるが、製紙業の自家発は、

スチームタービンのボイラーで、電力会社と同様のやり方で発電している。 

現在のアンシラリー料金は高過ぎるので（一般電気事業託送供給約款料率算定規則（平 11.12．3、

通産省令 106号）に基づく）、見直されたい。 

（注）「アンシラリー料金」―周波数や電圧が振れたときには、電力会社がバランスをとる。自家

発電は、変動の要因の１つで、それを安定させるには、電力会社の発電機を以て安定させるが、

この変動調整分のコストは、自家発が負担すべき、というもの。 

 

＊これらの対応のため、電力会社ではなく、公的機関が送電網の管理・運営を行うようにシステ

ム変更を進められたい。（アメリカの ISO（Independent System Operator の例、参照） 

 

→②５０－６０Hz変換装置の容量拡大等電力会社間の系統連携の容量の増強 

・現状、５０ヘルツと６０ヘルツの間で、電力の融通が１００万 KW程度しか出来ない。 

・北海道と本州の間も、融通できる容量は６０万 KWに限られる。 

（注）九州と関西の間は、大きな送電線系統が２系統走っており、かなり  の量の融通が可能。 

・電気工作物の規模に応じた設置認可が、電気事業法 47 条 1 項及び同施行規則 65 条、66 条、別

表第 1により、必要とされている。（技術的、経営効率的観点から、過大投資（料金負担に跳ね返

る）とならないようチェックするとの趣旨） 

 従来は、電力融通のニーズが小さかったため、容量も小さかったものと思われる。3.11 後の情

勢変化により、実態が大きく変わっており（電力融通ニーズの急増）、的確に対応することが急務

と思われる。 

 

→③送電線の使用料のコストの軽減 

・電力会社間と製紙業等が使用する料金とでは、料金設定が大きく違い（事業者間精算、確認中。

別添資料、ご参照）、見直しを図られたい。透明性を持たせ、客観的に説明できる送電コストを出

してほしい。 

（違いに合理的理由はあるのか？独禁法不公正取引（不当差別等）との関係は？） 

 

(2)風力発電について、現行の系統設備・運用では、好風況地域の風力発電導入ポテンシャルをい

かせない。 

→①優先接続について、欧州に比べて、優先性が低いので、欧州並みにしていただきたい。 

 再エネ電気の普及には、FIT 導入とセットで再エネの優先接続（注）が不可欠である。  
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（注）優先接続とは： 例えば風況がいい場所があり、そこに風車を作ろうとする場合は、系統ま

での接続線を送配電会社（発送電分離が実施されるまではいわゆる電力会社）が 責任を持って

引く義務があるというものである（例外規定あり）。 

日本の再エネ特措法では、5 条 1 項 1 号で、「特定供給者（再エネ発電事業者）が接続費用を負担

する」ことを前提とした規定となっている。 

これは電源から系統までは、風力発電等を開発する事業者が負担するという従来からの考えを踏

襲しており、欧州的な優先接続（注）からは程遠いものとなっている。所要の対応措置を講じら

れたい（法改正が必要？）。 

（注）欧州における優先接続（日本との違い）：欧州は原則送電事業者が電線を建設するが、日本

は風力発電等を開発する事業者が引く。この考え・規制が欧州並みに改められると、立地の可

能性が大きく広がる。 

 

 →②競争条件の不備により、接続線の設置コストが高い。 

接続線の工事は、通常○○電工等電力会社の所縁の工事会社が行う慣行となっている。（随契？

随契とする特別の事情はあるのか？） 

このため、工事単価が非常に高いといわれている。 

“公正な”競争入札の徹底等が必要と思われる。 

  

2． 行政窓口の一元化 

  

今後の取り組み  

・目下、所管省庁からの回答が得られつつあり、これら回答について、今後、「更に精査・検討を

要すると認められた事項」については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）で対応するこ

ととされている。これら回答・今後の対応について検討・フォローの上、引き続き各提言の具体

化、実現に努めることとする。 

 

必要な措置 

法改正、運用変更、予算措置、税制措置 

 

 



10 

 

