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市民キャビネット農都地域部会 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』 

 

日 時： 2013年 1月 23日（水） 

会 場： 港区立エコプラザ 1階ホール 

 

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

コメンテーター： 澤山 弘 氏（帝京大学経済学部経営学科 教授） 

司会進行： 木村忠夫（市民キャビネット農都地域部会 森林・バイオマス班） 

開会挨拶： 河口博行（市民キャビネット農都地域部会 代表、市民キャビネット運営委員） 

閉会挨拶： 住本 勉（市民キャビネット農都地域部会 森林・バイオマス班） 

 

〔講 演〕 

 『バイオマスの供給ポテンシャルと固定価格買取制度の展開』 

竹林： 私は、再生可能エネルギーの専門家というわけではなくて、この 20～30 年は会社時代

からも含めて環境・エネルギーの周辺をウロウロとしていた、その中の知見で、いよいよますま

すエネルギー問題が大きな社会問題になってきたので、どうしても地域で、分散型でバイオマス

を広げていかなければいけないのではないかという思いにとらわれております。 

 「エネルギーを経済から考える経営者ネットワーク会議」といったものも立ち上がり、それか

ら NPO の「バイオマス産業社会ネットワーク」というところでバイオマスの啓発普及というこ

とをやっております。そういう中からの知見をちょっとだけお話しします。このお話が皆さんと

ともにこれからさらに一緒に学んでいきたいということのきっかけになればということで、お話

をお受けいたしました。これをきっかけに皆様に何かもう少し考えようというようになっていた

だければ幸いだということで、お話し申し上げたいと思います。 

 それでは早速ですが、話の流れは、前置きが、①エネルギーと消費。それから今日の主題であ

ります、②バイオマスと賦存量・発電・FIT という関係、これにまつわるところの③先行である

ドイツなど海外がどんなふうになり始めているのか、そしてつながって④3.11 での原発という

ことの問題点、これはエネルギー問題の中では特異点でありますけれども、きちっと頭に入れた

ほうがいいかなということで、私なりに整理したもの。それから⑤再エネを巡る経済と産業。そ

して少し⑥まとめ的な話、今日はこんな流れでいきたいと思っております。 

 

①エネルギーと消費 

 はじめにエネルギーと消費ということですが、人口・経済の膨張というものがエネルギー需要

増大へと向かいます。それから化石燃料が有限であるということですから、人口が増え、エネル

ギー消費が増えていけば、当然価格も上がっていく。それはもう大前提です。それが 2025 年な

のか 50 年、2070 年なのかわかりませんけれども、私どもはかなり早い時期にそれが来ると思

っております。その前にどこまで省エネができるのか、再エネ採用というよりも、省エネをどこ

まで社会が採用していくのか、これが非常に大きなポイントで、もっともっと早くと私は思って

おります。この部会でも「省エネ」ということで大きなテーマを掲げて、1 回何かをやられたほ

うがいいのではないかと思います。 
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 再エネの増加はどこまでできるのかということですけれども、私は政府が発表している数字よ

りもかなり多めに考えております。楽観主義的であるとは思いますけれども、その辺のお話をし

たい。それから総発電電力量というのは、日本は平均すると大体約 1 兆 kWh を毎年使っている

んだよということだけ、この数字を頭に入れておけばよいのではないでしょうか。 

 この図は世界人口の推移とともに、エネルギーがどう消費されてきているかということ、特に

右上では急に立ち上がっています。そしてこれが多分急に、ストーンと落ちていくんです。エネ

ルギーがなくなってくるわけですから。ただそれが落ちてくるのを何で賄うかということになり

ますと、自然エネルギーでということになると思います。 

 産業革命が始まってきてどんどんエネルギー消費が増えている。その中で石炭から石油に移り、

ガスに移って、今度は再エネに移っていくだろうと思っております。ガスというものもシェール

ガスが新聞をにぎわせておりますし、日本の周りのメタンハイドレートがいっぱいあると。こう

いうことで、少し長くガス時代があるかもしれませんけれど、いずれは地下資源というものはな

くなっていく。ということは長期に見れば再エネになっていく、自然エネルギーになるというこ

とは、論を待たない話だろうと、私は思っております。 

 世界での一次エネルギーの消費予測というのは、日本エネルギー経済研究所の十市さんも出さ

れておりますが、その中で特に自動車に注目をされていて、世界で今 10 億台あるものが、今後

は 17 億台という膨大な自動車が走り回るだろう。7 億台増えます。当然エネルギーは相当食い

ますねという話です。 

 こういうふうに 2035 年までにエネルギー消費がどんどん増えるのですけれども、特にアジア

が非常に増えていくということになります。この時点で原油換算エネルギー量が 39 億トンのも

のは 35 年には 76 億トンというかたちになります。ですから約 2 倍近くになるのですね。世界

で見て大体 1.5 倍ということです。こんなにエネルギーが増えるのにどうするのという話になっ

ていくわけです。 

 世界のエネルギー資源の確認埋蔵量というのは、石油は持っても 46 年、人によっては 40～

50 年と幅がありますけれど、まあ大体こんなものだと。この石油量というのは、富士山の形を

逆さまの「おちょこ」の形にして、これの 5 分の 1 くらいまでの量しかないんです。40km×

3.8km という裾野で、これが 3770m でしたか、この高さを入れて、これの 5 分の 1 ですよ。琵

琶湖でいくと、大体 6個分と普通日本では言われております。これしかないのです。 

 これに加わえてオイルサンド・オリノコオイル、ベネズエラですね。こういうものがあるねと

いうこと。 

 それから天然ガスのほうは大体 58 年となっています。これにシェールガスが入ったり、メタ

ンハイドレートを入れますと、これが 150 年くらいになるのかなという感じだけれども、値段

がどんどん上がっていくことは確かです。 

 石炭は結構あって、118 年とか 100 年という説もあるし、いちばん長く言っている人で 200

年という説があります。しかしそれ以上はないわけです。ウランも 100 年です。これはブリテ

ィッシュ・ペトロリアムがいつも出している統計の数字だとこうなるということです。 

 主要国のエネルギー自給率ということでは、日本は皆さんがご存じのように、たったのこんな

に低い数字です。10％ちょっとですね、韓国も同じです。ですからエネルギー安保ということ

はどうしても考えておかなければいけないというかたちになります。 

 それでここに書きましたようないろいろさまざまな問題があるのですが、対応検討項目として
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は、こういった長期的、短期的見通しをきっちり頭に入れておかなければいけない。そしてみん

なが考えなければいけない。調達リスクということをどういうふうに考えるかということも、政

治家に任せる、オイル屋さんに任せるということではなくて、やはり国民が考える問題であろう

と思います。 

 そういう意味合いでは安全保障のネットワークを構築していくということも必要になります。

ロシアからのガスのパイプラインなんていうこともだいぶ今、叫ばれ始めていますし、再エネ技

術ももっともっと開発しなければいけないということ。そして発送電、配電の分離ということも

言われていますし、こういう指摘事項がもうみんな出て来ていると思います。 

 日本には化石燃料が無いので、日本のエネルギーの将来というのは省エネと再エネとを中心に

していかないと成り立ちようがない。化石燃料というのは戦略物資であり、金があれば買えると

いうものではない。しかも日本も経済的にはだんだん地位が落ちてきています。お金はなくなっ

てきています。そういう中でどうするのかという話になり、非常に大きな問題を抱えているのだ

という認識をお持ちいただきたい。 

 現在の 1 次エネルギーの供給と消費ということでは、1 次エネルギーは 2 万 2039 ペタジュー

ルですね。構成を見ますと石炭が 21％、天然ガスが 19％、原子力が 12％、水力・地熱などが

6%くらい。そして石油が 42％です。これは石油トンに直したエネルギーの量になっていますね。

これを転換しなければ、我々は車にも乗れないし、灯油を使ってストーブもたけない。この一次

エネルギーを使いやすい二次エネルギーに転換するのに、32％がロスになります。これをみん

な誰も知らない、忘れているという人が多いです。ここにポイントが 1 つあるのですね。何と

かこれを技術開発して、もっともっとこのロスを小さくしなければいけない。実際使われるのは、

この 68％だけです。この 68％の内訳を見ると、産業が 44 使って、運輸が 23、トラック、タク

シー、自家用車ですね。業務が 19の家庭が 14と、こういうかたちになります。 

この 1 次エネルギーの約 4 割を使って、約 1 兆 kWh の発電をしているということになるわけ

です。この辺を概略頭に入れておいたほうがいいと思います。 

 現状の電源別発電電力構成比というのは、ここに書いてあるとおりです。再生可能エネルギー

による発電は、2011 年で正確には約 11％くらいですかね。これをどこまで増やせるのかという

話になります。ですからこれを 2030 年までに 35％まで持っていくのかどうかという話です。

先ほど来言っているのはその前に省エネをどうするのか。こういったものをどこまで節約できる

のかということで、この省エネとリンクしているわけです。 

そして原子力というものはどうするのかと。ところが今現在は 2 基で混乱なく動いていると

言ってもいいのではないでしょうか。時々朝、NHK のテレビで節約を呼びかける言葉が出て来

ておりますけれども、今動いているのは、50 基あるうちの 2 基だけというのが実情ですね。た

だしその代わり、石油、ガスを大量に輸入して発電しているから賄っているという実情はありま

す。だからそのガス、石油を出来るだけ輸入しないで、でき得る限り再エネでやれればいいので

はないかということでございます。 

 電力量の推移を見ると、1970年代の今は 3倍強になってきています。 

 

