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バイオマス発電の事業化促進のための提言（第 4次） 

平成 28年 1月 

 

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、平成 25年 4月以来、3次にわたり提

言を取りまとめ、関係方面に提出してきました。これら提言について、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す。 

・また、この間、「エネルギー基本計画」（平成 26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、木質バイオマスについても、大きな意義を有するものとされました。

さらに、これを踏まえた「長期エネルギー需給見通し」（昨年 7 月 16 日、経産

省決定）では、再エネ比率見通し（2030年度）が、若干低目の 22~24%（2013

年度は、11％）とされた中で、バイオマス発電は、全電力の約 4％（2013 年度

は、1.9％）、602～728万 kW（2014.12 実績は、252万 kW）と野心的な見通し

となっています。 

その後も、12月 15日の総合エネ調再エネ改革小委の報告書において、「バイ

オマスは、安定的な燃料調達に向けた支援を強化」（「概要」）とされたところで

あり、さらには、12月の COP21における合意を受けて、世界各国の CO2削減

への取組の一層の強化という新たな状況も生まれています。 

・これらの諸状況を踏まえ、当WGとしても、「木質バイオマス発電導入の最大

限の加速」、「エネルギーミックスにおけるバイオマス発電見通しの実現」に向

けて、さらに様々な検討を行った結果、「第 4次提言」（7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。 

・林業政策・エネルギー政策の確固とした進展に期待しつつ、当 WGとしても、

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、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こ

ととしておりますので、よろしくお願いします。 
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2．第 4次提言項目 

 

（1） エネルギーミックスにおける木質バイオマス発電見通しの実現方策 

・長期エネルギー需給見通しにおける木質バイオマス見通しの実現には、燃料

調達の確保が最大の課題であり、供給ポテンシャルを十分に把握の上、見通し

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。 

 

（2） 間伐材等の伐採・搬出方法の抜本的改善と森林・林業の経営強化 

① 間伐材・未利用材の伐採・搬出量の増大のため、伐採・搬出方法の抜本

的改善を図ることとし、 

・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。 

・搬出間伐の普及を推進されたい。このため、間伐材の搬出に対する補

助金を創設されたい。 

・その他ロボット等技術開発の可能性も探求されたい。 

② 路網整備を飛躍的に促進することとし、そのための環境整備（路網整備

の技術革新、人材育成、補助金創設等）を図られたい。 

③ CO2の森林吸収源対策のほか、里山再生、獣害対策、林業の担い手育成

等の施策の財源として、「森林環境税」（国税）の導入を検討されたい。 

④ 森林・林業の経営力強化及び生産力の増大を推進するとともに、森林経

営計画制度の普及を図られたい。 

 

（3） 輸入材の円滑、適切な供給確保のための諸方策の確立 

① エネルギーミックスの木質バイオマス見通しにおいて「一般木材・農作 

物残渣」の見通しは極めて野心的であり、その実現のためには、輸入材・ 

PKSによる手当が不可欠である。 

② このための取組に資するため、輸入材に関する発電用木質バイオマス証 

明ガイドラインの運用状況、FIT認定申請手続きの流れ、具体的運用事例な

どを明確化されたい。「発電用輸入材取扱いマニュアル」等の作成・周知も

望まれる。 

また、輸入材への取組に関する相談体制の充実・整備に期待する。 

③輸入材（主に木質ペレット）・PKSの円滑な確保のため、港湾物流施設 

（荷揚げ、保管等の施設）の整備が不可欠であり、関係自治体による整備や、 

関係企業に対する支援措置を講じられたい。 
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（4） 石炭混焼の促進―CO2削減の強化、省エネの促進、再エネ導入加速への 

貢献 

・石炭混焼は、CO2 削減、省エネの促進、再エネの導入加速の観点から、有

意義であり、一石三鳥の政策効果が期待できる。 

・したがって、石炭混焼促進のため、  

① 国は、「エネルギー基本計画」（平 26．4）に「・・・既存火力発電所におけ 

る混焼など、森林・林業施策などの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。」と明記されていることから、石炭混焼の具体化状況

を把握し、明らかにするとともに、今後、一層の推進を図られたい。 

②環境省は、環境影響評価において、「石炭火力へのバイオマス混焼の推進」を、

考慮されたい。また、実証事業の充実、成果の普及を図られたい。 

③エネ庁は、省エネ法の運用において、石炭火力へのバイオマス混焼について

積極的に評価されたい。 

④電力各社（35社）が、石炭混焼を促進するような施策を整備されたい。 

⑤燃料調達の確保が重要課題である。 

・国産ペレットの供給体制の確立に向けて、小規模補助金の見直し、競争力の

ある大規模ペレット工場の創出・育成を図られたい。 

・輸入ペレットについては、港湾物流設備・施設の整備も課題であり、取り組

まれたい。 

・アジア大の視野からの燃料調達に取り組まれたい。 

⑥FIT 適用においては以下の論点がある。エネ庁において、実情を把握の上、

必要に応じ適切に対応されたい。 

・石炭混焼の発電コストの実態からみて、FIT 前提でないと成り立たないとの

論の一方で、買取価格について、別区分化が必要ではないか、との論がある。（国

民負担の軽減に資する） 

・自家発が、既存設備を活用し混焼しようとする場合、1事業所 1受電点規制が

障害となっているため、改善いただきたい。（施行規則において、新規のみとな

っている特例適用を既設にも適用するなど） 

⑦石炭混焼の東アジア（ASEAN）への展開を図られたい。 

 

（5） 発電事業者の経営力向上への取組の強化とバイオマス発電産業の育成・ 

発展のための体制整備 

①バイオマス発電事業者が、事業の長期・継続的運営を確保し、地域に貢献し

得るよう、経営力の一層の向上・強化に取り組まれることを期待したい。 

②バイオマス発電事業の育成・発展のための体制整備に期待したい。これに対

する行政等による支援、「バイオマス発電産業の発展ビジョン」の策定も望まれ
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る。 

 

（6） 電力システム改革と再エネ導入加速 

電力システム改革により、再エネの導入が加速されるよう、以下、取り組ま

れたい。 

①小売り事業者の「電源構成表示」を徹底し、消費者の選択を容易にする。 

②再エネを電源とする発電業者の接続・系統のためのインフラ投資負担は免除

するとともに、送電線利用料は距離別とし、軽減を図る。 

③3.11後のエネルギー情勢の変化を踏まえ、電源立地交付金の交付対象に、「再

エネ」（特にバイオマスについて：燃料調達におけるインフラ整備の重要性、地

域活性化効果、大）の追加を検討する。（現在、「再エネ」については、一定規

模以上の水力・地熱が対象とされている） 

④バイオマス発電産業をはじめとする再エネ関連産業の、新産業としての発展

を推進されたい。 

 