提言③ 

提言名称 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 

提言内容 

間伐等の未利用材を利用した木質バイオマス発電における燃料の安定確保を図るため、次の対策

を講じる。 

① 林業労働への就労支援の抜本的拡充 

② 未利用のＣ材・Ｄ材等の燃料チップ化の推進 

③未利用材の収集運搬を含む森林作業への NPO等の積極的参画の推進（このための教育・訓練（実

地研修）の整備を含む） 

 

具体化検討状況 

1. 林業労働への就労支援の拡充 

2. 未利用のＣ材・Ｄ材等の燃料チップ化の推進 

3. 森林作業へのＮＰＯ等の積極的参画の推進 

① 内閣府共助社会づくり懇談会での具体的検討の対象化を提案するも、具体化せず。 

② 群馬“りゅういき”事業での具体化の検討 

③ FoEJapan、JUON（森林の学校）との連携可能性の検討 

④ ワーカーズコープ連合会センター事業団：但馬地域福祉事業所（兵庫県豊岡市）の取り組み 

・自立就労支援（NPOが担当）－職業訓練（林業等） 

・コミュニティ就労事業（企業組合が担当）―自伐林業：NextGreen 但馬（職業訓練卒業生 4

人が起ち上げ、平成 25.6.2、スタート） 

 

今後の取り組み 

1. 木材供給力の強化←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）: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：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。 

 

2. 森林作業へのＮＰＯ等の積極的参画の推進 

①群馬“りゅういき”事業での具体化を探求する。 

②FoEJapan、JUON（森林の学校）との連携→まずは、群馬での連携可能性を探求する。 

③ワーカーズコープ連合会センター事業団：但馬地域福祉事業所（兵庫県豊岡市）の取り組み、 

さらに同事業団は、今後、全国 300 事業所のうち中山間地にあるものついて、同種事業の具体

化を検討 

④森林関係 NPO（600団体）への呼びかけとネットワークづくり 
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必要な措置 

予算措置 

①「緑の新規就業」総合支援事業の拡充 

ア. ＯＪＴ研修の助成対象期間の拡大 

9 万円＊2カ月＊3,000 人＝5 億 4,000万円 

イ. 対象者に森林組合または素材生産会社の行うチップ加工事業へ新規就業者を含める 

9 万円＊10カ月＊2 人＊50カ所＝9,000 万円 

②NPO 等の森林作業への参加に対する教育・訓練（実地研修）費用助成 

5 万円＊50日＊100 カ所＝2 億 5,000万円 
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提言④ 

提言名称 木質バイオマス発電における熱電併給型の可能性と支援措置の探求 

提言内容 

1. 木質バイオマス発電における熱電併給型について、その導入の可能性を具体的案件に即し探求

するとともに、適切な支援措置を講じていくものとする。 

2. スターリング・エンジンなど、小規模熱電併給型の木質バイオマス発電の推進を図る。 

 

具体化検討状況 

1. エネ庁―再生可能エネルギーの中でも、太陽熱やバイオマス熱等の熱利用は、給湯や冷暖房等

で活用が見られるが、その導入は必ずしも進んでいない。特に、熱利用分野の大きな課題は導入

コストが高いことであり、そのコスト低減が重要な課題となっている。 

このため「再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金」により、木質バイオマスを含め

て、熱利用設備等の導入に対して支援を行い、導入の拡大を図っている。（熱電併給設備について

は、固定価格買取制度を利用される場合等、一部例外［対象外］） 

2. 農林省― 国内は事業熱利用を除き民生用熱需要が無い。民生用地域熱利用等を提言されて

は。 

 

→提言⑪へ展開を図った。 

 

期待される効果 

1. 間伐未利用材を燃料とする熱電併給型木質バイオマス発電の全国各地での取り組みの推進 

2. 地域のエネルギー利用と連携した木質バイオマス発電の推進 

3. 中小規模の熱電併給型木質バイオマス発電の推進 

 