②バイオマスと賦存量・発電・FIT 

 2番目、本題に入りたいと思います。 

 FIT、再エネ導入認定というのは、この 11 月 16 日時点で発表になって、その数字が総容量で
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364 万 kW、これは設備能力ですね。実際の発電量とは違います。太陽光が突出しています。

326 万 kW です。でも発電量では多分 34 億 kWh くらいにしかならない。つまり約 8700 時間

のうちの 1000 時間くらいしか、太陽光の恵みを受けられないというのが、太陽光発電の宿命で

す。それで設備費は、kW 設備能力に安くて 32～33 万円、高ければ 45～46 万円と大変に高い

わけです。太陽光だと 12％の効率が風力ではその倍近い 20～22％です。風力はこの 34 万 kW

の設備能力で大体 7 億 kWh くらい発電します。バイオマスはわずかの 4 万 kW の設備能力です。

プラントを建設しなければいけないし、燃料を集めるということがバイオマスの難点になります。

原材料ですね。場合によってはお金を払って原料を集めるというところが、太陽光や風力ないし

は水力と違うところです。発電する元の源のエネルギー源を買うのか、買わないでそのままかと

いうところに大きな差がある。再エネ導入認定の発電量は、全部で大体 44 億 kWh くらいとい

う程度です。 

 バイオマスというのは何だろうという話になるのですが、樹木、丸太、草、わら、もみ殻、下

水と汚泥であるということになります。有機系産業廃棄物も家庭から出て来るゴミも、全部バイ

オマスという種類にくくられてエネルギー源になる。もちろん畜糞もそうですね。それから廃油

だとか菜種油、そして多分 20 年くらいになったら海藻とか微細藻類、こういったものがエネル

ギー源になっていく。こういう海藻なりこういう藻の中から油を回収するという技術が、日本で

5 つの大学でやられていて、実験はもう全部終わっています。あとはどこまでコストが下げられ

て、大型プラントでやれるかというところに来ているわけです。ですから、原子力に 45 兆円も

注ぎ込んできたのだから、こういうことに数十兆円ずつ入れて、ガス化だとかメタノールを生産

したり、直接油化とかメタン発酵をやる。こういうことをしていれば、アッという間に、私自身、

半分以上エネルギーは代替できるという考え方をしているということです。これらのバイオマス

は、利用形態としては発電をすることだとか熱として使うこと、油や、炭化にして使うことがで

きます。 

 世界のバイオマス量というところを見ていきます。ここに出ていますように、太陽の恵みとい

うのはやはり「恵み」と言われるほど大変膨大な量です。約 260 万 EJ（エクサジュール）とい

うエネルギーで、年間、太陽は地球を温めてくれている。その熱によって風が起こるわけです。

この太陽の熱がないと、風は起きないのです。この副産物として起きるのは 1 万 1000EJ。バイ

オマスはその太陽のエネルギーを受けて、2600EJ、つまり太陽の持っているエネルギーの

0.1％というエネルギーを全部使って、木ができたり草ができたりというかたちになる。油の量

に直すと約 6300億 TOEというかたちになります。これは tonne of oil equivalentの略です。 

 人類が消費しているエネルギーというのは今現在 410EJ です。ですから 260 万 EJ と 410EJ

ではもう全然違います。太陽が持っているエネルギー、太陽から届いているエネルギーですね、

それの 0.016％を使っているのです。これをバイオマスの成れの果てというか、バイオマスが何

十億年という年月を経て圧縮されて変わったものが油であり石炭です。今現在生成されているバ

イオマス、それも何億年何十億年かければ、石炭、油になるのです。それは待てないねと。今日

は、これをどうやって上手に使うかという話になるというふうに思ってください。 

バイオマスの潜在エネルギーは人類が消費するエネルギーの約 7 倍、これを頭に入れてくださ

い。東大の山地先生、今はもう関西の研究所の所長になられましたけれども、先生は、世界で使

える量が大体このくらい、2 万 6000EJ くらいではないかと。最近出版された『バイオマスアイ

デアハンドブック』によると、少し上がっています。バイオマスの量がどんどん増えているとい
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うことによって、3 万 3000EJ になっている。そうすると消費エネルギーの約 80 倍だと、そう

いう考え方になっております。ですからバイオマスというのは世界的に見ても、大変膨大な量が

あるのだということです。 

 バイオマスの特性再確認ということをもう一度整理しておきたいと思います。バイオマスは、

草や木を見ておわかりのように持続可能だということですね。ただし、適切な管理が必要です。

取り過ぎてしまえば枯れていってしまうでしょう。森林がなくなってしまう。ブラジルや東南ア

ジアで数年前から森林伐採という問題が叫ばれています。ですから適切に育てて管理して、適切

に採って、それで活用するということがどうしても科学的に必要である。それでないと持続可

能・sustainable ということにはならない。地球温暖化という意味合いでも炭酸ガスを吸収して

くれるということでは、バイオマスは非常に重要な大切な問題だと思います。バイオマスという

のは油と同じですから、ただ生まれたてのものだと。もう古くから圧力をかけ、熱をかけられて

石油に転換していないだけですから。うまくやれば当然発電も熱も燃料にも転換でき、C1 化学

による化学原材料にもなっている。ですからプラスチックも作ることができれば、繊維・ナイロ

ンといったものを作ることももちろんできます。接着剤も全部作れます。トヨタ自動車は C1 化

学ということで、自動車のある一部分にはこういうバイオマスからプラスチックを作って、それ

をもう内装材の一部に使うということを始めています。ソニーだとかパソコン会社の一部分も、

このパソコンの箱・筐体にバイオマスから作ったプラスチックを部分的に使い始めています。そ

ういう事例はもういっぱいあります。 

 そしてバイオマスの特徴でいいことは、貯蔵も搬送もできるということです。太陽のエネルギ

ーを搬送したり、水を搬送したり、風をためたり、風をどこかに持っていくなんていうことはで

きません。だけれどもバイオマスはできる、という大きな特徴があります。再生可能エネルギー

全部に言えるのですけれど、シビアアクシデントがないということです。3.11 のフクシマのよ

うなシビアアクシデントがあったら、もうあの福島の発電所は使えません。ところがバイオマス

発電所は例えば地震で 1 基くらいつぶれたところで、そんなに大した影響はないということで

す。 

 ただそうは言いながら欠点としては、バイオマスというのは集めてどこかの設備まで運搬して

という、このシステムが大事です。いちばんの難点は技術よりも何よりも、ここだと思います。

これをどう解決するかというのは、やはり新しい公共の中で、皆で検討し、システムを作り上げ

る。それには地域の特性がありますから。バイオマスというのは土地・地べたにくっついている

わけです。地べたにくっついているものですから、これをどうやって取り入れて、どうやって施

設まで運んでという話になるわけです。ここが地域・地域で、地形も違えば、特性もみんな違い

ます。生えているバイオマスも違う。その辺を全部考えて、いちばん安上がりで安全にバイオマ

スを集め、運搬するということを考えないといけない。 

 バイオマスには今だいぶ値段が付いています。これをどうするか。山から木を切って土場に下

ろして、土場からまた積んで、発電所まで持って行く。それをどうするのと。今の 

大きな木質発電会社は、日田、白河、会津もみんなお金を出して、トンいくらというかたちで木

を買っているわけです。これを安くする仕組みが必要です。それから先ほど来話しているように、

収奪し過ぎない、生態系のサービスを損なわないこと。それから効率的な発電をすること。今バ

イオマスの平均的な発電効率というのは 7～8％から大体 25％台。廃棄物の発電なんて大体

10％です。これがガス化発電にすると 20％に上がります。一挙に 2倍の発電量になる。 
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 そういう意味合いでの考え方、それからバイオマスの特徴は発電もできるし、そのときに熱が