（7） 中山間地域の活性化に寄与する小規模熱電併給の促進 

①国内の木質資源は地域に分散しており、現状では、限られた資源量から小規

模発電にならざるを得ない。今後、流通の合理化、技術開発・新商品開発等に

より、チップやペレット（半炭化ペレットを含め）の全国流通の展開などが期

待され、また、それが目指されるべきと思われる。 

②2015年から 2MW未満の発電については FITにおいて別区分化措置が取られ

たが、小規模発電では発電効率が低く、40 円でも実情にそぐわないケースもあ

る。小規模発電のコストの実情を十分把握し、買取価格の適切な設定を図られ

たい。また、地域活性化の観点から、小規模発電の普及策の強化を図られたい。 

③ 熱電併給・熱利用の促進について、エクセルギー等熱力学の観点も十分考慮 

に入れ、関連施策の整備・充実を図られたい。 

 

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Ⅳ‐① エネルギーミックスにおける木質バイオマス発電見通しの実現方策 

提言内容 

・長期エネルギー需給見通しにおける木質バイオマス見通しの実現には、燃料調達の確保が最大

の課題であり、供給ポテンシャルを十分に把握の上、見通し実現のため、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。 

・具体的には、 

① 国産材について：間伐材等の未利用材の供給確保―伐採、間伐方法の抜本的改善（コスト、納

期も含め）、流通の合理化 

② 輸入材・PKS について：現状、国産材を補完するものとして（国産材供給不足の場合、既存産

業と競合する場合など）、的確に位置づけ、円滑・適切な供給の確保を図る。 

③ 森林・林業の生産力・競争力の強化:コスト引下げ努力を  

・WGMLでの一連の議論→状況に応じ、A 材、B 材も、発電用に投入を（提言②、ご参照） 

・森林経営計画制度の普及（認定森林経営計画は、面積ベース（私有林約 1,500万 ha 比）で、

現在、26％→10 年後、80％を目指すこととされており、是非その実現を図られたい） 

（注）森林経営計画に基づき伐採・搬出された材は、間伐材も、主伐材も、「未利用材」扱

いとなる。 

・ITの活用 

  

現状及び課題 

1． 長期エネルギー需給見通しにおいては、バイオマス見通しについて、以下のとおりとなっている。 

       （2014.11導入実績）      （2030年度見通し） 

 ・未利用材      3 万 kW   →       24万 kW    （+21万ｋW） 

 ・建築資材・廃棄物  33万 kW  →        37万 kW    （+4 万 kW） 

 ・一般木材・農作物残渣 10万 kW  →      274～400万 kW  （+264～390ｋW） 

 【木質バイオマス合計】46万 kW  →      335～461万 kW  （+289～415ｋW） 

           （32億 kWh）       （220～310億 kWh） 

 【バイオマス合計】  252万ｋW  →     602～728 万ｋW  （+350～476ｋW） 

 

（注１） 再エネ比率は、22～24%、バイオマスは、その 2 割、全体の 4% 

（注２） バイオマスの既存導入分（2014.11）は、252万 kW（内 RPS127 万ｋW、FIT124 万 kW）で、

RPS分がかなり大きい。（RPS 制度が廃止になるとどうなるか?） 

（長期エネルギー需給見通し小委（第 4回）資料、平 27．3）（別添①－1） 

（注 3）上記見通しの分析（まとめ表）（添付:作成表の別添①－１） 

 

 ＊基本的視点：エネルギーミックスにおいて、木質バイオマス見通しは、相当に野心的なもの

となっており、その実現のためには、燃料調達の確保が不可欠である。  
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特に「一般木材・農作物残渣」については、「輸入材・PKS」の円滑、かつ、適切な確保が重要課

題と考えられる。→国産材限定論、補完論、同等・無差別論 

 

【輸入材・PKSの位置づけを巡る議論】（提言③、ご参照） 

 

２．供給ポテンシャル  

 供給源としては、新規認定分、導入容量（移行認定分、新規認定分）、未稼働分、発電設備容量ポ

テンシャルの諸要素があるが、そのポテンシャリティを見極め、実現可能性と必要な方策を検討す

るものとする。（添付:作成表の別添①－2） 

 

 【関連】2016 年問題？―各事業において、燃料調達困難、稼働継続可能か 

① 上記による木材供給の増大で対応 

②多様な国産材、輸入材・PKS、バイオマス発電への石炭混焼（出力制御ル 

ールにおいて、「地域型」、20％まで）等による対応 

 

【参考 1】NHK「クローズアップ現代」（平 27．2）（別添①-3、見解（要旨）） 

 

【参考 2】「バイオマス白書」（BIN）（平 27．8）（別添①-4） 

 

3.以上のことから、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、この提言①に続けて、提言②～⑦を取りまとめた次第である。 

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 国産材の供給力の確保・強化（伐採・搬出・輸送・全国流通等の改善、森林・林業の経営力・

競争力の強化） 

③ 技術開発（伐採・搬出・輸送方式、ロボット活用、発電、石炭混焼、焼却灰の用途開発等） 

④ 輸入材・PKS の円滑・適切な供給の確保 

⑤ 石炭混焼の促進 

⑥ 発電事業者の経営力強化とバイオマス発電産業の育成・発展のための体制づくり 

⑦ 中山間地域の活性化に寄与する小規模熱電併給の促進 

⑧ その他（協同組合の取組など） 

期待される効果 

 1. これらにより、長期需給見通しにおける木質バイオマス発電見通しの実現が確実になる。 

必要な措置 

１．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。 
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提言先 林野庁、森林組合等関係団体、ＮＰＯ、関係企業等 

提言Ⅳ‐② 間伐材等の伐採・搬出方法の抜本的改善と森林・林業の経営強化 

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・搬出方法の抜本的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、コスト・納期に留意しつつ、推進されたい。 

② 搬出間伐の普及を推進されたい。 

③ 間伐材の搬出に対する補助金を創設されたい。 

④ その他ロボット等技術開発の可能性も探求されたい。 

⑤ 伐採・搬出・集材方法に関する「指針」、「ガイドブック」の作成が望まれる。 

2．路網整備を飛躍的に促進することとし、そのための環境整備（路網整備の技術革新、人材育成、

補助金創設等）を図られたい。 

3．CO2 の森林吸収源対策のほか、里山再生、獣害対策、林業の担い手育成等の施策の財源として、

「森林環境税」（国税）の導入を検討されたい。 

4．森林・林業の経営力強化及び生産力の増大を推進されたい。 

① 森林経営計画制度の普及を推進されたい。 

 

現状及び課題 

１． ポイント （「第 3 次提言」より） 

（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。 

 

2． 国産木質バイオマスの供給ポテンシャル、需給見通し（別添②－１） 

・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 

（平 26．11.10 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
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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％］）→ただし、自給率は 30％。 

  ＊供給見通し（平 26．11.10 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。 

 

【WGMLでの論議より】（平 27．2．～3）（別添②-2） 

 

