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バイオマスの特徴
廃棄物、木質、バイオ燃料など種類が多い

利用の方法や技術も多様

廃棄物行政、林業、農業、貿易、エネルギー利用技術など関
連する分野が多岐にわたる

燃焼しても、植物が光合成して再び炭素を固定するため、大
気中のCO2を増やさない（炭素中立／カーボンニュートラル）
と言われてきたが、実際には生産・加工・流通で化石燃料を
使っている

経済性があり環境負荷の少ないよいバイオマスから非常に問
題がある利用まで大きな違いがある（よいバイオマス、悪いバ
イオマス）

かなり複雑なため、専門家でも全体像を把握することが難しい
→不適切な政策が行われる可能性がある

逆の見方をすれば、誰でも関わることができるテーマで、大変
、面白い（主観）
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バイオマスのエネルギー利用
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・黒液
・紙ごみ等
・端材、残材
・建設廃材
・間伐材

・下水汚泥、し尿
・生ごみ
・食品廃棄物
・家畜糞尿
・廃食油

・アブラヤシ核殻(PKS）
・ペレット、チップ
・バイオエタノール
・パーム油

●熱利用（冷暖房、給湯、調理
、工場等）

＜コジェネレーション＞

●発電（直接燃焼、ガス化、メ
タン発酵等）

●輸送用燃料

日本で利用されている主なバイオマス
の種類

事業主体

地域

国内

外資

利用形態



出所：ジャパンバイオエナジーHP
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バイオマスの
有効利用

上図：バイオマス
の有効利用
下図：草の需要
のピラミッド
出典：バイオマス
白書２００９



バイオマス利用量と国内の賦存量
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図：バイオマスの賦存量と利用量（出所：農林水産省資料）



FIT制度の問題点

当初、５，０００ｋW未利用木質バイオマス発電を推奨、燃料
調達、発電効率、事業性に課題→廃棄物以外のバイオマス
専燃発電は、FIT制度などがないと成り立たない

規模別の買取価格になっていない→改善へ

木質バイオマス発電の大半の燃料が輸入バイオマスに

パーム油など農産物も燃料だが、持続可能性基準がない

燃料調達、他用途との競合の問題

 コジェネ誘導のしくみがない

データの公開→多様な関係者が分析・研究・提案する基礎

 ２０年後の姿 熱利用、混焼とコジェネか
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再生可能エネルギー電力固定価格買取制度（ＦＩＴ）
におけるバイオマス発電稼働・認定状況
（新規。２０１７年９月末時点）
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経産省資料より作成

メタン発酵
未利用木質

一般木材
リサイクル
木材

廃棄物 合 計2000kW

未満

2000kW以
上

稼働件数 110 15 38 25 4 73 265

認定件数 229 61 54 348 10 90 792

稼働容量
kW

33,675 11,186 390,214 475,258 39,732 213,916
1,163,981

認定容量
kW

91,701 73,265 513,448 11,678,456 143,682 248,045
12,748,597



FITバイオマス発電の稼働・認定状況
出所：資源エネルギー庁WEBサイトより著者作成
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２０１７年度FIT調達価格等算定委員会でのバイオ
マス発電に関する議論

一般木質バイオマス発電の大量の駆け込み認定への対処

・2018年度以降、１万ｋW以上の一般木質バイオマス発

電に入札制度を導入。2018年度の入札量は20万ｋW

・パーム油発電の燃料は、非認証油と完全に分離された

サプライチェーン認証（RSPO認証のIP、SG等）を求める。

→燃料調達の難易度が高い。2018年度の入札量は、規模の

制約なく、２万ｋW

実際に稼働するのは、改正FIT法対応や燃料調達の点から、
駆け込み認定の２割程度か？

未利用木質、リサイクル材、廃棄物、メタン発酵については、従
来通り 10



PKSの輸入量の推移（林野庁資料）
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2017年８月現在
６１万トン



木質ペレットの生産量、輸入量の推移
（林野庁資料）
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輸入バイオマス

再生可能エネルギーは、設備所有、ファイナンス、燃料
供給が地域でないと、地域経済への恩恵は少なくなる

輸入バイオマスでは、エネルギー自給にならない

輸送距離が長くなると、CO2削減効果が少なくなる

パーム油生産には、熱帯林減少、生物多様性損失、石
炭よりも高いCO2排出係数、土地をめぐる紛争、労働問
題など深刻な人権問題などが起きている

 FIT制度では、FSCやRSPOといった認証制度を活用
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全国木質バイオマス
発電所一覧地図