生まれる。その熱もどうやって上手に使うか。発電と熱というのは必ずペアです。ドイツの FIT

は、これからは発電をやってもいいけれど、熱も供給するんだよ。それでないと FIT としては

認めないよというようなことですが、日本はそこのところが抜けているわけです。バイオマスで

特徴的なのは必ず熱も考えたほうがいいねということです。 

 そうなると需要と供給のマッチングが必要です。発電は、電線にのせるとどこかまで送ってく

れます。しかし、熱の場合は、搬送ということはできますけれども、かなりのコストが掛かりま

すし、できるならば地産・地消で、農村であれば６次化ということでもって農産物の加工をして、

そこに熱を使う。水産加工においても、そこで熱を使う、こういうことを合わせてやる。 

 それから村や町ではよく、何とかの湯というのをやっています。源泉が冷泉であれば、それを

加温するエネルギーの一助にこの熱を使う、そういうことを合わせて考えていくということが重

要だと思います。 

 資源の価格は多分このように上がっていくだろうと思います。2012 年比で 2030 年は、原油

で 2.2 倍、LNG で 2.5 倍と言われております。もう上がっていくのは必至ですね。下がるとい

うことはあまり考えられない。 

 そうなると当然エネルギーを買うお金が要るわけです。日本は 2000 年ごろが大体 10 兆円く

らいでした。それがだんだん上がってきて、今現在 20～23 兆円というお金が流れています。つ

まり皆が稼いで儲けた金をイランなり中東に全部お金を払っているんです。国の富が全部、これ

だけのものが流れ出しているんですよ。これを少しでも抑えなければいけない。 

 それから町や村、こういったところにおいてもお金が出ているわけです。町や村にはエネルギ

ーがないわけですから、当然暖房の灯油を買う、自動車に乗るときはガソリンを買う。そして関

東であれば電気を東京電力から買ってそれで暖をとっています。 

 私が今村長といろいろやっているのは、群馬県上野村、御巣鷹山という飛行機が落ちたところ

です。あそこはわずか 1400 人の村です。あそこで試算すると 4 億円の金が毎年村の外に出て行

ってしまう。山梨県道志村、ここで私どもが試算すると大体 5 億円の金が外部に出る。ガソリ

ンを買う、灯油を買う、農機具を動かす金をというかたちで出て行く。鬼無里という白馬長野の

向かい側の谷を隔てたところ、あそこは産業が何もありませんから民家とちょっとした農機具を

使うだけ。ここだけだって 1 億円の金が毎年エネルギー代として出て行きます。これを村でみ

んなが持っている宝の山の木材を何で上手に使わないのか。それを何で振興しないのか。民主党

も自民党もおかしいねと、私どもは思っているということです。 

 この 23 兆円をどこまで抑えるか、こういう観点からでも皆が考えて、新しい公共はもっとも

っと国へ提案すべきだ、勉強会をすべきだと私は思うわけです。 

 それではバイオマスエネルギーでどれだけ発電できるのだろうかという話を私も昔からいろい

ろ調べてきております。ここではいくつかの事例を上げます。ただ前提条件なり何なりがみんな

違っていてバラバラです。あとで一覧表に示しますけれど、上げる項目も違うし、試算の仕方も

全部違います。その内訳も全部書いていないから、なかなか一筋縄にはいかないというところが

あります。 

 例えば古いほうからいきますと、2001 年に新エネルギー産業会議がありました。この中を見

ますと 1500 万 kL ということで、電力利用可能な量を試算すると、約 190 億 kWh くらいにな

る。これは、実際には 12～13％、発電効率はそれくらいしかないということです。それでさら
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に 3％から 5％は電線に乗っかっていく間に使うところに行くまでにロスになって使われてしま

う。そして所内電力も使われている。それを差っ引くとたった約 200 億 kW くらいになってし

まう。これが実際そのまますべて電気に変わっているのであれば、エネルギー量としては 1800

億 kWh とか 1700 億 kWh くらいはあるんですよ。ですから電力の効率というのはものすごく

重要です。 

 先ほど言いましたように発電効率は、７～8％から 27～28％くらいしかないのです。ですか

ら 10％の効率だったら、20％にすると電力は 2 倍に増え、FIT でいけば 2 倍稼げるということ

で、そこを頭に入れておかなければいけない。 

 ですから発電するときにはどういう機種を使うのかということが重要になってきます。 

 この中には木質は書いてあるのだけれど、森林の成長量は全然入っていない。この森林の成長

量がものすごく大きいのです。これは後で説明します。そして植物バイオマスは入っています。

食品とか汚泥も入っている。けれども一般廃棄物、産業廃棄物というのは全然計算されていない。

こうなるともっと上がるはずですね。これは出所を書かないとまずいので、私ももう OBになっ

てしまっていますから。私は荏原製作所で長年 65 歳くらいまで働いていたものですから、その

ときの私のデータなので、これを出します。 

 ここの場合は森林の年間成長率です。毎年毎年木というのは採らなければ、太っていくわけで

す。乾重量でいきますと、私どもは 1 億トンと計算しました。それから農業、林業、産廃系、

畜産系、一般廃棄物、これを全部入れると 1 億 8000 万トン、これを合わせると 2 億 7000 万ト

ンです。私たちはこれを 2002 年にやったのですけれど、2007 年に森北出版から藤井さんが書

いているのも、2 億 7380 万トンですから、ほぼ大体合っているんですね。これぐらいのバイオ

マスがある。これを全部使いつくすと、発電量としては 990 億 kWh、約 1000 億 kWh、これぐ

らいはできるよということです。 

 これは実は佐野さん、環境エネルギー研究所だったかな、彼と話をしていますと、「お前、1

億じゃなくて、2.5 億だよ」と言われました。2.5 億ということになりますと、まあ 2 億としま

しても大体 1550 億 kWh、大変な量があります。日本は「今、宝の山を捨てている」のです。

これを何で使わないのかと、歯がゆく思います。 

 日本総研の井熊さんが 2008 年くらいに出した本によると、彼は木質と紙だけに注目している

のですが、そのときに大体 2800 万トンくらいが使えるからということでいきますと、大体

510PJという数字で約 180億 kWhという感じになります。 

 このＰＰｔは農林水産省が出した 2008 年の資料です。バイオマス日本というところで 2002

年、2003 年あたりにこういう数字を出していて、それを改定しております。改定してやると大

体このような数字になりました。これにもやはり森林の中の成長量の部分が全く入っていません。

これの場合はこれだけありますよということの中で、まだ使われていない部分だけが未利用とい

うことになります。この未利用分を全部合わせて、それで発電するとどうなるかということです。

それでいくと約 320 億 kWh ですね。これの中にも実は森林の成長量と、一廃、産廃の量は参入

されていません。ですからバイオマスと言いながら、算入したり算入しなかったり。ある部分だ

けに着目して、何億 kWh発電できると言っている。これが非常に問題なわけです。 

 NEDO が 2009 年、GIS というデータベースを使ってどれだけ利用可能かということを調べ

ています。ただしこれの内訳は項目が出ているのですか、いきなりポンと 418 億 kWh という数

字が出ております。これには 700PJ という熱も出ています。これがまた内訳がわからないので、



 
―8 ― 

コメントのしようがないのですが、森林の成長量が入っていないのは確かです。  

それから皆さんご存じの 2010 年 12 月に閣議決定いたしましたバイオマス活用推進会議とい

うのがあります。農林省が音頭取りをして環境省やら経産省やいろいろ入っています。そこが出

している数字はこれで皆さんのところにも入っていますね。ここがまたおかしなことに、炭素換

算なのです。今まではペタジュールなり熱量換算でした。そして原油換算で何トン／TOE とい

うかたちで出しています。素人にはまたわかりづらいのですがこういうものを出しています。 

 ここではまた家畜排せつ物だとか、そういうものが 8,800 万トン。これを農林省はちょっと

前に 8,000 万トンと。最近またこの辺がグラグラしていますけれど、数字がみんな変わってい

ます。ちょっと前はこんな数字でした。こういう数字も変わってしまっている。ということで非

常に難しいものがあります。 

 林地残材が数年前は 400 万トンだったのが、この 2010 年のときには一気にポーンと、800 万

トンに上がっているということです。さらにここには、「資源作物」という言葉があります。今

までこれは入ってないのです。要するに耕作放棄地にエネルギーになるような米だとかいろいろ

な作物を植える。もしくはヤナギを植えたりポプラの木を植えて、それをエネルギー源にしまし

ょうという話です。そうやってこの分を 40万炭素トン入れています。 

 使われていないバイオマスを全部集めましたよということです。そうしますと最大限に使うと

約 220億 kWhが使えるのではないかと、そういう数字が出ているわけです。 

 これは最近ネットでも出ているから皆さんわかるでしょうけれども、環境省は、「低炭素社会

づくりのためのエネルギー低炭素化検討会」と言う会合を開いています。これも 4 省か 5 省で

やっているのですが、その中にエネルギー供給ワーキンググループというのがあります。そこで

かなり細かい試算が出ています。しかしこれのデータのもとはよく調べてみると、農林省が出し

ている先ほどのデータをかなり使って、それを少し修正しているだけです。いろいろなケース分

けをして 2020 年、2030 年、2050 年も出ていますね。それをまとめて見ますと、2005 年には

292億 kWhの発電量があったのですが、2020年には 370億 kWh、30年が 390億 kWh、50年

は 431億 kWhを導入目標としてもいいのではないかという言葉が出ているわけです。 

 ところが、非常に近い年でありながら、この 2012 年の 9 月 14 日に革新的エネルギー・環境

戦略を受けて、というのが出ています。これを見ますと 20 年は再エネとしては 832 億 kWh、

バイオマスとしては 236億 kWh。2030 年にはバイオマスの量としては 328 億 kWh という数字

になっています。ですから先ほどのデータは数字がちょっと違ってきていますね。再エネは水力

を込みで 3,000億 kWh 、水力を除くと約 1,900億 kWhという数字が出ているわけです。 

 これではなかなかわかりませんから、今お伝えしてきた、どれくらい発電できるのというもの

に、いくつかのデータを加えて一覧表にしております。 

 これを見ますと、山地さんの本がいちばん古いのですが、1990 年に出ているもので全部賦存

量というかたちで 187PJ という数字です。そして 630 億 kWh 、これは賦存量です。これも森

林の成長量なんていうのは見ていません。先ほどの NEDO の場合が 190 億 kWh。赤字が全部

公表された数字です。黒字は、私が試算をしたものです。下の方は、割合近年にいろいろ発表さ

れた 2009 年以降のものです。これらの数字はどちらかというと、賦存量ではなくて、導入目標

ないしは利用可能量ということで、発電量が出てまいります。それを見ても全部バラバラですね。

当然前提条件が違うのですから、賦存量から利用可能量まで全部それぞれの考え方で、どれを信

用してよいのやらわからないというのが現状ですよということで、それだったら私も何とでも言
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えるなという考え方になりました。  