【関連】 

 ＊森林・林業白書  H26 年度版 資料１－３６ 

 昭４２年国産材の材供給量は５、２７３ｍ３だったのが、平 14年は１，６０８ｍ３に減少。なお

平２５は２、１１２に少し増加。 

 ＊ 森林・林業白書  H25年度版  資料１－２９ 

            H26年度版 資料Ⅱ－１ 

 昭和 40年代は人工林の大半が１～２齢級の木、現在は８～１０齢級の森林が主となっていて蓄積

量は昭 41年に５．６億ｍ３だったのが平 42 年には３０．４億ｍ３と格段に増加している。 

 

【伐採・搬出を巡る論点】（別添②-3） 

 

３．伐採・搬出の各種方式 

（1）車両系と架線集材方式 

森林に開設された路網をフォワーダ等の運搬車を使って集材する車両系の集材方法の方が、山中

に架線を張って集材するより生産性が高いが、車両系は急傾斜地には路網開設や維持にコストがか

かり山の地形を損なうなどで不向きである。【森林・林業白書 H２６年版 資料Ⅲ－２７ 路網整備

の目標と整備】 

しかし日本の森林の斜度は２０～３０度が２６％、３０度以上が４２％であり架線集材方式の普

及が必須である。【森林・林業白書 H２１年度版 第Ⅰ章、２、(４)】 

現在集材の生産性を向上させるために高性能林業機械の普及促進が進められているが、架線系機

械、特にタワーヤーダの普及は殆ど進んでいない。【森林・林業白書 H２６年版 資料Ⅲ－３０】 

 

タワーヤーダが普及しないのは、従来の集材機より設置は簡便にはなっているが、設置場所の確

保が難しく山の中への搬入にも費用がかかる。さらに架線を張って牽引操作をするのに高度な熟練

技術が必要であるが現在熟練技能者は非常に少なくなっている。さらに生産性が高く出せる機械は

輸入機で価格が高く日本の山林で適用できるところは限られたところしかない等の事情による。 

機械や架線の国産化も進められているが、実績を出すにはまだまだ時間がかかるので支援が必要

である。 

簡便でコストの安い架線系の集材方式として、スイングヤーダや、自伐林家や地産地消向けの方
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式、あるいは軽量なロープ式集材が実用化されてきているが、安全性に課題があり、特に急斜面の

下りには課題が多く、１００mを超える集材には不向きであろう。 

（2）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 

  ・架線集材機器については、輸入品は、コスト・納期の点で不十分とのユーザーの声もあり、

国産品の開発・普及への取組も進められている。（T社「ウッドライナー」の例） 

（3）チェーン方式 

・Kシステム（連続式） 

【参考】米谷氏（平 26．11.10、平 27．11.25 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。 

・現在開発中で、複数の現場で試用を実施しているが、Kシステムの長所が評価され 

早急な実用化の要望がでてきている。 

 

 ＊伐採・集材・搬出には様々な方式があり、各種方式の適用・利用についての指針、「ガイドブッ

ク」の作成が望まれる。 

 

＜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)（注） 

・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、ドローン等の利用方式 

・ITの活用 

（注）「ロボット新戦略」（平 27．1.23、策定）を受けて、林業分野においてもその適用が 

     検討されている。 

 

＜森林経営計画制度について＞ 

・認定森林経営計画は、面積ベース（私有林約 1,500 万 ha 比）で、現在、26％→林野庁は、10 年後、

80％を目指したいとしている。森林経営計画制度に基づいて伐採・搬出された木材は、主伐材（A

材・B 材等）も「未利用材」扱いとなるので、「未利用材」の供給確保に資する。 

  

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 

２． 税制措置 
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提言先 エネ庁、林野庁、関係団体 

提言Ⅳ―③ 輸入材等の円滑・適切な供給確保のための諸方策の確立 

提言内容 

1． エネルギーミックスの木質バイオマス見通しにおいて「一般木材・農作物残渣」の見通しは極め

て野心的であり、その実現のためには、輸入材・PKSによる手当が不可欠である。 

2． このための取組に資するため、輸入材に関する発電用木質バイオマス証明ガイドラインの運用状

況、FIT 認定申請手続きの流れ、具体的運用事例などを明確化されたい。「発電用輸入材取扱い

マニュアル」等の作成・周知も望まれる。 

また、輸入材への取組に関する相談体制の充実・整備に期待する。 

3．輸入材（主に木質ペレット）・PKSの円滑な確保のため、港湾物流施設（荷揚げ、保管等の施設）

の整備が不可欠であり、関係自治体で整備するか、関係企業に対する支援措置を講じられたい。 

 

  

現状及び課題 

1． 輸入材を、一般木材（24円）として取り扱う場合は、FIT認定申請に際し、発電用証明ガイド

ラインによる証明書の添付が必要である。 

＊輸入材取扱企業（発電事業者）の FIT認定手続との関係 

 ・経産局に認定申請時に必要書類（注 1）を添付 

  （注 1）輸入材に関する証明書（通常、輸入業者が取得して、発電業者に提出） 

       輸入材を燃料として使用する場合に必要な書類 

① 木質チップ、ペレット…一般木質バイオマス証明書（発電用ガイドラインに基づき、

第三者による保証として団体からの認定を受けた上で、証明）及び適法伐採を証する

書類（合法性証明） 

        ②半炭化ペレット等…①の書類、分析結果報告書、輸入証明書 

        ※その他、燃料の内容により追加で書類を求められる場合もある。 

  （注 2）認定時、国産材前提で、その後、輸入材に変更した場合は、変更認定申請、または 

軽微変更届出（一般木材内の変更の場合） 

 

 ＊バイオマス発電用木材輸入の状況―大半は森林認証を取得している模様 

  ・林野庁：平 26木材需給表（別添③－1） （PKSは対象外） 

  ・財務省：貿易統計→把握可能、関連項目の一括集計・公表を検討しては？ 

    

＊発電用ガイドラインの運用 

①  輸入材：一般木材（PKS等農作物残渣は証明不要）または建設資材廃棄物・その他木材と 

して取り扱われる。 

② 仕組・流れ（「一般木材」としての証明→輸入材については、「合法木材」としての証明で 

足りる。 
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＜合法性ガイドラインにより 3通りの方式＞ 

 a.森林認証の活用（SGEC、FSC、PEFC） 

 b.業界団体（自主行動規範、策定・公表） 

→業界団体が事業者を認定（認定要件：分別管理、帳票管理、責任者の選任、合法性ガイドラ   

イン等）―伐採・搬出から、流通、発電までの各段階で証明が必要（証明の連鎖） 

c.事業者独自の取組 

 

2． 運用の状況 

（1） 輸入材取扱企業（発電事業者）の FIT認定状況（件数等）→不明 

（2） 「発電用輸入材」について、合法性証明の 3通り（a,b,c）別の件数、取り扱い団体数・企

業数等→不明→ 認定業務取扱団体のリストの作成・周知が求められる。 

  

