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【第２部 提案発表】 
「エネルギーミックスでの木質バイオマス 

見通しの実現をいかに図るか」 
(1) 木質バイオマス発電・熱供給普及のための環境整備 

2015年11月25日 

バイオマスWG 第３回経過報告会 

『再エネ・バイオマスに係る課題解決に向けて』 

http://www.mori-energy.jp/ 
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 1-1 木質バイオマス発生量の統計値 ～森林・林業白書より～  

上記出典：森林・林業白書 平成26年版 

 ・国内の用材消費量：H25年度 7,387万m3 うち国産材の供給量2,112万m3  

・未利用間伐材 2,000万m3 ⇔平成25（2013）年度に、全国でエネルギー源として 

 利用された間伐材等由来の木質バイオマス量は前年比約４割増の112.2万m3 

※ただし、この2,000万m3/年という数値は2008年の推計値をそのまま提示。 
⇒直近の、日本における未利用間伐材等の発生量・利用率の合計数値は存在しない 

H26年度以降、用材だけでなく、発電用等のエネルギー利用で間伐材使用量が大幅増加 

⇒未利用間伐材の発生量 2,000万m3/年 は、今後1～2年で半減以下になる？ 2 

１．提言の背景 
「年間2,000万m3の未利用間伐材」は過去の話？ 

 1-2 木質バイオマス消費量の統計値 ～林野庁の統計数値～  

上記出典：平成26年 木材需給表 (林野庁：H27.9付発表)  

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/pdf/150929-02.pdf 

 

・木質バイオマス発電施設
等で燃料利用される木材
（燃料用チップ、ペレット等） 
 H25→26年度で2.5倍に 

→国産のﾊﾞｲｵﾏｽ燃料材 

の供給は、H28年度以降も 

加速的に増えると予想 
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１．提言の背景 
「年間2,000万m3の未利用間伐材」は過去の話？ 
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1-3. 「未利用間伐材の収集量」についての推計分布図    

 資料：㈱森のエネルギー研究所  

独自データをもとに作成 (未公開) 

★未利用間伐材の消費量推計値の同心円 

・【発電容量単位の同心円との違い】 

※未利用材の消費量の推計方法 

 ・新聞報道・WEB等で、未利用材の(予定)消費 

 数量が記載されている発電所 ⇒その数値を使用 

 ・未利用間伐材の消費量が記載されていない発電所 

 ⇒未利用間伐材・一般木材・その他の比率を推計し、 

「発電出力数（kW）×19＝必要燃料の丸太材積（m3）」 

 半径50㎞≒66,000t/年の未利用材集荷量 

 ≒5,000kW級バイオマス発電の集荷量 

既に公表されている 
バイオマス発電計画への 
木材の安定供給だけで 
現実的には手一杯である 
→燃料材の安定供給方策が必須 

http://www.mori-energy.jp/
http://www.mori-energy.jp/
http://www.mori-energy.jp/
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1-4．木質バイオマス発電の動向 
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木質バイオマス発電の集材範囲の競合のイメージ  

○ 木質バイオマス発電 
⇒他の再生可能エネルギー源と 
  異なり原料の調達が必要 
 
モデルプラント5,000kW級発電所 
⇒年間10万m3程度の木質バイ
オマスが必要 
集荷想定範囲／半径50km程度 
 
 
○ 原料調達が主な課題 
⇒広範囲からの安定的な 
  原料調達が困難。  
 
 
安定的・持続的運転のために 
⇒地域実情に即した 
    燃料供給体制の確立 
⇒適切な規模設定 が必用 

出所 ： 農林水産省 小規模な木質バイオマス発電の推進について（資料1） 平成27年１月28日   

 

今後の新規計画としては、燃料調達に無理のない範囲での 
中小規模のコジェネ（熱電併給）、または熱利用が有望。 

利用用途 初期投資 木材消費量(m3/年) 備考 

家庭用薪ストーブ 10～100万円 1～5m3/年 燃焼効率により差異 

農業ハウス用 

薪ストーブ 

30～50万円 10～30m3/年 100坪程度のハウス 

給湯用薪ボイラー 

(従来型) 

100～300万円 20～100m3/年 小規模の民宿・ 
福祉施設等 

温水プール 

ペレットボイラー 

  2,500～4,000万円  400m3/年 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ割高 

温水プール 

チップボイラー 

 5,000～10,000万円  500m3/年 

温泉施設(年5～10万
人利用規模)への 

薪ボイラー導入 

 2,000～8,000万円  500m3/年 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄは安いが 

人力投入必要 

小規模分散型 

熱電併給プラント 

 熱電併給2～3億円 

(＋ペレット工場新設 

 2～4億円) 