 それでいちばん大きな問題は、日本の宝の山であるところの森林をどうやって使うかという話

になるかと思いますが、それを使う前にどれだけの量があるかということをちょっと検討してみ

たいと思います。 

 ここに書きましたように日本の 66％は森林です。こんな国は世界にはあまりないのです。ま

あフィンランドとかあの辺ぐらいですね。森林の総面積は約 2500 万 ha、このうち天然林が

1500 万 ha、人工林が 1000 万 ha。この人工林のうち伐採交換林というのが 330 万 ha です。要

するに森林の 13％くらいしか伐採し、木を使っていないということです。このせっかく植えた

人工林、戦後の 30 年代、40 年代に植林されたものも放置林になっている。これは 670 万 ha で、

天然林と合わせると、2170 万 ha・87％は有効活用されていないということです。宝の山は持

っていながらこれを使っていない。 

山が急峻であんなところは採れないよと。それこそ今の技術を持ってすれば、切り出せないわ

けはないと思います。オーストリアと日本は割合と急峻で似ています。オーストリアなんかはか

なり急峻なところから切り出しています。ドイツやフィンランド、ノルウェーはかなり平たん地

ですからちょっと参考にならないかもしれません。日本も、これだけ技術力のある国ですから、

それを何とかしてこの 87％を生かす方法、これの何パーセント、何十パーセントを生かせばだ

いぶ違うのではないのと思うわけです。2170 万 ha の 20％の成長量、これの材を使うというこ

とになりますと、わかりやすいように 1 万 kW 発電でいきますと、330 の発電設備が作れるの

ではないか。それをやると大体 250億 kWhくらい発電はできるということです。 

 では年間の成長量はどうなのというと、これは先ほど話した地球エネルギー研究所の佐野さん

とメールでやり取りをして大体確認したのは、年間成長量は 2.5 億トンだと。私どもは 1 億トン

と見ていたのですが。ドライベースで 1ha で成長する量は 10 トンあるということです。これだ

けあるのですね。ですから相当な量がある。あとはこれを上手にどうやって切り出して、上手に

発電効率を上げて使うかという話になります。 

 ところで、バイオマス発電はどれくらいの量が要るのかというと、1 例としては既存の焼却を

して蒸気を取り出しタービンを回すという古典的な手法だと、所内動力で 500kW、発電量とし

てはこれを引くから 5600kW ということで、まあいいもので発電効率は 19.2％ぐらい、悪いと

これが 10％というかたちになります。ガス化という技術がありますけれども、蒸し焼き状でや

って、コンバインドサイクルを使うということになれば、これは一挙に 30％まで上がるという

ことになって、同じ量を使っても 5600kW と 9000kW ですから 3400kW も発電量は多くなる。

大体 200t/day くらいの量を使ってということです。ただ 200 トンを使いますと、50 台からの

トラックが動きますね、これをどうするんだという話になります。それだったら広域型よりも本

当は村内の小型、要するに森林があるところはみんな町、村ですから、山の中ですから 500kW

くらいの発電のほうがよいのではないのと。1 日に 16 トンなり 18 トンくらいということです。

これだったら建設費は 2 億円前後だけれども、広域型だと 20 億円はいってしまうということで

す。ただ、こういうでっかいものをやるときには、接続負担金というのは大体 1 ㎞・1 億円と言

われています。東電や関西電力はこれをもっと上げてきています。要するに受け入れたくないか

らこの金を上げるという状況に今は来ているわけです。それで託送料をまた上げるという構図が

ありますから、先ほど言いました発送電分離ということが重要になってくるということになるわ

けです。 



 
―10 ― 

 ファーストエスコという有名な木質の発電会社、ここは日本の草分けであります。日本総研を

飛び出した方がやったわけです。これも岩国、白河、日田でやっています。これは発電能力が

12000kW とかなりでかいですね。原材料として年間 11～12 万トン買っているわけです。原価

構成の燃料費は 41％です。これではなかなか赤字で浮上しないですね。経産省は今これを 65％

と見ているわけです。これがちょっとガンになりますから、やはりこんなにでっかいものではな

く、村、町で村内のじいさん、ばあさんが持って来たものを小さく発電するというほうがいいの

ではないかなと私は思います。 

 道志村では、私も発電をやろうということでやっているのですが、その前に「道志の湯」とい

うところでは、ボイラーを重油から、まきボイラーに替えてもらいました。まきボイラーに替え

たら、60 代、70 代のじいさんが軽トラを持っていって自分の山からまきを切ってきて、それを

道志の湯、ここは村営なのですが、そこに売るわけです。そうするとそれで晩酌代が出ちゃうわ

けです。それでいいのではないかと思います。それをもう少し上手なやり方でやればということ

です。 

 それからみんなは、ごみというものを見ていませんね。そのごみを見ると、発電単価は、

kWh が 10 円ぐらいです。ですからこれをもっと上手に活用して、木質もごみも産廃も一緒に

やって、少し大型化して効率を上げて、やるという手がありますね。この中にバイオマスを持ち

込めばいいんです。産廃と一廃はもう別に分けるという必要もないのではないか。産廃と一廃を

分けているのは日本ぐらいです、法律がおかしいんですよ。一廃も産廃も全部一緒くたにして金

をもらって発電をすれば効率も上がります。まだ十分余地があります。 

 今の発電効率がごみは水分も多いし、小型のものはなかなか発電効率が上がらなくて 10％程

度なんですね。15％ぐらいが精一杯で、ひどいのになると 7％です。そういうことで発電効率を

ちょっと 20％に上げるだけで、140 億 kWh くらいの発電量が増えるわけです。既存のものを全

部置き換え、改造するということで、140 億 kWh というのは、大変な量だと思いますね。ごみ

の発電の潜在能力というものを考えましょう。発電量としてのポテンシャルは相当あるのですか

ら。 

 それから、産廃というものを馬鹿にしてはいけないですね。産廃というのは原材料として発電

する能力を相当持っています。産廃は今 3 億 9000 万トンの量が出ていますけれども、発電能力

としては 60万 kWしかない。発電量としては 46億 kWhですか、この程度しか発電していませ

ん。能力がこれだけありながら、原材料がちょっと悪かったり、運転を 8 時間でやったりとい

うことをしていますので、もう少しこの能力を生かすやり方があるのではないかと思います。で

すから例えば改造してガス化炉に変換するということになりますと年間で 50 万 kW、それから

既設の産廃の効率を上げたり、それからセメントというのは相当な焼成をやりますから、セメン

トを焼いて粉をつくるわけですね。ですからそのときの能力を増強するということで 200万 kW。

また産廃で燃やすだけというのは 1000 くらい日本にあります。それを改造して平均 1000kW

くらいの発電設備は付けられるそうです。そうしますと約 100 万 kW くらいの能力を上げられ

るということになります。 

 このようなことを全部合わせると、一般廃棄物と産廃などを混ぜ合わせながらやると、約 280

億 kWh、これくらいの増力はできるのではないかと思います。ここの四角の中は、日経ビジネ

スオンラインで石渡さんが書いておりますが、要するにごみもいっぱい能力があるんだよ、恐ら

く現在の 2倍くらいの発電は可能であるということを言いたいので、これを出しています。 
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 それからゴミ発電による FIT 経済検討ということを横浜でやったことがあるのですが、この

ときには生ごみだけをまた集めてメタン発酵をする、あとの残り全部を焼却発電してしまうとい

うことでやりました。生ごみだけをメタン発酵というかたちで発電をすると、相当な収入も得ら

れるよということをここに出しております。20 トン規模だと年間で 3,000 万円以上のものは入

るということです。生ごみは 1t ありますと、大体 1 時間で 4～7kW くらい発電ができてしまい

ます。生ごみの力というのは大変なものです。この生ごみは水分が多いわけですが、これを今は

全部都市ごみとして燃やしているわけです。ですから発電効率も落ちていってしまいます。これ

を残りの紙ごみだとかプラごみだとか、可燃性が高いものだけにしていきますと、それだけでま

た発電量が上がっていくということも考えたほうがいいということです。 

 FIT、これは後にしましょう。私がいつも不愉快だなあと思っていることは、太陽光だけが優

遇されていて、この 42 円なんておかしいと。ただ再エネ全部で、私の家では 87 円が賦課金と

して掛かっている。これがあと 2030 年にいくらまで上がるかということが問題になるわけです

ね。 

 次に、バイオマスエネルギー導入促進を阻むものとしていろいろな問題点がありますよという

ことです。 

未利用バイオマスは、一般的に見て、360 億 kWh くらいあるのではないかと。大体いろいろ

な方々が言っている平均的な数字がこれくらいです。それに、ちょっと抜けているのではないか

というものを上乗せしようということで、森林の成長量、先ほど言いました 1 年間に 2 億トン、

1 億トン、この辺の数字のどこを取るかによります。まあ 2 億トンくらいを見るということにな

りますと、250 億 kWh。それから一般廃棄物を先ほど来言いますように、生ごみをガス化なり

メタン発酵するということやると 280 億 kWh です。産業廃棄物を全部焼却しているだけではな

く、それを発電まで持っていく。そして効率の悪いものはガス化発電をするということになると

360 億 kWh で、これを全部合わせるだけで約 900 億 kWh くらい、この 900 ちょっとくらいの

ものに 360 億 kWh を足すと大体 1,250 億 kWh くらいの未利用のバイオマスから発電ができる

のではないかと。これを日本の政府が発表しているのは 320 億 kWh だとか、2030 年には 390

億 kWh としています。ですからそこまではいかないとしても、かなりのところまではいきます。

1000 億 kWh 代までいかなくても、600 億 kWh くらいは上乗せをして 960 億 kWh くらいの数

字にはいくのではないかと私は思っています。 

 ドイツの実績、2010 年、昨年はもう 360 億 kWh という数字になっております。2020 年には

大体 500 億 kWh くらいを目指しているわけです。ですから日本がわずか 328 億 kWh だとか

390億 kWhではちょっと少ないのではないか、と私は思っているということです。 

 