(3) 輸入材取扱企業（輸入業者）の運用事例 

・一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA-QAセンター）が「発電利用に供する木質バイオ 

マスの証明に関する自主行動規範」を策定し、b方式を行う業界団体に加入していない企業を 

対象に実務を行っている。：累計 16 社認定、内輸入材については 2 社（a方式１件、c方式１ 

件） 

 

＊以上のような状況であり、輸入材に取り組もうとする企業にとって、全体状況が不分明で取り

組みが困難である。（まず、どこへ相談に行けばよいのかだけでも明確にすべきである） 

  →「発電用輸入材取扱いマニュアル」ないし「同ガイドブック」等の作成・周知が望まれる。

→現状、（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会が、輸入材への取組・発電用ガイドライ

ンへの対応の相談窓口となっており、その周知と活躍が期待される。 

 

【参考１】輸入材の位置づけ・意義 （別添③－2、＜論点＞ご参照） 

＊バイオマス発電における「輸入材」の評価・あり方 

【基本的視点】エネルギーミックスにおいて、木質バイオマス見通しは、相当に野心的なものとな

っており、その実現のためには、燃料調達の確保が不可欠である。 

 特に「一般木材・農作物残渣」については、「輸入材・PKS」の円滑、かつ、適切な確保が重要課

題と考えられる。（提言①、ご参照） 

  

【参考 2】木質バイオマス発電用輸入材(木材、チップ、ペレット、PKS 等)の輸入状況（別添③-3） 

・木質バイオマス発電について、輸入材で相当手当していくことが必要と思われる中で、輸入材の

供給が円滑・適切に行われる状況にあるのか、体制ができているのか→全体の運用とか、実績とか

不明であり、これでは企業がなかなか取り組めないのではないか。運用面、制度面で改善すべき点

があるのではないか。 

・輸入材の円滑な確保のため、港湾物流施設（荷揚げ、保管等の施設）の整備が不可欠となってい

る。PKS 初入荷に当たり、埠頭面積を拡大した島根県浜田港の例（県が、21 億円の予算を投じて整
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備）、PKS 輸入（月 2 万 t）に伴う PKS 保管ヤードからの粉塵飛散等を防ぐよう地域住民が要望する

例などあり。 

・平 26 木材需給表によると、平 25 対比で、発電需要は大きく伸び、これに対し国産材供給も大き

く伸びたが、輸入材供給は、横ばいにとどまっている。結果、自給率は、平 25は 20%に対し、平 26

は 63％にもなっている。（ちなみに用材の自給率は 30％）（別添③－１）  

輸入材供給が、状況変化に対応できていないのではないか。 

→海外産ペレットが高くてペイしないことによると思われる。一方、PKS の輸入量は、確実に伸 

びている。アメリカ・カナダでは、EU向けを念頭に、ペレットの大増産体制が確立しつつあり、 

日本向けも見通されるので、今後の動向が注目される。 

 

  

期待される効果 

 1. これらにより、輸入材・PKS の調達が確保され、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．予算措置（マニュアル作成、輸入インフラ整備等） 
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提言先 エネ庁、環境省、関係団体 

提言Ⅳ‐④ 石炭混焼の促進―CO2削減の強化、省エネの促進、再エネ導入加速への貢献 

提言内容 

石炭混焼は、CO2削減、省エネの促進、再エネの導入加速の観点から、有意義であり、一石三鳥の

政策効果が期待できる。 

したがって、石炭混焼促進のため、  

① 国は、「エネルギー基本計画」（平 26．4）に「・・・既存火力発電所における混焼など、森林・

林業施策などの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。」と明記さ

れていることから、石炭混焼の具体化状況を把握し、明らかにするとともに、今後、一層の推進

を図られたい。 

② 環境省は、環境影響評価において、「石炭火力へのバイオマス混焼の推進」を、考慮されたい。

また、実証事業の充実、成果の普及を図られたい。 

③ エネ庁は、省エネ法の運用において、石炭火力へのバイオマス混焼について積極的に評価された

い。 

④ 電力各社（35社）が、石炭混焼を促進するような施策を整備されたい。 

⑤ 燃料調達の確保が重要課題である。 

 国産ペレットの供給体制の確立に向けて、小規模補助金の見直し、競争力のある大規模ペレッ

ト工場の創出・育成を図られたい。 

 輸入ペレットについては、港湾物流設備・施設の整備も課題であり、取り組まれたい。 

 アジア大の視野から燃料調達に取り組まれたい。 

 

⑥ FIT適用においては以下の論点がある。エネ庁及び林野庁は実情を把握の上、必要に応じ適切に

対応されたい。 

 石炭混焼の発電コストの実態からみて、FIT 前提でないと成り立たないとの論の一方で、買取

価格について、別区分化が必要ではないかとの論がある。   

（国民負担の軽減に資する） 

 自家発が、既存設備を活用し混焼しようとする場合、1 事業所 1 受電点規制が障害となってい

るため、改善いただきたい。（施行規則において、新規のみとなっている特例適用を既設にも適

用するなど） 

 

⑦ 石炭混焼の東アジア（ASEAN）への展開を図られたい。 

 

現状及び課題 

１． 石炭混焼の現状 

【電力会社の木質バイオマスの混焼状況・計画】 

a. 現在、混焼実施地点は 15ヵ所（運用中 8 ヵ所、実証中 7ヵ所）（別添④－1、電事連資料） 

＊10電力と J-POWER での年間バイオマス混焼量 277,270t（2014年度）［On-site Report,11.25］ 
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b.燃料調達状況は以下のとおり。 

・国内産（11ヵ所、チップ及びペレット）  

10万 t／年（運用中）＋16.7万 t／年（実証中 or計画中）= 26.7 万 t／年 

・海外産（4 ヵ所、ペレット） 47万 t/年（計画値） 

（輸入ペレットの価格は、近年高騰傾向にある。） 

c.運転実績として、運用混焼率は 2～3cal%程度、チップ及びペレットの使用量は年間最大 40 万 t

程度、電力会社での年間石炭使用量 約 8,000 万 tに対し僅か 0.5%重量相当しかない。 

（なお、運用混焼率の積極実績として、卸売電力会社であるが、宇部興産 IPPの 9cal%がある。） 

d.環境省の環境影響評価を考慮し、今後は CO2 削減の観点から、バイオマス混焼等を計画すること

が必要になってくることも想定される。 

（注 1）電力会社での木質バイオマス混焼率が低い理由（現状、2～3cal%程度）（別添④－2） 

 

＊CO2 削減自主行動計画の具体化  

 2015 年 7 月、電力会社を中心に 35 社の事業者が共同で「電気事業における低炭素社会実行

計画」を発表。2030 年度までに電力業界全体で CO2排出係数（2013 年度実績：0.57kg-CO2/kWh）

を 0.37kg-CO2/kWh まで低減させる目標を掲げた。 

CO2削減量としては、最大 1,100 万 t／年を見込むとしている。 

 