2,000m3/年 

(ペレット 800t/年) 
ブルクハルト社の例 

発電出力180kW 

熱出力270kW 

バイオマス発電所 

2,000kW級 

 8～12億円 30,000～50,000m3/年 供給余力のある 

県のみで立地可能 

 5,000kW級の発電所1か所≒温泉施設200か所≒一般家庭4万軒程度の木材消費量 
熱電併給事業と熱供給事業と、地域の森林資源からの供給量に見合うのはどの規模か？ 
「補助金、国民負担（FTI制度等）が可能な限り少ない」形で、商売として成り立つモデルは？ 6 

1-5 木質バイオマス利用機器の費用対効果 ～投資金額と使用する木材の消費量目安～      

2．木質バイオマス導入を成功させるために 

① 適切な燃料選択 

• 主な利用形態は3種類。それぞれ長所短所が異なる。 
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種類 チップ ペレット 薪 

イメージ 

熱量あたり単価 
（円/Mcal） 
※重油は10～11 

５～８ ○ ８～11 △ ４～７ ◎ 

ボイラー価格 
（500kW、本体） 

3,500～4,000万円 △ 1,500～2,000万円 ○ 700～1,000万円 ○ 

燃料供給 自動 ◎ 自動 ◎ 手で投入 △ 

供給装置 
地下サイロ 

工事費 数千万円 
△ 

飼料用サイロ 
工事費 数百万円 

○ 
なし 

（移動用のラックは必要） 
○ 

総評 

燃料は比較的安く手に入りやすいが
設備が大きく費用も高額になるので、
大規模施設に向いている。含水率に
よって熱量が変わるので注意が必要。 

燃料費は木質バイオマスのなかでは
高いが、熱量の安定と自動供給の安
定がメリットである。設備費は比較的
リーズナブルで中小規模施設に向い
ている。 

燃料費、設備費ともに安価であるが、
燃料投入の自動化ができず人手が必
要となる。中小規模施設で利用しやす
い。ボイラー投入前に十分に乾燥させ
ることが求められる。 

※上記の価格はすべて目安です。 

ユーザーの利用条件（目的、予算、用地スペース等）
によって最適な燃料を選択する 

 

 

• 木質バイオマスは「ローカル資源」。 
地域によって供給可能な量、価格、品質はさまざま。 

 

製紙用チップとして既存の供給力は十分だが製紙用
や大型バイオマス発電用と競合する地域も。 

ペレット生産工場は国内に100箇所ほどあるが、生産
状況や販売価格に相当ばらつきがある。 

ボイラー用で使用する状態の薪はまだ製造していな
い地域が多く、林産業者との協議が不可欠。（製造は
比較的容易） 

 

 地域ごとに燃料供給力について十分な事前リサーチが
必要 

 
8 

チップ 

ペレット 

薪 

2．木質バイオマス導入を成功させるために 



森のエネルギー研究所 菅野明芳 2012/11/02 

3 

3．国内のバイオマス導入事例(行政) 

3-0 行政による率先導入の意図 

・行政が「経済的に成功＝燃料費削減」するモデルを地域に提示する 
⇒公共施設の中でも、最も費用対効果の高い施設を選んで 
 「バイオマスの利活用を民間へ波及させる」目標を強く持つ 
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３-１．公共施設の導入事例 ①温泉施設（山梨） 

• 温泉の昇温・給湯用にバイオマスボイラーを導入。薪や
小径の丸太がそのまま投入できる「薪ボイラー」。 
【2012年導入】 

• 重油の使用量はそれまでの1/3～1/4に。 

• 薪を地域内から収集する「木の駅」システムを構築。 
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薪（丸太） 温泉・プール 

燃料のストックの様子（左上下）、薪ボイラー（右上下） 

熱（温水） 

3-2．民間施設の導入事例 ②温水プール（岩手） 
ペレット消費量 200t/年級 

• ペレット温水ボイラーでプールの加温および暖房を行って
いる。ボイラーは導入してから30年が経過。現在も問題
なく動いている。 

• 地域の製造業社からペレットを購入。すべてペレットで賄
い重油の使用はゼロ。 

• メンテナンスを自社で行う。大切に扱っているのが長持ち
の秘訣か。 
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ペレット 温泉・プール 

ペレットサイロ ペレット温水ボイラー（新型、メーカーHPより） 30年使用しているボイラー 

熱（温水） 

3-3．民間施設での導入事例  
③飲料製造工場（山梨）：ﾁｯﾌﾟ消費量4,000t/年級 

• 間伐材等から製造する切削チップの他に、バーク（樹皮）や枝葉のチップを
混合し、燃料としてﾁｯﾌﾟボイラーで蒸気を生成。 

  →飲料製造工場での加熱殺菌熱源として利用。【2007年導入】 

• 工場で使用していた重油の98％削減を達成。A重油を最大で5,000L/日≒35
万円/日使用していたが燃料費は半減以下に。5年で投資回収 

• 環境配慮を売りにミネラルウォーターを拡販。林業にも参入。 

12 バイオマスボイラー（蒸気1.65t/h） ミネラルウォーター製造工程 

チップ 工場 熱（蒸気） 



森のエネルギー研究所 菅野明芳 2012/11/02 

4 

3-4．導入事例 ④食品加工工場（岩手） 小規模熱電併給 
木くず消費量：2,000t/年級  

• 木くず（※製材端材などの不定形
の木材）焚き蒸気ボイラーを導入
し、麺類の製造工場で使用。 
【2006年導入】 

• 近隣の製材工場の端材や建築廃
材を利用。 

• 余剰蒸気を利用した小型蒸気発
電機を導入。工場での電力使用
量も15～20％削減している。 
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薪（木くず） 工場 