③先行事例としてのドイツの状況 

 FIT の海外先行事例ということでは、ドイツが 2012 年には再エネが総消費電力量の 25％、

約 1500 億 kWh、2020 年には総消費電力量の 35％、あと 7 年後には、35％になってしまうん

ですね。日本は今、11～12％ですからえらい違いです。 

ドイツも最近は太陽光発電が優遇され過ぎています。そういう加減もあって昨年から、太陽光

に金を注いだものですから、電力代が上がっていますね。そしてバイオマスでは熱利用が FIT

採用の前提になってきています。ドイツは FIT が失敗している、失敗していると言いますが、

そんなことはありません。それについては、「ドイツの電力エネルギー事情とビジネスチャン
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ス」ということで、JETROのレポートが出ていますからそれを見てください。 

 ヨーロッパ各国の FIT の買取価格を表にしています。バイオマスについては、2012 年にイタ

リアは 23円に引き下げるようですね。 

 EU エネルギー・気候変動政策パッケージということで、EU の中では各国みんなで共通して、

「3 つの 20」をやろうではないかということになっています。こういう戦略会議があって、

2020 年までに最終エネルギーで消費に占める再生可能エネルギーの割合を EU 全体で 20％にし

ようよと、温室効果ガスも 90 年比で 20％削減。そしてエネルギー効率を 20％に引き上げると。

このエネルギー効率を 10％にとどめるか、20％にするかでは大変な違いになるということです。

これをやることが産業の育成にもつながるのだということです。 

 EU 発電電力量構成の 2035 年の見通しです。35 年には水力を含めた再生可能エネルギーが

41％、今は 2008 年で 17％です。すでに大変な量が導入されていますね。それでなおかつ、こ

れを 41％まで持っていくということです。 

 ドイツだけを抜き出して見てみますと、電力料金はいくらになっているかというと、2000 年

に始めた FIT の導入時では 14.3 セント/kWh というのが、2010 年では 24 セント/kWh という

ことですから、1.8 倍くらいですか、かなり上がってきているということは確かです。いろいろ

な方々は、これだけを見て、「10 セントも上がっているではないか、だから原子力のほうが良

い」と言われます。しかし実態を見ると、EEG というのは再生可能エネルギーを導入したこと

によって直接的に上がっている割増のお金ですが、これは料金の 10％です。あとは自治体税だ

とか電気税、これは炭素税みたいなものですね。それから付加価値税、これが 3.8 セント/kWh

と、こういうふうに大きいのです。この辺を何も言わないで、これだけ電気代が上がっていると、

これにだまされてはいけないのではないかと。 

電力料金の構成比は、発電、送電、販売が 58%、税金が 32％、EEG の割増、再生可能エネ

ルギーを導入したことによるものが 10％です。税金の割合が大きいと、これをきちんと認識し

た上でいかなければいけません。 

 ドイツはエネルギー源別の発電量の割合が去年の 1 月から 9 月までの暫定値で、再エネが全

電力の電源別では 25％です。4 分の 1 がもう再エネでもって賄われているということです。原

子力が 18％、あと従来型の化石燃料は 57％です。この再生可能エネルギーが 25％というのは、

約 1500 億 kWh、大変な量です。さらにこれの内訳を見ると、バイオマスがこの中の 23％、風

力が 34％、太陽は 24％なんです。これは大体 353 億 kWh、この 300 億 kWh というのは 2030

年に日本が入れようという数字をもう去年、ドイツは成し遂げていますよと。ドイツの森林面積

は日本よりもはるかに少ないのです、いくら平らな土地とは言え。2010 年に 16.8％だった再エ

ネの導入量が 2012 年の 1 月から 9 月までで 25％を超えて、確か速報値で去年はもう、26％で

す。そこが違うよと。ただコストが上がっているのは、この 2、3 年太陽光がものすごく急増し

ているところがあると。だから日本はバイオマスをもっと入れれば良いのですよ。 

 2010 年時点のドイツの再エネ導入目標です。2020 年には 2190 億 kWh くらいに上げたいと

いう目標になっています。この 2012 年では約 1500 億 kWh をもう現実に発電を成し遂げてし

まったわけです。 

 ドイツのエネルギー長期総合戦略ですが、これは 2012 年に、2011 年の 3.11 を受けて、もう

原子力は嫌だ。その代わり再エネを上げようということで数字を変えたわけです。そこでは、消

費電力全体の中の再エネの比率を 2020 年に 35％と。2050 年には 80％に致しましょうと。
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80％ですよ、膨大な数字です。2012 年法では、温暖化ガスは 2050 年には同じく 80％削減しよ

うと。場合によっては 95％、これだけ大胆なことをドイツの政治家は言っているわけです。日

本は情けないったらありはしないということなんですね。 

 ドイツの EEG 割増額、そこだけを抜き出して見ると、2008 年が 1.2 セント/kWh、まあ 12

円前後ということですね。これが去年は 3.6 セント/kWh くらいで、大きいですね。これが

2013年・今年には 5.3セント/kWhくらいになるのではないかということですが、政府は 3.5セ

ント/kWhに抑えるようにという指示も出しているということです。ドイツは 10MW、要するに

1 万 kW のメガソーラーというのはもう FIT の対象外ですね。住宅や工場の屋根はどういうふ

うにするかということで、値段も全部変えてきています。地上は 1000kW～1 万 kW までという

ことで、今は 14.4円ぐらいの買取価格という構図になると言われています。 

 ドイツのバイオマス買取価格の推移ということでは、こういう数字も公表されています。今後

はやはりだんだん下がっていきます。普及していけば技術的にも効率が上がってきて、コストも

安くなるだろうというかたちです。これを能力別で全部を 3 段階に分けています。ですから 2

万 kW クラス以上というのは大変に安いものになっています。ただし 150kW という小さなバイ

オマス発電についてはメタン発酵、ガス化発電、木質発電を含めて、買取価格は倍半分以上とい

うかたちになります。こういう制度として、もう発表がなされているということです。それでは

これまではどうだったのか。これはだんだん上がってきていました。2011 年までは上がってき

ている。2012 年からはもうかなり普及したから下げてくると、今はこういう構図になっている

ということです。 

 ドイツのバイオマス発電量と買取価格ということでは、メタンガス発電がかなり多いです。ゴ

ミ発電、木質発電もありますが、メタンガス発電が結構多いということです。 

 ドイツと日本の比較を見てみようということで、整理してみました。人口はドイツが 8000 万

人に対して日本は 1 億 2700 万人。国土の面積は大体同じですね。森林面積はというと日本が２

倍です。そうなると当然森林率は 31％と 66％、日本は非常に森林が多い、一人当たりの森林面

積はドイツの 0.1haに対して日本は 0.2ha、2倍もあるということです。 

 発電を見ますと、2010年のデータですが、ドイツが 6280 億 kWh 、日本が大体 1 兆 kWh で

すね。再エネの量はドイツが 1030 億 kWh、日本が 1060 億 kWh。そのうちの水力は 770 万

kWh、ドイツのバイオマス発電量は 324 億 kWh、これはゴミ込みですね。日本は 144 億 kWh。 

 ドイツの再エネの比率目標が 2020年で 35％、2030年で 50％、日本は 17％と 30％です。 

 再エネ電力量はドイツは 2020 年には 2190 億 kWh、日本は 1844 億 kWh、うち水力は 1012

億 kWh。日本の 2030年は約 3000億 kWhです。 

 電力消費量は、ドイツは 08 年に比べて、2020 には 10％下げてきて、節約しましょうと。

2050 年には 25％削減で節約しようと言ってます。日本の場合は 2008 年比で大体 8925 億 kWh 

くらいというめどです。一人当たりの電力消費量はまあ似たようなものですね。 

 2020 年の予想総発電量はドイツが 5650 億 kWh、日本の場合ですと 9560 億 kWh というか

たちになります。 

 1 次消費エネルギーは、ドイツは 20 年に 20％マイナスしましょう、そして 50 年には半分に

しましょうと。先ほど日本の場合は 2 万 2 千何百ペタジュールの話をしましたが、2 万 1560PJ、

日本は 2020年でせいぜいこれくらい、えらい違いですね。 
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④3.11と原発問題 