【電力会社以外の木質バイオマスの混焼状況・計画】 

（別添④-3、エネ庁資料） 

・一般産業の石炭との混焼実績使用量は年間 20 万 t 程度で、年間石炭使用量 約 2,000 万 t の

1%重量相当→うち FIT 適用は？ 

（別添④-4、石炭混焼の全体像:電力会社・電力会社以外、FIT適用・FIT適用外） 

 

2．石炭混焼の意義と課題  

① 石炭火力発電におけるバイオマス混焼については、 

a. CO2削減の最大化の観点から、 

b. 省エネ（化石燃料の使用節減）の観点から、 

c. 再エネの最大限導入の観点から、 

その促進が求められている。 

（参考）意義の詳細（別添④－5） 

 

したがって、「エネルギーミックスでの 2030 年度石炭火力 26％」を前提とし、その中で、極力 CO2

削減を強化するため、石炭火力へのバイオマス混焼を推進する。 

［付記］ 

  なお、「再エネの普及・代替により、原発ゼロ・石炭火力発電ゼロとすることは可能であり、 

早急に全面転換を図るべき」との意見も出された。 
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【参考】2030年度の木質バイオマス発電見通し （エネルギーミックスでは、335～461万 kW） 

→澤氏予測 （別添④-6） 

FIT案件：専焼 180 万 kW＋混焼 200～300万 kW（既存自家発 100万 kW（10％混焼）+ 

+ 新設 100～200万 kW（10％混焼））=  380～480万 kW 

FIT外案件：9電力 200万 kW（5％混焼）   

          → 石炭混焼により、トータル 580～680万 kW にもなる。 

 以上から、石炭火力へのバイオマス混焼は、“一石三鳥”の政策効果があると考える。 

 

② 他方、その具体化に関しては、以下のような課題・困難性がある。 

・燃料調達･･･混焼率増加を図る上で、時間軸を考えると、国産材だけでは不足するため、海外産

での手当が不可欠とされる。 

・経済性の確保･･･石炭混焼の経済性は厳しく、現行 FIT価格を前提としないと成り立たないとさ

れる。ただし、一方で、エネルギーミックス発電コスト検証 WGは、混焼での発電単価を 13円/kWh

としている。 

 

【参考】混焼発電のメリットと課題 （澤氏） （別添④-7） 

 

3．石炭混焼用バイオマスの需給見通しと燃料調達の状況 

【石炭火力での木質バイオマス混焼発電の市場規模（イメージ）】（澤氏試算） 

a. 日本の一般炭年間使用量 

   電力会社：約 8,000 万 t、一般産業：約 2,000万 t  

b. 現在の石炭火力混焼発電での木質バイオマス年間使用量 

  ・電力会社：約 40 万 t（0.5％相当） 

  ・一般産業：約 20 万 t（1％相当） 

c. 将来の潜在市場イメージ 

  ・電力会社:160～240万 t/年（2～3％相当） 

  ・一般産業:40～60万 t/年（2～3％相当） 

・FIT：＋？ 

  ・Torrefaction：＋？ 

  →仮に平均混焼率を、電力会社 5%、一般産業 10％とした場合、木質バイオマスの使用量は、600 

万ｔ/年＝約 200 億ｋＷｈ相当となる。 

 

【石炭火力混焼用 木質バイオマス燃料の調達】 

・発電に利用可能な国内の木質バイオマス賦存量と利用可能量 （別添④-8） 

＊バイオマス活用推進基本計画（農水省、2010.12 閣議決定）での見込み 

＊森林・林業基本計画（林野庁、2011.9 閣議決定）での見込み 

国内産木材の利用可能量は、2020年（又は 2020年度）における増加見込み量として 240万 t 

程度であり、これを木質ペレットに換算すると 140万 t／程度にしかならない。 

したがって、前述の試算のように、ペレット及びチップで年間 600 万 t、又はペレットで最
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大年間 780 万 t といった需要に対応するためには、海外からの輸入も並行して検討することが

必要となる。 

 

【世界のペレット生産・消費動向とわが国輸入ペレットの動向と評価】（別添④―9） 

 

【国産ペレットの生産・供給動向】 （熊崎先生）（別添④-10） 

・ 1980 年代に 20 工場、生産も 2 万トンを超えたが、その後、石油価格の低下により、影響を受

けて低迷し、バイオマスニッポン（2002、閣議決定）後、林野庁の助成開始もあって、増加に

転じている。2013 年には、115工場、11万 t生産。ただし、小規模工場が多く、競争力がない。 

 

4．石炭・バイオマス混焼拡大のための課題―特に事業者にとって  

a. 国内の既設事業用石炭火力では、既設燃焼設備等の能力範囲内での運用をベースとするため、

木質バイオマス混焼率は 2～3％程度。 

b. 混焼する木質バイオマスは、現時点では、チップとペレットのみ。 

c. 2025 年以降、石炭火力での 5cal%の混焼を実施するには、エネルギー長期見通しから試算する

と、年間 780万 tの木質ペレットが必要。 

d. 国内賦存量はあるが、実際に確保することは、開発期間・経済性等から厳しく、制度上の整備

を含め、促進させるための対策が必要。 

e. 地球温暖化対策上、石炭火力への CO2 排出量削減が厳しく求められる中、バイオマス混焼率増

への対応として、海外からの輸入も必要。 

f. 海外から木質バイオマスの安定的、経済的な供給確保を図るためには、調達の多様化（輸入先

を複数確保する等）が必要。 

g. 海外調達の多様化としては、供給国のみならず、トレファクション等活用技術の商用化にも期

待。 

 

5．ＦＩＴでの検討課題 

① 発電コストの評価と買取価格の別区分化の要否 

石炭混焼の経済性は厳しく、現行 FIT価格を前提としないと成り立たないとされる。ただし、一

方で、エネルギーミックス発電コスト検証 WG は、混焼での発電単価を 13 円/kWh としている。

故に、石炭混焼については、現行の買取り価格（未利用材 32円、一般木材 24円）は高過ぎると

の論もあるが、実はこれは、石炭火力で混焼率 2～3cal％とした分についての場合であり誤解を

招いている。 

（注）“低コスト故、FITにおいて別区分化すべき”（「バイオマス白書 2015」、BIN）（別添④－11） 

 

② 自家発が既存設備を活用する場合の 1事業所・1受電点規制について 

・施行規則の改正?―特例措置を新規のみでなく、既存にも適用を 

③ 輸入材に関する発電用木質バイオマス証明ガイドラインの運用の明確化 

 



17 

 