必要な措置 

予算措置 

・スターリング・エンジン等の中小規模熱電併給型木質バイオマス発電の普及に向けた情報提供

の実施 
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提言⑤ 

提言名称 
石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進 

（特に既設微粉炭ボイラーでの木質ペレット混焼発電の推進） 

提言内容 

1. バイオマス発電導入目標量の拡大と目標実現の為の支援策の拡充を図る。 

2. 政府として、「バイオマス混焼発電」を積極的に推進する旨の基本方針を打ち出す。 

  （2010 年閣議決定の「エネルギー基本計画」にはこれが明記されている） 

3. 産業界が既存設備を有効活用してバイオマス混焼発電を実施出来る様に、電気事業法の 

「1 事業者 1 受電点」の特例措置の適用を行なう(*１)等、バイオマス混焼分だけを FIT レートで

電力会社に売電する為の方策を講じる。（ドイツではこれが可能） 

4. FITに加え、電力会社が自ら再生可能エネルギーを導入することを促す為の制度の導入を図る。

（RPS 制度的な手法、或いはゼロエミッション電源導入量設定等） 

5. バイオマス混焼率の飛躍的な拡大が可能となる Torrefaction 技術(*2)の早期実用化を図る為  

に 20～30億円規模の大規模実証事業の推進を支援する。 

 

*1: 電気事業法施行規則附則 17 条で規定する「一の需要場所」の特例措置として、再エネ法認定

設備については、「一需要地において 2引き込みを可能とする規定」を設けることで、既に太

陽光発電と電気自動車急速充電装置では適用事例がある。 

  *2: Torrefaction(半炭化)加工を付した木質ペレットは良好な粉砕性を有する為、石炭との混合 

粉砕・燃焼比率を通常の木質ペレット（最大で 3%）の 10～20倍迄向上させることが可能。 

 

具体化検討状況 

①エネ庁―平成２１年度から平成２３年度まで「林地残材バイオマス混焼発電実証事業費補助金」

により、木質バイオマスを石炭火力において混焼して活用するバイオマス石炭混焼システムの

整備、実証を行い、その長期安定的な持続性等を検証する取組を支援してきた。 

引き続き、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて全力で取り組んでいく。 

 

②内閣府規制改革推進室へ:特に 3．について、検討要望（9.30） 

＊再エネ導入目標達成には、バイオマス発電の促進、特に既設石炭ボイラーで木質バイオマスの

混焼発電を推進することが効果的だが、紙パ、セメント業界等が保有する自家発電用ボイラー

で混焼発電を実施する為には、バイオマス発電分のみを全量 FIT レートで売電出来ないと事業

として成立しない（＊１）。 

バイオマス発電分のみを売電する為には、売電分（バイオマス）と自家消費分（石炭）を区別

しなければならず、通常の引き込み線とは別に、売電用の専用線を増設する必要があるが、こ

れは「１事業者 1 受電点」の規制（＊２）に抵触するとして現在認められておらず、この規制

が既設ボイラーでのバイオマス混焼発電を推進する上で大きな妨げとなっている。 

この規制に対して、平成 23 年 3 月に電気自動車用急速充電器、平成 24年 3 月に 50KW未満の太

陽光発電を対象に、1事業者（1 需要場所）でも 2引き込みが可能となる特例措置が認められ、

更に平成 24 年 4 月 1 日付で電気事業法施行規則第 17 条（一の需要場所の特例）が施行され、

FIT認定の新規設備について 2引き込みが可能となったが、既存設備については未だに認められ
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ていない。 

 

＊１ 例えば、発電単価を、石炭 10 円/kWh、バイオマス 24円/kWhと仮定。混焼率 10%とすると平

均単価は 11.4 円/kWh。バイオマス分が区別出来ない場合には、売電（10%分）、自家消費（90%

分）共に 11.4円/kWhの単価となり、売電で多少利益が出たとしても、自家消費のコストアップ

（+1.4円/kWh）によって逆鞘となり、損失を被る結果となる。 

＊２ ①負担の公平性の確保、②社会的なコストの抑制、③円滑な実務、の観点から 、1 構内又は

1 建物を 1需要場所とし、1 需要場所につき 1 引き込みをもって 1受給契約を締結することを原

則とする電気事業法 19条に基づく電力会社の電気供給約款上の規定。 

【参考】 

何故、「1 事業者（１需要場所）1 受電点」規制が、必要なのか？ 

→（エネ庁）・何本も引き込み線を認めると、その設置費用は電力会社負担であるので、電力料金

に跳ね返る。無駄はできる限り避けるとの趣旨で、この規制となっている 

 