 原発についてということですけれど、将来を含めて、要するにつぶしていく・廃炉にしていく。

それから「原発のトイレ」と言われる核燃料廃棄物処理をどうしていくのかということで、将来

を含めて 45兆円が要るのではないかという話ですね。 

 それから今話しました核廃棄物の処理ということの解決がつかない限りは、再稼働もないし、

増設もあり得ないだろうと。どんどんプルトニウムなりセシウムがたまるものをどこでどのよう

にやるのかという話はほとんど議論がない。もうこれで再稼働をするかどうかは決まってしまう

という話だと思います。 

 再エネは原発に取って変われるのかというところは問題ですけれど、まあ変われそうだなとい

うのが私の感触です。先ほど来の話から、森林をどう活用するかということですけれどね。そこ

からはもう二者択一のような不毛の議論ではなくて、どうしたらよいのかということは国民的議

論をするべきだと思いますし、原発ゼロと言うのだったら、原発稼働をゼロにすることと、核廃

棄物をゼロにしていくというかたちになろうかと思います。 

 いろいろな言い方があるわけですけれど、ここに書きましたように、原発を本当にゼロにした

ときに国力というものはどうなるのか、国民を守ることができるのか。ゼロにすることのほうが

適切なのかどうか、こういう視点の議論があまりないなと、私自身は思います。ですから政治家

はもう口ばっかりという感じですね。ですから国民にも覚悟が要るし、国民も冷静に考えるべき

です。他人事ではなく、自分のこととして、やはりもっとエネルギーに関心を持つべきだと思い

ます。 

 原子力がないと、ベース電源はどうするかという話になっていくわけですね。私は、本当は石

炭のガス化がベースとしてはいちばんよいのではないかと思っています。それにバイオマスを混

ぜて使っていく。もしくは自然再生エネルギーを使っていくということがよいのではないかと思

います。 

 ここに書きましたように、向き合わないといけない課題の中ではこれがいちばん大きいですね。

使用済み核燃料というのは非常に危ないわけですから、これを日本の至る所に積んでおいてどう

するのかということです。 

 一方で 2030 年は電気代と燃料代で年間に 1 つの家庭で 3 万 2243 円払うのではないかという

説もこういうことで出しております。これはよくわかりません。再エネの累計投資予測は 2030

年までに 50 兆円、これだけ要るんだという話もあります。この辺も数字をきちっとみんなに開

示していろいろ調べて、政府は、みんなが納得するようなかたちで説明するべきだろうと思いま

す。稼働するとするならば、ハードルというのはやはり、これがいちばん大きいのではないか、

厳しい安全基準ということで、活断層の問題が入ってきているわけですね。それで地元の合意が

得られるかどうかというところに、再稼働はかかってくるな、と見ています。 

 日本は、「トイレの無い原発」を 50 基以上つくってきたということですね。バックヤードが

ないわけですから、今はほとんど六カ所村に押し付けているわけです。こういう大きないろいろ

の発電所のために、プールでため込んできている。ため込んできている量も、確かあと 6 年分

くらいしかないはずです。6 年は稼働ができるでしょう。けれどもそれ以上になったらもうここ

では引き取れないと。ここでも中間貯蔵量はもうないです。140 トン分しかないのです。核廃棄

物をため込んでいって、3000 トンため込んできて、残りがもう 140 トンしかない。これをどう

するのですかねー。この再処理工場自身も再処理はできない、トラブル続きだと。ですからトイ
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レがないのですよね。発電した後のセシウム、プルトニウムがくっ付いている発電済みの燃料棒

を持って行きようがないです。こういう各発電所の貯蔵容量にももう残りは 6 年分、多くても 8

年分ですよ。全部で 6000 トン容量があって、使用済みは 2860 トン、この 3140 トンというの

は 6 年分から 8 年分。溜まり続けるプルトニウムは 1 基で 100 万 kW。広島原爆の 1000 倍のプ

ルトニウムだと言われています。これをどうするのですか。トイレを全部青森に押し付けるわけ

にはいかないですよ。 

 そういう意味合いではここに書きましたように、57 基の発電に 13 兆円使ってきている。核燃

料サイクルの MOX・高速増殖炉、これはもう 20 年近くほとんど動いていない。それで 10 兆円

使っている。これはどうするのですかね。六ヶ所村核燃料サイクルへ 16 兆円、損害賠償で 5 兆

円、合わせると約 45兆円という構図になるわけです。 

 そのようなことで原発はあまりメリットがないなあと思うわけです。燃料代リスクの軽減、そ

して温暖化対策ということでは原子力はいいのだけれど、権益構造というのがこれにまとわりつ

いてきた。新規産業の育成を行なってこなかった。原発ということでセシウムは 137 の半減期

が 30 年ですよ。無害化には 600 年かかる。これをみんな子孫に押し付けていいのか。プルトニ

ウムに至っては無害化に至るまでが 50万年ですよ。 

 

⑤再エネを巡る経済と産業 

 再エネは将来に付けを残さないようにというかたちになると思います。やはり再エネの投資は

非常に重要になってくるのではないかということです。 

 ドイツでは再エネ産業で 2010 年 37 万人の雇用者が創出されてきているということです。ド

イツの再生可能エネルギーの設備投資額は、日本の自動車産業を全部合わせた設備投資額よりも

はるかに多くなっています。 

 「エネルギー環境選択肢」における電気代。1 カ月の電気代が原発ゼロなら 14000 円～21000

円だと、こんなに上がると言われておりますが、これの中身をもっと説明していかなければいけ

ないのではないか。 

 2030 年に原発 0％なら、電気料金は 2.1 倍、2030 年に原発 15％ならば 1.8 倍、こういう試算

です。わずか 2.1 倍か 1.8 倍かの違いですね。この辺も全く皆に説明をしないでやっているとい

うことが問題です。 

 これは私の試算ですけれども、2010 年で 1 兆 1000 億 kWh の発電の電源構成が、2030 年、

2040 年にどうなるかということです。2010 年には再エネは大体 10％、それが節電もあって、

発電量に対して 47.2％くらいまではいけるのではないかということです。 

 それから日本とドイツの炭酸ガスと GDP の関係の推移です。日本はエネルギーとともに

GDP の成長も止まっている。しかしながらドイツは、再エネを入れていって電気代が上がって

いるにもかかわらず GDP が上がっているということですよ。ドイツのエネルギーは、再エネを

入れてほぼ横ばいです。 

 ですから日本は技術でも優秀な国だと言われながらも、産業はもう怠けてきたということが言

えるのではないかと思います。 

 政策のあり方としてはビジョンを示して、目標値を立て、ロードマップ、そして行動すると。

こういうことで政策も考えて、やらなければいけないのではないかと思う次第です。 

 長野県は阿部知事がもうかなり進めておりますが、自然エネルギー導入目標というものを作っ
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て発表しております。2050 年には消費エネルギー半減というかたちで、まず省エネをどんどん

やっていく。水がいっぱいあるわけですから、水を使いましょうということで 100％自然エネル

ギーでいこうじゃないかという考え方に立って、こういう目標をもう公表されているわけです。

これは前の環境省事務次官をやった小林光さんが座長でやっています。 

 再エネということをもう一度皆で。もう第 4 次革命にあたっているわけですから、今からこ

れを産業化するのだというくらいの考え方が非常に重要なのではないかと私は思います。 

 再エネは金もうけではなくて、子孫の安全・安心、そういうことのためのものではないかと感

じます。出来うるならばメタン発酵と木質のガス化発電ということにもっと技術導入をして、技

術力を上げていき、国の富が流出することを削減したらどうなのか、23 兆円、昨年の国の富が

流出しているのを半分に下げるだけで 10 兆円、それの半分の 5 兆円がまた産業に回り、5 兆円

が社会福祉、そういったところに回ったらいいのではないかと思うわけです。 

 

⑥まとめ 

 そういう意味合いでは調査をして、学んで、工夫をして、現世代と未来世代のために行動しな

ければいけないのだと思うわけです。総力戦というかたちで覚悟を持ってやらなければいけない。

そして地域再生ということ、産業興しということをエネルギー含めてやるという時代に、是非し

ていただきたいなと思います。 

 皆さんのところに小さいパンフレットが配られております。「エネルギーから経済を考える経

営者ネットワーク会議」というものもネットを見ていただいて、安い会費ですからお入りいただ

いて、やっていただければということです。私ももう 1 回、バイオマス、再生可能エネルギー

を勉強していきたいと思いますので、ぜひ呼び掛けを致しますし、呼び掛けていただいて、勉強

して政府に提言をしていくという行動を起こさないといけない。そしてなおかつ実践で、メタン

発酵を導入する、500kW くらいの木質ガス発電を導入する、こういうことを行なっていきたい。

そういう勉強会も今日もおいでの橋谷さんたちと始めているところです。今日は時間がオーバー

して申し訳ございませんでした。最後のほうは飛ばしましたけれども、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

 

〔コメント〕 

澤山： 続きまして、ただ今ご指名いただきました澤山でございます。私はもともと長銀の調査

部門に長くいたのですが、昨年から帝京大学のほうで教えております。 

 今の竹林先生のようなバックグラウンドがあるわけではなくて、文系の人間ですので幅広く、

ビジネスという視点からいろいろ見てきております。 

 竹林先生から非常に広範囲にわたって、大きな数字をきっちりと丁寧にご説明いただきまして、

非常にわかりやすく頭に入ったのではないかと思っております。 

 特に本日のテーマは、「バイオマスの供給ポテンシャル」ということになっているわけですが、

どれだけの賦存量があるのかということを、相当丁寧にご説明いただきましたので皆さんよくご

理解いただけただろうと思います。 

 賦存量の定義とか実際の未利用量とかいくつかあったと思いますけれども、これだけのポテン

シャルがあるのだということは非常によくわかったわけで納得できたと思うのですが、それを実

際、どうしたら活用できるのかということがこれからの課題だろうと思います。 
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 そのあたりのことを後半の質疑応答の中で、1 つ、議論ができたらいいのかな、などと少し思