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、省エネの促進、再エネの導入加速に有効である。  

必要な措置 

１． 法令（施行規則含む）改正 

２． 運用改正 
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提言先 発電事業者、エネ庁 

提言Ⅳ‐⑤ 発電事業者の経営力向上への取組の強化とバイオマス発電産業の育成・発展のための体

制整備 

提言内容 

１． バイオマス発電事業者が、経営力の一層の向上・強化に取り組まれることを期待したい。 

２． バイオマス発電事業の育成・発展のための体制整備に期待したい。これに対する行政等による

支援、「バイオマス発電産業の発展ビジョン」の策定も望まれる。 

現状及び課題 

1． FIT施行を契機として、バイオマス発電の事業化が、全国各地で具体化し、バイオマス発電事業

者も、次々と登場している。これら事業者が、発電事業や FIT 認定申請に取り組むに当たり、様々

な課題に対応することが、行政や金融機関から求められており、また、稼働後も長期（20 年）

にわたり、事業を安定的に継続することが求められている。さらには、FIT後、事業を継続・発

展させることの展望も期待される。このような諸課題に応えるべく、発電事業者の経営力の強化

（注）が急務となっていると思われる。 

（注）・認定申請実務への的確な対応 

・国産材・輸入材を問わず、燃料調達の長期・安定的確保 

・資金調達実務への的確な対応 

・マネジメントの確立 

・FIT 後への対応の検討と整備 

 

2．さらにバイオマス発電を巡っては、再エネの最大限導入という基本的状況の中で、電力利用にお

いても電力自由化の進展、スマート・コミュニティの推進など様々な要素が出てきている。電気利

用の利便性（スイッチ 1 つでいつでも使える、在庫不要）・環境性（クリーン）・搬送性（電線で常

時接続、広域利用）などの特性も踏まえ、エネルギーミックスにおいても、2030 年度にかけて電化

率の上昇が見込まれており（2013年度（実績）25％→2030年度 28％程度）、「低炭素化社会実現」の

ためにも、さらなる電化社会化が展望されているところである。 

このような状況下、目下、バイオマス発電に取り組む企業等が、以下のような多分野にわたり、

多数登場してきており、今後もこの傾向が続くことが期待される。 

＊バイオマス発電事業者、発電設備メーカー 

＊多分野にわたるバイオマス発電用燃料供給事業者 

＊バイオマス発電用燃料輸送事業者 

＊関係学識者、コンサルタント 

このようなバイオマス発電事業者等の多数登場と発展の状況に対応して、今やバイオマス発電産

業の育成・発展のための体制の整備（バイオマス発電産業発展ビジョンの策定等を含む）が必要な

段階に来ていると思われる。 
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【参考】スマートエネルギー社会の産業連関分析に向けて（「経済統計研究」平 27．12） 

（別添⑤－1） 

 ・多くの再生可能エネルギー電源は、発電活動においても、施設建設活動においても、既存電力

（原子力、火力、水力）より経済全体への波及効果（注）が大きいことが分かった。特に、木質バ

イオマスとバイナリ―型地熱発電による波及効果（注）が大きい。 

  （注）１単位の需要に対するもので、実額ではない点に留意。 

 

 

期待される効果 

1．これ等の整備により、我が国経済・地域社会の新分野・新しい担い手として、裾野の広いバイオ

マス発電産業が形成され、発展していくことが期待される。 

必要な措置 

1． 民間自主努力 

2． 予算措置（ビジョンづくり等） 
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提言先 エネ庁 

提言Ⅳ‐⑥ 電力システム改革による再エネ導入の加速 

提言内容 

１． 電力システム改革により、再エネの導入が加速されるよう、以下、取り組まれたい。 

① 小売り事業者の「電源構成表示」を徹底し、消費者の選択を容易にする。 

② 再エネを電源とする発電業者の接続・系統のためのインフラ投資負担は免除するとともに、

送電線利用料は距離別とし、軽減を図る。 

③ 3.11後のエネルギー情勢の変化を踏まえ、電源立地交付金の交付対象に、「再エネ」（特に 

バイオマス:燃料調達におけるインフラ整備の重要性、地域活性化効果、大）の追加を検討する。

（現在、「再エネ」については、一定規模以上の水力・地熱が対象とされている） 

④ バイオマス発電産業をはじめとする再エネ関連産業の、新産業としての発展を推進された

い。（ドイツ、中国の例も参考に） 

 

現状及び課題 

１．［12.7勉強会より:筑紫氏、山家氏、意見交換］ 

①2030 年に向けて、徹底した省エネにより、電力需要を現在と同程度に抑制しつつ、バランスのと

れた電源構成を目指すこととされた。（エネルギーミックス、2015.7） 

政府としては、2030 年度、石炭 26％程度、LNG27％程度、原子力 22～20％程度、再エネ 22～24％

程度の 4 本足を目指している。ただし、電力自由化の中である以上、これは、行政でなく、消費

者が決めること。 

②「電力システム改革」については、 

a.安定供給を確保する、 

b.電気料金を最大限抑制する、 

c.需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する、 

ことを目的とし、進められてきた。 

③具体的には、2013 年の電気事業法改正（第 1弾）で、3段階（第 1段階:広域的運営推進機関の

設立（2015.4）、第 2 段階:小売全面自由化（2016.4）、第 3 段階:送配電部門の法的分離、料金規

制の撤廃等（2020．4））での改革の実施スケジュールを規定、昨年の改正（第 2 弾）に続き、本

年 6月、改正法（第 3 弾）が成立した。 

⑤ 本年 4月、上記機関が創設され、全電気事業者が加入。地域間融通、全国大での需給調整 

 機能の強化等により、出力変動の大きい電源の導入拡大等に対応する。 

第 2 弾改正で、一般家庭向け電気小売業への新規参入が、2016 年から可能となり、競争の促進が

期待される。家庭を含む全需要家が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになる。 

今後、発電事業は届出制、送配電事業（安定供給の要）は許可制、小売電気事業は登録制となる。 

第 3 弾改正での送配電の法的分離では、送配電部門の中立化がカギである。このため、電力取引

監視等委員会が、本年 9 月、設立された。→発電・送配電・小売りの別法人化が形式にとどまる

ことのないよう留意することが必要ではないか（競争の実質化）。また、災害時・有事対応を考慮
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し、分散型電源を重視すべきではないか。 

⑤2000 年以降、特別高圧等は、自由化されており（電力市場全体の 60％）、一般家庭・小規模事

業者向けが規制下にあったが、小売全面自由化によって、約 8 兆円の電力市場が、一般電気事業

者から開放される。既存分野も含め、18兆円の市場が生まれる見通しである。 

⑥3.11後、新電力の届出事業者が大幅に増加し（750社超）、供給実績のある新電力も、直近では、

97 社となっている。2014年度の新電力のシェアは約 5%に上昇、関東・関西でシェアが高い。 

  また、これまでに小売電気事業者として申請を行ったのは約 180 社。既に審査が終了し、登録

されたのは６６社で、LP・都市ガス系、石油系、再エネ系など、多様である。 

⑦目下、総合エネ調再エネ改革小委で、再エネの導入促進にかかる制度改革の検討が行われてお

り、「電力システム改革の成果を活かしながら、効率的な形での電力の取引・流通の実現を通じて、

再エネの導入拡大に結びつけていく仕組みの構築」も検討されている。 

 