③エネルギー基本計画への盛り込み、反映を図る。→エネ庁へ 

  

期待される効果 

上記 5 項目の政策導入によってバイオマス発電導入量の大幅な拡大を図ることが可能となる。現

在政府は 2010 年時点で 141 億 kwh のバイオマス発電を 2030 年に 328 億 kwh に拡大する目標を立て

ているが、既存の石炭火力発電設備で、仮に電力会社が 5%、一般産業が 10% バイオマス混焼を実施

した場合には約 400億 kwhの発電量がプラスとなり、約 541億 kwh (再エネ目標量の 28.5%相当) の

再エネ発電量を達成することが出来る。また、これにより CO２排出の削減が図られる。 

 

必要な措置 

運用変更、予算措置 
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提言⑥ 

提言名称 木質バイオマス発電における共処理化等の推進 

提言内容 

木質バイオマス発電における発電効率向上のため、「共処理化」（既存の枠組みにおいて使える仕

組みの導入）や「システムとしての全体最適化」を推進する。 

① 石炭火力における木質バイオマス混焼の推進（別途） 

② ガス化＋既存のガス発電への供給 

③ 化＋既存の石炭利用設備への供給 

④ 下水汚泥発電との組合せの推進 

⑤ゴミ発電との組合せの推進 

 

具体化検討状況 

環境省―「第 3 次循環基本計画」（平 25.5．31、閣議決定）で、「高効率廃棄物発電施設」の整備

を、FIT も活用して、強力に進めることとされており、また、「規制・制度改革（エネルギー分野に

おける方針）」において「バイオマス発電の普及促進の観点から、食品リサイクル法に基づく食品廃

棄物等の熱回収条件のあり方等について、循環型社会形成推進基本法に定める循環資源の循環的な

利用及び処分の基本原則も踏まえ検討を行い、結論を得ることとしている<平成 24 年度中検討開始、

平成 25年度中を目途に結論>」 

【参考】 

1. 下水汚泥発電については、2010 年度―バイオガス発電施設の発電（全国約 30 か所の処理場で

実施）により、下水道施設の総電力消費量の約２％分を発電（国交省：2013．4．JORA講演会） 

2．ゴミ発電については、2010 年度―焼却施設 1,221 のうち発電施設 306、総発電電力量 7,210Ｇ

Ｗｈ/年（環境省：2013．4．JORA講演会） 

また、「第 3 次循環基本計画」（平 25．5.31 決定）においても、「高効率廃棄物発電施設の早期整

備、廃棄物発電における FIT の活用可能性を高めるための環境整備」が位置づけられ、今後の展

開が期待されている。 

 

期待される効果 

木質バイオマス発電の発電効率が向上し、採算がとりやすくなる。結果、事業化が容易となり、

普及が進む。 

 

必要な措置 

予算措置 

・環境省:廃棄物発電の高度化支援事業等補助 
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提言⑦ 

提言名称 森林除染の技術開発と普及の推進  

提言内容 

東北地域における木質バイオマス発電の燃料調達の容易化のため、森林除染の技術開発とその普

及を推進する。 

1. 木質バイオマス発電における放射性物質の除去・減容化についての技術開発の推進―木材等を

立ち木の状態あるいは伐採をした状態で、高圧洗浄装置にて外面に付着しているセシウムを洗い

流し、その洗浄水を集めて、特殊設備にて吸着し減容化する。 

2. さらに、これにより完全に無害化した木材を熱処理してオイルをとり、このオイルにより、発

電を行う。 

この一連の技術開発結果に基づき、本方式による木質バイオマスの供給を行うことにより、発電

の事業化を推進する。 

 

具体化検討状況 

1. 森林除染技術開発、特にプラズマ溶融について、開発に取り組むこととしていたが、見通しが

立たず、中断。 

2. オイルからの発電は、コスト的に無理があり、中断。木質メタン発酵発電に切り替えて取り組

み中。 

 

期待される効果 

放射能汚染されている木材も、木質バイオマス発電に利用可能となり、 原発事故による放射性物

質の影響を受けている地域であっても、地域の理解を得ながら、木質バイオマス発電の取り組みを

行うことが可能になる。  

 