っております。と申しますのは、今言ったようにこれだけあるということは事実なのですが、実

際、政府のいろいろな審議会等ではバイオマスの利用が増えるというふうにはちっとも見ていな

いわけですね。要は、それだけまだ社会的条件といいますか、経済的条件がなかなか整っていな

い、それを変える気がないというご不満もあるかと思いますけれども、簡単には変わらないと見

ているということが結構大きいわけです。それをどういうふうにしたら少しでも変えられるのか

というあたりの話を、ご参加の皆さんは実際にいろいろと事業をされている方も多いと思います

ので、そのあたりのご質疑があればいいかなと思っております。 

 そういう意味で、多少、補足資料を用意いたしました。 

 ファーストエスコは先ほども話題に出ました。それでこれから申し上げることは、必ずしもそ

んなに全部うまくいくものでもないのではないかと、あえて逆行的なことを申し上げて、また竹

林先生から、「いや、そんなことはない」というお話をいただいたり、皆さんからも発言してい

ただきたいという意味で、ちょっと申し上げます。 

 ファーストエスコさんの木質バイオマス発電ですが、これは私も取材したわけですが、実はこ

れのほとんどが今はもう、ファーストエスコさんのものではないんですね。結局うまくいってい

なくて、先ほどもお話がありましたけれど、赤字続きで売らざるを得なかったと。そして売った

後ようやく、簿価をぐっと下げて、償却済みでもないですけれど、そこのところで何とか黒字に

なっていると。 

 問題はやはりこの原料となるチップの部分ですけれども、これがあまり集まらなかった、集め

るのがなかなか大変だったというあたりなんですね。 

 「石炭混焼発電」というのが後からどんどん始まりまして、要は、電力会社が石炭火力発電に

わずかながらのバイオマスを入れると、「いいことをやっている」ということになるものですか

ら、これを入れ出したわけです。ファーストエスコとしては、自分たちでバイオマスを集めよう

と思っていたのに、要は横取りされてしまったというようなことで、なかなかうまくいっていな

いということがありました。 

それからこれは賛否が分かれると思いますが、もう手っ取り早く「海外から輸入してくるよ」

ということもやったりしているということです。 

 次は、ガス化発電の 1 つの例で、中外炉さんのケースです。いろいろな方式があるわけです。

要は木質のチップが「どうやっていきなりガスになるの？」というところが素人としては不思議

なんですけれど、密閉した筒の中に放り込んで、それを下から高温で加熱すると、一気にガスに

なる。その可燃性ガスで発電するというのがポイントです。 

 ガスにならなかった灰の部分は、下にたまります。これは後で燃料として燃やすとかして、ま

た使えるというのはいいのですけれど、問題は、可燃性ガスの中に、やはりどうしても「タール

分」といったものが残ることのようです。これが原因で、今のところ、なかなか連続運転があま

りできていないと、これは数年前の取材でしたけれど、聞いております。 

 その後 NEDO などが助成金を出して実証実験を続けているのですが、理論的にはもっと小型

化ができるし、基本的に先ほどおっしゃったように発電効率も高いのですけれど、私の取材不足

かもしれませんけれど、なかなかうまくいったという話はまだあまり聞いていないですね。 

 皆さんの中にはこれを研究されているご専門の方もいらっしゃると思いますので、ぜひそのあ

たりのこともお聞かせいただければと思います。 
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 その次のメタン発酵による発電は、北海道では比較的うまくいっております。家畜の糞尿とい

うのは、ほとんどが水分なわけですね。それをメタン菌を使って発酵させて、出てきたガスは球

形のタンクに溜めているわけです。やはり問題は、残りの水というか廃液ですね、消化液と言っ

ていますけれど、これが膨大な量になるということです。これが当然非常に臭いわけで、いろい

ろ工夫して脱臭はしますけれど、それでも人が住んでいるところでは処理が難しいということで、

要は北海道みたいな広大な土地でないと、なかなか事業が出来ていないというふうにも聞いてお

ります。 

 これは年に 1～2 回牧場に液肥としてまくわけですが、それだけの土地があるところはなかな

か少ないということ。あるいは、実際の発電量、発電のもとになるガスの発生量も非常に不安定

なんですね。まあそれは、いろいろなものを混ぜることによって、それなりに安定するようです

けれど、安定した発電ということではもうひとつだということも聞いております。 

 4 番目は、食品加工工場の例ですが、これはむしろ廃液処理のほうから始まったことだそうで、

むしろうまくいっている例です。大豆から豆乳を作って、豆腐などを作っている工場ですが、こ

の手前にあるのが最終的に工業用水の排水として流すための処理槽なんですね。その奥のほうに

あるのがメタン発酵の装置です。要は大豆を細かく砕いてから、蒸気でぐちゃぐちゃにしてそれ

で豆乳を絞り出してくるわけですけれど、フィルターをかけても、どうしても最後に細かい有機

物が出て来てしまうんですね。それを普通の水の中に流して、広い水路の中で循環させ、空気と

接触させて消化させるということなのですが、この方法ですとすごく膨大な水量が必要で、日数

もかかるということがあるわけです。そこで、この有機物残渣をメタン発酵させることによって

バイオガスを生成させ、発電もできる、あるいは熱も使えるようにしたということで、この辺が

ミソですね。 

 先ほどのお話でもいろいろありましたけれど、やはり熱の部分を使う。この豆腐の製造過程の

場合にはバイオガス発電と同時に蒸気も「蒸煮」に使えるということでやられているわけで、そ

れで何とかペイしているということです。 

 そんなかたちで、コージェネレーションと言いますけれども、いろんなことで一緒に使うとい

うかたちでないと、なかなか難しいのかなと思っております。 

 最後になりますが、これは今日のお話にはなかったのですが、私がいちばん好きなのは、この

木質ペレットでございます。作り方を説明すると長くなるのですが、チップを微粉にして容器の

中で熱すると、微粉が溶け出してくると同時に、木質の中にあるリグニンという成分の作用で微

粉同士がくっついてくる。それを容器の中にあるローラーでプチュプチュと外に押し出してやる

と、冷えてたばこの吸い殻みたいな形状のペレットになります。そうしますと、これは乾燥して

いますので、良質な燃料としてストーブとかボイラーで暖房に使えるということです。ストーブ

は実際にはなかなか高いので普及しづらいのですが、温室の暖房用には最適ですね。大きなサイ

ロのところにペレットを蓄えておけば、あとは自動的にボイラーに供給されて燃焼が続くという

ことで、従来の重油のボイラーを代替できます。こういうかたちであれば、小さな農園などでも

利用できますので、どうやって木質バイオマスを活用するかということも考えていただければと

思います。 

 あとはご質問があればということなのですが、一応私が行っている市民出資ファンドの支援事

業について載せさせていただきました。市民の力で、エネルギーの地産地消を進めていけないか

ということで、今実際にいろいろとやってきておりますので、そのためにはどうしたらいいのか
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という話になったときには、こういうお話も伝えさせていただければと思っております。たまた

ま、わかりやすいので、太陽光から始めていますけれども、それは単にスタートラインでして、

小水力とかバイオマスとかそういうものも取り入れていこうということでやっているところです。

それでは以上でございます。 

 

〔質疑・意見交換〕 

木村：12 名の方から質問をいただいております。竹林さんと澤山さんで、適宜お答えいただき

たいと思います。 

竹林：ドイツのバイオマス発電について、規模別割合はどうなっているかという質問ですが、今、

規模別の割合については承知しておりません。 

 熱利用について日本では対象にならないのか？ドイツではなぜ熱利用を対象としたか？という

質問がりました。バイオマス発電は、発電効率が 7、８％から３０％です。7～９割が利用でき

ていない、これが熱なんです。ドイツでは、これは、もったいない。発電をしながら熱も使うコ

ジェネレーションが良いということになっています。ドイツは、2012 年には、熱を入れないと

FIT として認めない、言いすぎですがボーナス制度としています。 

 日本は、ドイツなど FIT 先進国のまねをして、世界で 62 番目に FIT を導入しましたが、そ

こまで追いつかず、3.11 もあったので熱よりも発電と、まず電力のみとなったのではないかと

思います。 

 森林の 1 年間の成長量がドライベースで 2.6 億トンというのは多すぎないか、5000 万トンく

らいではないか？という質問です。 

 先ほど述べたように、専門家は成長量は大きく見ており、その通りではないか思いますが、発

電への利用可能量は、私も成長量の 2 割くらい、600 億 kWh ではないかと見ています。技術力

を上げて、金をかければ少しずつ増えていくと思いますが。 

 