⑦再エネ利用促進（ポスト FITを見据えて） 

・再エネ普及のためには、使う側の意思が重要で、自由化により、消費者が選択できるようにな

ることは大きい。電源構成表示は、義務ではないが、電事連は「やる」と言っている。 

・届け手の活躍も重要で、新電力等新規参入者に期待する。地産地消・グリーン電力への支援措

置はどうか。 既存事業者は意識改革ができるか問われている。 

・自由化推進と再エネ普及の実現のためには、「システム改革」が前提であり、不可欠である。両

者は異なる時期に、異なる要請で登場したが、やることは同じである（卸市場整備、公平な取引、

送配電の中立、規制・監視機関の創設など）。 

  

（注）バイオマス発電の特徴（多様性、多面性） 

・政策効果の面では、エネルギー、1次産業、地域、環境等多様である。 

・エネルギーで見ても、電気・熱・燃料とある。 

・事業として見ても、燃料を使用し（変動費）、海外ともかかわる。調達・変動費の長期安定化が

カギであり、特にバイオマスは、制度変更に敏感である。 

 

⑧FIT 見直し議論について 

・背景としては、国民負担の増大、太陽光偏重、ポスト FITをどうするか（市場化?）といったこ

とがある。 

・認定制度の運用、価格決定方式、自由化に伴う買取義務者の移行（小売り→送電業者）などが

検討課題である。 

・長期投資の誘因として政策の安定性はマストであり、ころころ変わるようでは困る。太陽光は

区分するとしても、「成人化」するまでは、継続すべきである。再エネは、まだ Babyである。 

 電力会社も、「再エネは止められない。対応しなければならない」と徐々に覚悟してきている。

むしろ、重電を含む電気機器メーカーが危機感をもってほしい。世界市場での競争に直面する。 

（注）ドイツで再エネが急速に普及した理由 

・EU 指令を受けて、きちっと EEG を制定、運用してきた。また、電力自由化と制度変革をきちん

とやってきた。 
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・系統側の受入体制の整備、地域住民主導の事業の普及に加え、エネルギー産業発展の視点も重

視。新産業の発展の視点から、コストだけにとらわれない発想で推進してきている。 

  

【参考】12.21 勉強会「中国の低炭素・再エネ事情・政策」より［抜粋］（李志東氏）（別添⑥―1） 

（3）「新常態」対応の総合対策と中長期展望 

⑤ 2016年から始まる第 13次 5 カ年計画においては、2015．10 の建議（指針）において、「低炭素・

エネルギー計画の基本方針」が示されており、エネルギー消費と CO２排出量を効果的に抑制（総

量規制など）するため、エネルギー革命を推進するとして、「風力、太陽光・熱、バイオマス、

水力、地熱の開発加速」、「スマートグリッドと大規模蓄電の建設強化、分散型エネルギー開発の

促進」を掲げている。 

政策措置としては、「電力、石油と天然ガス価格の市場化に向けた改革の断行、エネルギー効率 

のトップランナー制度の実施」など従来対策の強化に加え、新対策として、「エネルギー消費枠と 

CO２排出枠の初期配分制度の整備及び取引市場の育成と発展を図る」と規定。中国が、2017年に、

鉄鋼や電力、セメントなど CO２排出量の多い 6産業を対象とする全国統一の排出枠取引制度 

の本格的導入を目指していることが明らかである。 

⑥「電力システム改革」も本格化している。（現在、電網会社は、2社） 

2015.2、国務院が「電力体制改革の一層の深化に関する若干の意見」を公表し、2015.11．30、国

家発展改革委員会が、「電力体制改革に関する付属文書」として、「意見」の具体的実施要領に 

当たるものを公表した。6種の付属文書（送配電改革の推進に関する実施意見、電力市場建設の推

進に関する意見、電力取引機構設立と運営に関する意見、秩序ある発電と電力需要計画に関する

意見、買電側改革推進に関する意見、石炭自家発電の規範と監督管理強化に関する指導意見」か

ら構成されている。 

主な目標は、「三開放」（行政と企業運営の分離、発送電分離、本業と副業の分離をより完全な

ものにする上に、発電と販売での参入規制緩和、買電価格の規制緩和、公益性とピーク調整以外

の開発計画の規制緩和）、「一独立」（独自性の高い電力取引機構の創設と、公平・透明・効率的な

運営規範の策定）、「三強化」（政府監督機能の強化、計画管理の強化、安全運営の強化）とされて 

いる。 

  

 

期待される効果 

1．電力システム改革を通じて、再エネの普及が加速される。  

必要な措置 

3． 電源立地交付金制度等関連制度の見直し 
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提言先 エネ庁、農水省（林野庁、再生可能エネルギーグループ） 

提言Ⅳ‐⑦ 中山間地域の活性化に寄与する小規模熱電併給の促進 

提言内容 

１．木質バイオマス発電は、再エネの導入加速、CO2削減と併せて、森林資源の有効活用による林業

再生の促進を考慮する事が重要である。国内の木質資源は地域に分散しており、現状では、限られ

た資源量から小規模発電にならざるを得ない。今後、流通の合理化、技術開発・新商品開発等によ

り、チップやペレット（半炭化ペレットを含め）の全国流通の展開などが期待され、また、それが

目指されるべきと思われる。 

2．2015年から 2MW 未満の発電については FITにおいて別区分化措置が取られたが、小規模発電では

発電効率が低く、40 円でも実情にそぐわないケースもある。小規模発電のコストの実情を十分把握

し、買取価格の適切な設定を図られたい。また、地域活性化の観点から、小規模発電の普及策の強

化を図られたい。（総務省等 4省庁の「地域エネルギー事業センター、全国 100ヶ所、設置構想」は

如何か） 

3．熱電併給・熱利用の促進について、エクセルギー等熱力学の観点も十分考慮に入れ、関連施策の

整備・充実を図られたい。 

 