必要な措置 

予算措置 
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提言⑧ 

提言名称 地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立 

提言内容 

バイオマス発電を、自治体・中小企業・NPO等が事業化するに際し、必要な資金の調達について、

行政・自治体・市民・民間ベースで、多様な方法を確立する。 

1. 融資については、FIT 認定を受けたバイオマス発電事業を信用保証協会の保証制度の対象にす

る。（制度融資と同様の扱いに）― FIT 対象発電施設整備に係る資金融通（林野庁―自治体）と

の関係も検討。 

2. 投資については、市民ファンドの設立、クラウドファンディングについて、先行事例の動向に

注目しつつ、これら事業体との連携・協力・利用につき、検討する。（「市民の共感」を得ること

が大事とされており、脱原発・再エネ普及、森林・林業の再生、地球環境問題への寄与などを強

調していく。） 

3. 少人数私募債・疑似私募債の活用については、先行事例の実情を把握しつつ、さらにその可能

性を探求する。 

4. リースの活用。 

 

具体化検討状況 

1. エネ庁―資金調達方法の確立に関しては、初期投資負担の軽減を図るため、再生可能エネルギ

ー発電設備の導入を対象とした低利融資制度や税制優遇を措置しているところであり、引き続き、

その導入拡大に向けて取り組んでいく。 

2. 農林省―持続可能な取組とするためにも、事業採算性の検討を経て目標に応じた経済性の確保

の原則を踏まえることを提案。 

3. 内閣府共助社会づくり懇談会の具体的検討の対象化を提案 

4. 地域金融機関等で取組の動きが活発化 

【参考】 

・ドイツにおけるエネルギー協同組合の隆盛（新しいビジネス・モデルの登場）に注目 

（日独バイオマスデー、平 25．11.5） 

・再エネ協同組合憲章に注目（「エネルギーへのアクセスは市民の基本的権利であり、その生産及

び分配は市民的な責任であると考えており、市民及び地域社会としてそれに参加するものである」

など） 

 

期待される効果 

地域におけるバイオマス発電の事業化が進み、再生エネルギーの確保、地域活性化が期待できる。  

 

必要な措置 

運用変更、予算措置 

・FIT 認定事業に対する融資については、中小企業信用保証協会の保証制度の対象化 

 

 



（別添２） 

18 

提言⑨ 

提言名称 地域における木材の総合的利用構想の策定 

提言内容 

 1. 地域における木材の総合的利用構想を策定する。 

 2. このため、以下の取り組みを進める。 

 ①地域において、幅広い関係者からなる「木材利用構想策定協議会」を設置する。 

 ②構想においては、「木材産業集積（木材産業クラスター）の形成」を盛り込むことを検討する。 

 ③協議会においては、地域全体として、・カスケード利用、発電利用、熱利用の総合的勘案を行う、 

また、・大規模発電が良いか（小規模林業の共同化、集約化、協同組合化により対応）、中小規 

模発電が良いか、エネルギー確保、森林・林業再生、地域活性化等の諸点から、総合的に検討 

する。 

  

現状及び課題 

 1. 森林から発電所までの物流システムの整備も課題 

 2.群馬“りゅういきプロジェクト”の事業化支援 

 

（参考 1）日本の事例 

①釜石モデル（15万ＫＷ）：釜石地方での木質バイオマス供給の取組「釜石市緑のシステム創造事

業」（2009.7～） 

＊釜石市、新日鉄住金・発電所、釜石地方森林組合が連携協力態勢を構築（11.26、経過報告会）・ 

②下川町の例：「森林産業総合構想」 

 ③みなかみバイオマスエネルギー推進協議会 

 

（参考 2）ドイツの事例 

・ヨーロッパ：「再生エネルギ―協同組合憲章」 

・ドイツの例:「木材産業クラスター」(梶山恵司氏「日本林業はよみがえる」) 

 林業、木材 1 次加工（製材、木質パネル）、木材 2次加工（家具、木造住宅メーカー）、 

 木材手工業(内装、工務店等]、製紙、木材販売・流通、林業関連機械等、接着剤・ 等 

・ドイツの例：エネルギー協同組合の急増・隆盛（新しいビジネス・モデルの登場） 

（日独バイオマスデー、11.5） 

 