出所：森のエネルギ
ー研究所HP



バイオエネルギーの生産に伴う諸問題解決に向けた
世界バイオエネルギー・パートナーシップ（ＧＢＥＰ）
持続可能性指標（２０１１．５）

＜環境分野＞

1.ライフサイクル温室効果ガス排出量 2.土壌質 3.木質資源の採取水準
4.大気有害物質を含む非温室効果ガスの排出量 5.水利用と効率性

6.水質 7.景観における生物多様性 8.バイオ燃料の原料生産に伴う土地利
用と土地利用変化

＜社会分野＞

9.新たなバイオエネルギー生産のための土地分配と土地所有権 10.国内の食
料価格と食料供給 11.所得の変化 12.バイオエネルギー部門の雇用 13.
バイオマス収集のための女性・児童の不払い労働時間 14.近代的エネルギー
サービスへのアクセス拡大のためのバイオエネルギー 15.屋内煤煙による死
亡・疾病の変化 16.労働災害、死傷事故件数

＜経済・エネルギー保障分野＞

17.生産性 18.純エネルギー収支 19.粗付加価値 20.化石燃料消費およ
び伝統的バイオマス利用の変化 21.職業訓練および再資格取得

22.エネルギー多様性 23.バイオエネルギー供給のための社会資本および物
流 24.バイオエネルギー利用の容量と自由度
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図：EUの固体バイオマスの温室効果ガス削減効果標準値

16丸太から生産し、遠距離を運ぶペレットを使った発電では、温暖化ガス削減効果は、
10％程度にまで落ちる。近距離のチップの熱利用なら、９０％以上。
出所：COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, 
heating and cooling in the EU



日本のエネルギー消費の半分は熱！
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49%

26%

25%

熱

電力

輸送燃料

家庭用用途別エネルギー
（出所：エネルギー白書２０１４）日本の最終エネルギー消費

出所：梶山恵司氏資料



世界のバイオマス利用の大半は熱利用
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出所：バイオマスエネルギー統計



山梨県北杜市 ゴルフ場でのチップボイラー（ETA）導入

・ゴルフ場で灯油ボイラーからチップ

ボイラーに置き換え

・地域の林業会社が松くい虫材等を

チップ化

・徳島地域エネルギーが支援

下写真、右図出所：林野庁「木質バイオマス熱利用・熱電併給事例集」
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薪ストーブ、薪ボイラー

写真右：暖房、調理、発電も可能な「なんたん暖炉」（写真：：美山里山舍）
写真中：長府製作所 石油・マキ併用 給湯器、ふろがま（中写真出所：長府製作所HP）
http://www.chofu.co.jp/products/supply/oil_heat/oil/index.html

写真右イソライト住機 薪、もみがら自動運転型焼却ボイラ（写真：同社HP）
http://www.isolite.co.jp/jyuki/products/boiler.html



家庭用薪ボイラ例（暖房・給湯）
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・オーストリアETA社製薪ボイラ
20kW
・施工費込で300万円程度
・輸入代理店・施工 ソーラーワールド
（山形県天童市）

・かつては、給湯用プロパンガス代が
15万円／年 かかっていた

・一日１回薪を投入し、貯湯槽にため
ておく。蛇口をひねれば、いつでもお
湯が出る

・インターネットで燃焼を確認。スマホ
でも可能。

参考：http://woody-biomass-
utilities.blogspot.jp/search/label/%E
8%96%AA%E3%83%9C%E3%82
%A4%E3%83%A9%E3%83%BC



ＤＬＤ社の薪ビジネス

 もともと、薪ストーブ販売施工業。薪ストーブオーナー向け
薪の宅配ビジネスを２００７年に開始。長野県、山梨県、仙
台など

 「木の駅」等持ち込まれた材を６０００円／ｍ３で購入。２０１２
年度には、９５０軒に１７万束を配達。アルバイトを含め５０名
以上を雇用。売上４２５０万円程度。

詳細はhttp://www.npobin.net/128thKonohira.pdf

写真出所：バイオマス白書2013
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木の駅＆自伐林家育成
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 サラリーマン、農家の山主らが休日に山に入
り、安価な軽架線と軽トラで材を搬出。ＮＰＯが
技術指導 「Ｃ材で晩酌を！」