現状及び課題 

1． 現在 5MW 以上の発電所の建設費は約 50 万円/kW以下であるが、１MW以下では約 90 万円/kW以上

になる（建設費は発電規模の 0.6～0.7 乗則）。発電効率は 5MW 規模では約 25％であり、１MW 以

下では約 15％程度である。従って、FIT 実施後では発電量の多い 5MW 以上の発電所が有利となり、

計画も含め 5MW～10MW 以上の規模が多い（2014年調達価格等算定委員会配布資料）。 

その結果、現状では原料（燃料）調達の問題が生じ、海外からの木質資源調達に頼らざるを得な

い状況にある。（港に近い発電所は、船舶による大量な輸入原料調達ができ大型化が可能である

が、内陸の発電所は原料輸送の運賃などから調達が困難となる。） 

2． エネルギー自給の観点からは、輸入に頼らず国内資源を優先活用する施策が有意義と考える。 

しかし、地域に分散している木質資源を利用する内陸での発電所では、現状では、原料収集・陸

上輸送の範囲から小規模発電にならざるを得ない。今後、チップ・ペレット等の流通合理化が期

待される。 

また、木質資源の搬出では、従来、市場価値のあるマテリアル利用が優先され、未利用材は林

地残材として放置される事が多かった。地域の未利用資源の搬出は、森林保全を促し、原料確保

の上からも未利用材を活用したバイオマス発電の普及促進につながる。今後、発電需要の登場に

より、旧来の発想を大きく変えるべきではないか。現に搬出間伐が拡大する等の状況にあり、林

業者も新たな状況への対応を志向しつつあると見られる。（提言②、ご参照） 

3．更に、木質バイオマス発電における燃焼エネルギーを可能な限り利用するには、高温域では電力

を、低温域では熱供給をする熱電併給が資源の有効活用となる。一般に発電だけでは、エネルギー

効率は約 30％以下であり、熱も利用すれば約 70％の総合エネルギー効率が可能となる。但し、熱の

需要は地域に分散しており、蒸気や温水を遠地に運ぶ事は難しい（熱導管のコストは高い）ので熱
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供給量も小規模とならざるを得ない。 

4．このような現状においては、地域資源（特に未利用材）の有効活用と需給に適合した小規模発電

と熱電併給を推進する施策が重要となる。特に、地域の分散型バイオマス発電を推進するには、500kW

以下の熱電併給を優遇すべきと考える。一方、小規模では、蒸気タービン発電は効率から使用でき

ず、ガス化発電或いは ORC 発電にならざるを得ないが、国産ではその実績技術がなく、現状ではド

イツなどからの輸入で高額な設備を購入せざるを得ず、小規模発電は不利な状況にある。 

この施策により、地域の熱電供給が促進され、木質バイオマスの有効活用と地域活性化が図れる

と考える。 

 

期待される効果 

1．小規模な木質バイオマスの熱併給発電は、地域の実情に即した地域主導として取り組みやすく、

地域に賦存する自己資源の最大限の活用により、化石燃料に頼らない自立型の熱電利用を可能とし、

地域に利益が還元される。 即ち、小規模熱電併給は、市町村や郡単位で、林業者、木材加工業者、

発電事業者、地域住民等が相互連携した関係を形成しやすいことから、地域密着型の取組として安

定的な実施につながる。  

2．更に、地域の未利用材の活用は、現在荒廃し日光の当たらない「もやし林」などからの木材搬出

を含めて林業再生および森林環境の改善を促進し、新たな造林により長期的な CO2 吸収量の増加に

もつながる。 

3．熱電併給による熱利用への支援は、木材乾燥（現在の灯油・重油などを代替）やペレット製造な

どへの利用を促進し、地域産業の発展に貢献する。 

 

必要な措置 

１．熱電併給・熱利用促進のための独自の法制度、予算措置 

 



 

 

別添①-１　：　「長期エネルギー需給見通し」における木質バイオマス発電の見通し　まとめ表

見通し

2020年度
最小 最大 最小 最大

①未利用間伐材等（注１） 3 24 24 24 75 600 600 600

②建設資材廃棄物（注２） 33 37 37 37 1,000 1,100 1,100 1,100

10 80 274 400 157 1,254 4,294 6,269

236 1,885 6,454 9,423

万㌧ 80 641 2,195 3,204

78 623 2,134 3,115

万㌧ 47 374 1,280 1,869
46 141 335 461

発電量換算(注４）　億kWh 32 99 235 323

④バイオガス 2 7 16 16
78 106 124 124

⑥RPS 127 127 127 127
207 240 267 267

バイオマス合計（①～⑥） 253 381 602 728

発電量換算(注４）　億kWh 177 267 422 510

バイオマス合計RPS除く（①～⑤） 126 254 475 601

発電量換算(注４）　億kWh 88 178 333 421

（注４）：設備利用率80％を用いて機械的に当方にて試算したもの。

（注２）：年間約1,000万m3発生すると想定されるが90％は再資源化されている。残り10％が仮に全量発電に利用された場合、約4kWが発電
可能であり、約37万kWと見込まれる。

出典：総合資源エネルギー調査会、長期エネルギー需給見通し小委員会（第4回会合）　資料２　再生可能エネルギー各電源の導入動向に
ついて　平成27年3月資源エネルギー庁

2030年度見通し

（注１）：2020年における木材利用量の目標のうち、木質バイオマス発電等のエネルギー源等として600万m3の利用を見込んでいる。その後
2030年まで同量を据え置くとしている。発電に必要な木材は10万m3当り4,000kWで換算したもの。すなわち、10,000kW当り25万m3の木材
が燃料として必要。

発電設備容量（万kW） 材換算量（万m3）(注５）

木質バイオマス合計（①+②+③）

⑤一般廃棄物・その他バイオマス

2014年11
月時点

2020年度見
通し

2014年11
月時点

2030年度

③一般木材・農作物残渣（注３）

輸入チップ換算量（万m3）⇒

輸入PKS換算量（万m3）⇒

木質バイオマス以外合計（④+⑤+⑥）

（注３）：2014年11月現在、約10万kWが運開済、約80万kWが設備認定済。 製材端材は既に製紙原料や熱等に利用されている。また農業残
渣は熱量が少ない等の理由で導入実績はない。このため、現在FIT認定を受けている発電設備の多くは輸入燃料としてのPKSや輸入チップを
利用するものである。

（注５）：③一般木材・農作物残渣は、輸入チップ50％（嵩比重0.34）、輸入PKS50％（嵩比重0.60）と仮定し、材の量を当方にて計算したもの。



 

 

添付①-２：固定価格買取制度におけるバイオマス発電設備導入状況と2020年度及び2030年度見通しのまとめ表
平成２７年８月末時点の状況（平成２７年１２月１８日更新） （単位：万kW）

2,000kW
未満

2,000kW
以上

小計

① 4 1 38 39 181 1 30 255 - -
移行認定分 ② 1 0 1 1 7 33 70 113 - -
新規認定分 ③ 1 0 12 13 9 0 11 34 - -
計 ④ ②+③ 3 1 13 13 16 34 81 147 - -

⑤ ①-③ 3 1 26 26 173 1 19 221 - -
⑥ ④+⑤ 5 1 38 39 189 34 100 368 - -

7 na na 24 80 37 106 254 127 381

16 na na 24 274 37 124 475 127 602
16 na na 24 400 37 124 601 127 728

注： ①： 【表A ④】　　 都道府県別認定容量（新規認定分）
②： 【表A ②-２】　都道府県別導入容量（移行認定分）
③： 【表A ②-１】　都道府県別導入容量（新規認定分）

RPS 総合計

2020年度見通し

未利用木質

2030年度見通し
最小

最高

一般廃棄
物・

木質以外
合計

新規認定分

導入容量

未稼働分
発電設備容量ポテンシャル

設備導入状況項目

バイオマス発電設備（バイオマス比率考慮あり）

メタン発酵
ガス

一般木質・
農作物残

渣
建設廃材