期待される効果 

木材利用について、地域において総合的に検討し、再エネ供給確保、森林・林業再生、地域活性

化の 3要素のバランスのとれた最大実現化が期待できる。  
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提言⑩ 

提言名称 木質バイオマス発電における燃料調達の確保策の強化 

提言内容 

 1. 木質バイオマス発電においては、燃料である木材の調達が、継続して確保されることが不可欠

である。特に、大規模発電においては、困難なケースが多く、その課題克服策を推進する必要が

ある。 

 2. このため、従来提言に加え、具体的には、以下を提言する。 

 ①木材調達範囲を拡大することの適否・可能性を検討する。その際、省エネ型高効率輸送への転

換（高効率輸送、鉄道輸送、さらに、コンベア方式、パイプライン方式、スラリー方式の導入）

等も検討。→木質バイオマスエネルギー利用推進協議会での「供給方式」の検討に期待する。 

 （注）・K-BETS提唱：チェーン方式 

  

 ②建設廃材や輸入材による手当のシステムの確立（特に森林・林業の供給力不足や既存産業との

競合等により、国内森林からの供給が不足する場合には、エネルギー確保の重要性からも、機

動的に対応可能とする） 

  →・LCA評価の徹底、現地における違法伐採の規制強化及び我が国違法伐採規制法制の強化（欧 

米並みを検討） 

   ・石炭混焼用の燃料として、輸入材の積極活用（国内材の奪い合いの回避） 

 （注）・製紙連合会コメント：コスト面から考えれば、国内の急斜面の奥地から運送するよりも平 

坦で大量の集荷が可能な海外から持って来る方が優位 

   ・三井造船:イギリスで建築廃材を燃料に大規模バイオマス発電 

   ・なお、「量的にも、価格的にも、国内調達で対応可能な場合における輸入材の輸入には賦課 

金を課し、その収入を、木質バイオマス発電事業化・国内森林・林業再生事業の費用に充 

てる」との案も→WTO等国際ルールとの関係は如何か、常識的でないとの意見も。 

  

現状及び課題 

1. 木材調達範囲は、現在、60km圏以内がほとんどであるが、その拡大を目指す。 

2. 現在、未利用材や建設廃材の奪い合いという事態が言われているが、このような事態を回避す

るためには、当然、輸入材による手当が考慮されるべきである。このほか、再生エネルギー確保

の重要性や地域活性化の重要性が認められる案件についても、建設廃材や輸入材による手当が積

極的に考慮されるべきである。 

 

期待される効果 

 1. 木質バイオマス発電における間伐未利用材の利用推進 

 2. 木質バイオマス発電と林業との連携の推進 

 3．林業労働力強化による間伐促進等森林管理の向上 

 

必要な措置 

 予算措置： 
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・高効率輸送方式の開発、モーダルシフト推進事業の充実、省エネ型木材資源大量輸送方法の技

術開発 
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提言⑪ 

提言名称 木質バイオマス発電における熱電併給型の推進 

提言内容 

1. 中小規模の木質バイオマス発電における熱電併給型について、現行の 5.7MWのバイオマス発電

コスト算出根拠に準じて発電原価算出を新たに行い（提言①、ご参照）、各種支援措置を講じるも

のとする。 

2. ガスエンジン発電、ＯＲＣ発電、スターリング・エンジン発電など、小規模分散型の木質バイ

オマス発電の事業化を容易にするため、熱電併給を推進する。 

3. 熱供給事業法について、冷房需要も含めた法制とし、規制を見直すとともに、コージェネ推進

のための措置を講じるものとする。 

 

現状及び課題 

1.欧州では木質バイオマス発電は熱電併給型が一般的であり、独では FIT 対象には熱電併給しか

認めていない。（２０MWを超える部分について FITの買取価格の適用がないということ） 

我が国では発電時に発生する熱が十分に利用されておらず、エネルギー利用効率が低い状況にあ

る。 

2. 国内に広範に賦存する間伐未利用材を利用した木質バイオマス発電を進めるためには、地域か

らの未利用材の供給とのバランスを図ることのできる規模でかつ地域のエネルギー需要にも対応

した熱電併給型の推進も有効である。 

（注）・下川町（平 25．9.24）―①木質バイオマスボイラーを導入して、熱供給事業を実施（現

在公共 8 施設、民間２施設、今後さらに増加。ただし、これによる経済効果は、製材所から

の購入が主）。今後、発電（5000KW）も検討。②バイオマス燃料の製造・販売をガソリン・ス

タンドに委託。 

 