木くず焚きボイラー（同社HPより） 

重油使用量の削減（同社HPより） 

小型蒸気発電機の仕組み（メーカーHPより、一部改編） 

電気 熱（蒸気） 

4. 9/28（月）発表：「「全国のバイオマス発電所地図から見る最新動向」まとめ 

◎地域別に見た木質バイオマスの需給状況 

 ・新規事業化が可能な規模は、集荷量の制約から 2,000kW未満級に限られる 

 ・未利用間伐材について、地域の素材生産側の供給体制と需要量がﾐｽﾏｯﾁの場合も 

 ⇒ｴﾈﾙｷﾞｰ用途の丸太は上昇傾向続き、競合の既存産業(ｵｶﾞ粉製造・熱利用)に影響も 

 

 ◎小規模熱電併給事業の展望＋熱利用事業の展望 

 ・政策の方向性は、2,000kW未満の熱電併給推進。経済性を確保する熱利用が必須に。 

 ・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ発電は信頼性ある技術だが、ガス化発電は技術が未成熟でﾘｽｸも大きい。 

 ・木の価値を総合的に高め、製材業と連携した木質バイオマスエネルギー利用が本筋。 

 ・(国民負担の少ない形で)単純なﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用を推進することが有効と周知が必要 

◎ここが変わった FITの認定手続きと発電の現状 

 ・2015年以降は、県の同意を得られないと森林バイオマス発電は事業化できない 

 ・既に他の発電計画が設備認定を得ている県：新規の発電計画は認める余地が無い 

◎未利用材(間伐材・林地残材)の需給状況 

 ・未利用材が2,000万m3/年というのは過去の話。供給余力は無くなりつつある。 

 ・木材の搬出時には、A材(柱材等)・B材(合板材等)・C材(チップ材(製紙・発電用等))が
セットで出てくる。C材のみを新たに搬出しても、通常は山側の利益にならない。 

  ⇒A材・B材の需要先を増やすか、A材・B材の価格帯までC材の買取単価を上げない
と、山への還元・再造林ができなくなる。 
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５．提言：木質バイオマス発電・熱供給普及のための環境整備 

◎5-3 川下側への提言 前提：発電のみならず「熱利用」への国民意識の喚起 

 ・供給可能量に応じた多様なバイオマス利用モデルの提示（数トン/年～数万トン/年迄） 

 ・公共施設でのﾓﾃﾞﾙ的導入促進、及び「ｺｽﾄ削減効果」の積極的開示 

 ・「3年で元を取る」企業意識に対して、「10年で元を取れればよい」という出資希望者へ 

  地域分散型のバイオマス熱利用・熱電併給の意義を説く（例：CSV、市民出資） 

 ・民間・公共問わず整理した「木質バイオマス 投資回収データベースHP」の開設 

  

 ◎5-4 全体を繋ぐ提言 

 ・助成金や国民負担無しで成り立つﾓﾃﾞﾙ事例紹介(森林経営、ﾏﾃﾘｱﾙ利用、ﾊﾞｲｵﾏｽ) 

◎5-1 川上側への提言 ＜素材生産の担い手育成、人員・機材の増強＞ 

 ・林業への新規参入民間事業体支援（建設業者、発電・熱供給事業者、森組から独立） 

 ・裾野を広げる自伐林家の育成（専業・副業）：フィールド提供、伐採・搬出及び安全講習 

 ・夢を与える林業教育：搬出体験（小中）、各都道府県での林業大学校創設、初任給UP 

 ＜その他＞・主伐後の再造林の徹底、育林の低コスト化、苗木生産量の増大 

 ・山林の所有者特定・境界明確化：地籍調査の促進や行政情報の内部共有、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

 

◎5-2 川中側への提言 

 ・製材等の木材加工事業と連携した燃料加工事業（ﾁｯﾌﾟ・ﾍﾟﾚｯﾄ・薪）の拡大 

 ・地域貢献に役立つ安価な燃料製造・消費ﾓﾃﾞﾙの普及（障碍者福祉施設で薪製造等） 
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㈱森のエネルギー研究所 

では、青森県内で 

バイオマスの利用先が 

続々と生まれ、 

人と木の循環 

サイクルが活発化 

することを 

祈念しております。 

今後とも御手伝いが 

できれば幸いです。 