澤山：天然林のバイオマス発電への利用はいかがなものかというご意見をいだだきました。 

バイオマス発電への利用は、人工林に放置林が増えている、間伐しても林地残材になる部分が増

えている、これを何とか利用したいということから始まるんだと思います。人工林を伐採して天

然林に戻すということも考えられます。 

 次は、地域での生ごみ処理の発電は可能かという質問です。一般ごみの中でも生ごみは水分が

多いので効率が悪いという問題があります。重油をかけて燃やしていたりします。家庭や地域・

商店街で生ごみ発電というのは、効率性の点で問題があると思います。 

 生ごみであれば、厚木中通商店街でやっていたように有機農家に堆肥として使ってもらう方が

よいのではないかと思います。発電は、ある程度の規模がないと非常に効率が悪い、小さい単位

だと効率が落ちるという問題があります。 

 

竹林：電力システム改革についての法的分離と機能分離の質問ですが、発送電分離のあり方につ

いてはよく議論できていませんので、私としてどちらとも結論が出せていません。 

 畜産バイオマス、人間のし尿は使えるかという質問です。湿潤系のバイオマスなのでメタン発

酵での方向になりますが、し尿等だけだとメタン転換効率は低い。生ごみや食品残渣等と混ぜて

やることによって効率が高くなります。 
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 木質バイオマス発電は小型分散型にする必要があるのでは、というご意見です。木質バイオマ

スは、山から材を切り出して運搬してこなければならないので、遠くから運搬費を多くかけるの

は、エネルギー投入比が悪くなります。このため、地産地消型が本来の姿と考えています。

50kW～1000kW くらいならば、地域で対応できるのではないか。町や村で OB が 20 人から 30

人働く組織ができていればできます。 

 これを一挙に 5000kW 発電ということになると、年 7 万トンから 8 万トンの木材が必要にな

ります。それだけを地域で切り出すのは大変です。だから会津は 5000kW 発電ですが、1 日

300 トンの木材を集めています。買ってきて集めるのがやっとなわけです。建廃等も使わざるを

得なくなっているのが現状です。日田でも材が集まらず、最初は木材で出発したけれど、やはり

建廃等が半分に増えています。材を集めるというのが、木質発電の場合大変です。 

 生ごみ発電の場合も同じ問題があります。家庭から出てくる生ごみを集めるのは大変です。産

廃系の生ごみは、割合やりやすい。産廃系の生ごみを含めてやる覚悟が必要になります。メタン

発酵の場合、発酵させるのに温度が必要。発酵槽として保温タンクが必要になります。また、冬

は加温も必要になります。そこで考えられるのが、冬は木質バイオマスから熱を利用して加温す

ることで、木質バイオマス発電とメタン発酵発電をドッキングさせることになります。これを推

奨したいと思います。 

 木質発電だと 50kW くらいからできます。スターリングエンジンによる発電では、１kW か

ら可能という意見も出されてこれも重要だと思います。それでなくても、まず 50kW くらいで

あれば適切ではないかと思います。 

 

澤山：上越市では、1 日 50 トンの生ごみをメタン発酵させ、バイオガス化しています。さらに、

木質バイオマスも集めてきていて、両方燃やして熱利用で生ごみと下水汚泥を乾燥させています。 

 ペレットボイラーは、大都会では十分な設置スペースを確保できないので難しいでしょうが、

地方であれば重油ボイラーとコスト的にも太刀打ちできるようになっています。温室一個で４～

５百万円もあれば設置できます。高知でもうまくいっています。 

 

竹林：地方では、下水汚泥、し尿、食品残渣、生ごみなどを合わせてガス化して熱で使うべきだ

ろうと思います。長岡市では、下水処理場とごみ焼却場をセットして効率的に取り組んでいこう

としています。 

 小型か大型広域のどっちがいいかという質問があります。森林というのは、都会ではなく山に

あり、小さい自治体にあるので、まず、町村でできるだけ再エネを導入して、買ってくるエネル

ギーを減らし、エネルギー自給をめざして小さい規模から進めた方がよい。そして仕組みがうま

く作れて、材を１年間に何万トンも切り出せるようになったら、規模を大きくしていけばよいの

ではないかと思います。 

 日本の建廃は、８割５分がすでに使われています。建廃に今後も頼るというのは難しくなって

きています。やはり成長する山の木を使うこと、熱と発電の両方に使っていくことが大切です。 

 小型の発電機も開発されています。しかし、プラントは高いです。200 kW～300 kW で 3 億

円から 5 億円かかる。これを 1 億 5000 万円から 2 億円以下にすべきです。そうでないと普及し

ません。補助金頼みはいいことではないと思います。 

 これをどこまで下げられるかですが、インドやドイツでは、200 kW のものがたくさんありま
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す。インドでは、250 kW のもので 3000 万円です。ただし、もみ殻発電のものが中心です。日

本でも中外炉さんで 50 kWのものを研究しているようです。 

 ドイツでは、バイオマスガス発電が多いのですが、農家が自らやっています。風力発電もそう

です。日本もそこまで行きたいのですが、そのためには安くする必要があります。メンテナンス

も運営も町の人の OB がやれるような設備でなければと思います。 

 

澤山：銀行員だった立場から見ると、小型のものが開発されているといっても、技術的に実証さ

れていれば貸出も可能になるでしょうが、研究中ですと言うのでは、それでは実証されてからと

いうことになってしまいます。ガス化発電について、以前聞いた時には、タールが詰まってしま

って連続運転ができないという問題があるということでしたが、その問題は解決されたのでしょ

うか。 

 

竹林：ガス化発電にタール問題は付き物です。ヨーロッパや国内から発電機をまともに買うと高

すぎるという問題があります。東南アジアのもみ殻発電では、安い発電機をいくつも持って、タ

ールが詰まったら予備の発電機を動かすというようなことをやっています。小型の 200 kW や

300 kW というような発電の場合は、そういうやりかたもあるかもしれません。タール除去には

やはり金がかかるので、悩ましい問題です。 

 

A 氏：バイオマス利用を震災の瓦礫処理に使えないかということと、放射能に汚染された魚をバ

イオマスとして利用できないかということについて、お尋ねします。 

 

竹林：非常に難しい問題です。放射能に汚染された樹木を使えるかというと、発電した後、放射

能は灰に移行します。灰はため込むしかなくなって、除染の方法がないというのが今の状況です。 

 

A 氏：瓦礫の仮置き場があるのですが、それが相馬の水源地に置かれているという問題もありま

す。 

 

竹林：ペレットの値段の質問もありました。これは、どのような木材を使っているのかというこ

とと量によって変わってきます。安いもので㎏当たり 10 数円から 50 円くらいまであります。

平均的には 40円程度ではないでしょうか。 

 政策の基礎としてバイオマスの賦存量について政府として再検討すべきではないかというご意

見がありました。私もそう思っております。データがなければ政策がたてられないと思いますの

で、政府としてきちんと見直すべきだと思います。 

 ごみ発電がどれだけあるかという質問もあります。現在 307施設あり、小さいもので 500 kW

から大きなもので 1 万 kW 程度のものがあります。大きなものは、東京とか横浜とか大都市に

あります。広域化してごみ発電をすれば、全国で 300 くらい増えて 600 程度の発電になるので

はないかと考えています。広域化するには越境問題の知恵が要りますが。 

 人工林の利用だけに留めて天然林は使わない方がよいのではないかという意見がありますが、

私は天然林もできる限り使うべきだと考えています。天然林の場合、全部伐採というよりも一つ

の山の 2 割を伐採する、そうすると広葉樹の場合には、植林をしなくても脇から子供が伸びて



 
―22 ― 

再生していく。天然林も上手に切り取っていって適切な管理をした方がよいということです。ま

ずは、人工林からという考え方もあると思いますが。 

 自然界にない化学物質をどう処理していくか、どう回収していくかということが、バイオマス

を考えるうえでも重要ではないかという質問ですが、その通りだと思います。環境に広がった放

射能を回収していくという視点からも技術を考えていく必要があるのではないかというご意見も

いただきました。自然界になかったものを生み出したのは人間の大失敗だったと思いますので、

その始末まで考えて発電施設を作らないといけないと思います。 

 

A 氏：ひまわりによる除染の効果についての質問がありましたが、効果はあまりないというのが

実情です。 

 

B 氏：植物による除染を研究している研究者もありますが、具体的な成果はこれからです。どん

な農作物を作ったらよいかというようなこともまだまだ課題です。これから、いっしょに研究し

ていく課題だと思います。 

 

〔閉会挨拶〕 

住本：竹林さん、澤山さんからは詳細な内容の講演をいただき、これに質疑応答が行なわれて、

たいへん有意義なフォーラムになったと思います。ありがとうございます。 

 農都地域部会では、これまで森林・林業では、フォーラムや相馬地方へのフィールドワークな

どを積み重ねてきました。木質バイオマスは付加価値の高い利用を図り、エネルギーとして燃や

す利用は最後の最後の手段であるべきと考えております― 木材としての利用拡大はもちろんの

こと、繊維などの高付加価値化イノベーションに期待しております。 

 キリスト教文明は、人間は神の代理で自然をコントロールすることができる、との思想で森林

を伐採して自然破壊を進め、欧州の森林を伐りつくしてしまい、今度はアメリカ大陸に渡って伐

り続けました。しかし、日本は古来、自然を神と崇めて太陽の 1 年の再生資源の恵みの範囲内

で感謝して利用してきた民族です。こういう日本古来の考え方のもとで、今後、イノベーション

を図っていけば、と思います。 

 本日はご参加の皆様ありがとうございました。 

                           以 上 

 