3. 小型（ガス化式）発電については、採算性確保の観点から、熱電併給を前提とせざるを得ず、

このため、熱電併給を容易化するため、各種の措置を講じることが期待される。（したがって、こ

こでは、発電のために必要なものとして、熱電併給を位置づける。熱供給を前提として、その範

囲内で、あるいは「おまけ」として発電を行う、という考え方はとらない） 

 （注）・地域活性化、森林・林業再生のためにとどまらず、再エネ確保のためにも、全国各地域で、

多数の小型発電が実現することが重要であり、この実現のために熱電併給の容易化が不可欠

である。 

・補助金措置の場合も、FIT は、発電に要するコストをカバーするものであり、熱供給のた

めのコストは算定対象外なので、補助金二重取りとはならないと考えられる。 

 

4. スチームタービン発電は 4000kW 以下ではタービン発電機の効率が 20%以下に急激に低下する

ため、小型のスチームタービンで事業化している例はほとんどない。 

ガスエンジン発電は数 10kW クラスでも 20%の発電効率があり、かつガスエンジン排ガスから熱が

得られるコジェネで総合効率は 60～80%と高いにもかかわらずほとんど普及していない。 
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5. 木質バイオマスガス化発電、スターリング・エンジン発電、ＯＲＣ発電など、小規模熱電併給

型の木質バイオマス発電については、ＮＥＤＯ等が中心となって種々の技術開発がなされてきた

が、周知がされておらず十分に活用されていない。小規模事業者等への情報提供などを行い、積

極的な普及を図る必要がある。さらにアジア諸国展開も推進すべきである。 

 

6. 本提言では、ＷＧの趣旨・運営方針に照らし、「熱電併給」に焦点を絞ったが、コジェネ一般

の普及についても検討がなされる必要がある。当面、熱供給事業法の見直しが挙げられる。 

【参考】熱電併給・コジェネについて（エネ庁電力・ガス事業部熱電併給室、平 25．9） 

１． コジェネの全導入量は約 950 万 KW（2012.3）、燃料別内訳は、重油 32.5％、天然ガス 49.4％

で、バイオマス・ガスは 0.5％。 

２． コジェネ導入促進に向けた施策 

① 行政におけるサポート体制の強化 

② 予算・税制による支援体制の強化 

③ コジェネ導入、利用拡大のための制度面からの環境整備 

・電気事業制度の運用改善で対応する事項―特定供給の許可要件の緩和 

・電気事業法改正の中で対応する事項 

④ コジェネ由来の電気が取引しやすい環境の整備 

・卸電力取引所に「分散型・グリーン売電市場」を開設など 

３． 相談件数は、今までに約 30 件。電気事業法絡みの相談が多い。相談を受けて、改善を図った

例も多い。 

４． 「熱需要は、ないのではないか」→潜在ニーズはあるのでは？それをいかに掘り起こすか。

→北欧等では、暖房が死活問題、日本はそういうことはない。 

→日本では、冷房の方がウェイト、大。 熱供給事業法が、これにマッチしていない。 

 

期待される効果 

1. 間伐未利用材を燃料とする熱電併給型木質バイオマス発電の全国各地での取り組みの展開 

2. 地域のエネルギー利用と連携した木質バイオマス発電の展開 

3. 中小規模の熱電併給型木質バイオマス発電の展開 

  

必要な措置 

法改正・役務変更・運用変更・予算措置・税制措置  

１． ＦＩＴ木質バイオマス発電買取価格への熱電併給型上乗せ（「調達価格・調達期間に関する告

示」の改正）について、受益者負担との関係、各国制度などを考慮しつつ検討 

２． スターリング・エンジン等の中小規模熱電併給型木質バイオマス発電の普及に向けた情報提

供の実施（予算措置） 

  

 