 バイオマス集積基地／木の駅 材を持ってくれ
ば最低価格で買い上げ（よい材はマテリアル利
用） 薪の販売も

 商店街とタイアップして地域通貨で上乗せ

 林業専業に移行する人も

 切り捨て間伐材、未利用材搬出の有力な手段

 ２０１０年の素材生産量の16.5％が「自伐林家」
によるもの

 森林面積あたりの雇用効果は１０倍程度

 木の駅 ４０カ所以上 静岡では川根本町など
ポータルサイト http://kinoeki.org/

 ２０１４年 自伐型林業推進協会設立

http://jibatsukyo.jimdo.com/

図出所：林野庁「木質バイオマス熱利用・熱電併給事例集」
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写真提供：土佐の森・救援隊



コマツの木質チップボイラ導入

 石川県の粟津工場にバイオマス蒸気ボ
イラシステムを導入

 3,200ｋW（発電＋排熱）、蒸気発電機２
１０ｋWを導入

 蒸気コンプレッサー→SteamStar（発電
）→空調→チップ乾燥 熱のカスケード
利用

 ７，０００トン／年 のチップ使用（森林組
合が供給）

 設備投資 約４億円

 購入電力削減効果 約１５０万ｋWh／年

 チップの安定供給に、森林組合と共同
で取り組む

出所：コマツHP
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図：業種別燃料別木質ボイラー導入基数 （平成27年木質バ
イオマスエネルギー利用動向調査よりバイオマス産業社会ネットワーク作成）
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小規模ガス化コジェネレーション

ボルター社（写真）40ｋW、シュパナー社45ｋW、ブルク
ハルト社180ｋWなどが受注

ボルター社、シュパナー社は含水率１５％の切削チップ
が必要。ブルクハルト社はホワイトペレットが必要。

 ある程度、バイオマス

利用の経験がある方が
無難。特に、燃料供給が
課題
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表：木質バイオマスのエネルギー利用の
マトリックス
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熱利用 小規模
コジェネ

5,000k

W未利用
木質

大規模
専焼

石炭混焼 ごみ発電
混焼

事業性 ○－△ ○－× △－× ○－× ○ ○

利用効率 ○ ○ × × △ ○－×

燃料調達 ○ ○－× △－× △－× ○ ○

地域貢献 ○ ○ ○－△ ○－× ○－× ○

作成：泊みゆき

注：この表では一般的な特徴を捉えたものであり、例外的事例は考慮していな
い



 小規模コジェネ：ヨーロッパでの成功事例は多いが、日本では導入が始まっ
たばかり。必要とする燃料の量は少ないが、日本ではこれまで存在していな
かった高い品質が求められることが多く、経験の浅い事業者が成功させるハ
ードルは高い

 5000kW規模の未利用木質バイオマス専焼発電：採算がギリギリで発電効率
は20％台と低く、10万m3と大量の安定的な未利用材の調達は難しい

 大規模木質バイオマス専焼：輸入バイオマスを使うことが多く、エネルギーセ
キュリティや地域経済への貢献は少なくなる。また、遠方からのバイオマス輸
送は、その分、エネルギーを消費する

 石炭混焼：燃料が地元の未利用材であれば、地域経済への貢献が期待でき
る

 FIT認定ごみ発電：事業リスクが低く、地域で導入しやすい。発電効率が低
いのが欠点だが、熱利用を拡大できれば、総合利用効率は上げられる。熱
需要のある工場や農業施設を周辺に誘致することも考えられる。デンマーク
では、わらなども燃やし、廃棄物コジェネレーション施設の排熱を、熱供給網
で利用している。国内でも、金沢市などで一般廃棄物発電施設に、間伐材を
混焼
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まとめ

 よいバイオマスの例：地域主体で、廃棄物、残材、副産物
を近場の熱利用またはコジェネレーションで使う

悪いバイオマスの例：生態系破壊や深刻な社会問題を起
こしている、食用になるパーム油を発電のみで使う
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NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）の概要

• バイオマスの持続可能な利用推進のための普及啓発活動等

• 月１回ペースでの研究会の開催

• バイオマス白書等の作成（サイト版および小冊子版）

http://www.npobin.net/hakusho/2017/

• メーリングリスト、メールマガジン

• バイオマスに関する調査、提言、アドバイス等

＜事務局＞

〒277-0945千葉県柏市しいの木台3-15-12

Tel:047-389-1552 Fax:047-389-1552

E-mail:mail@npobin.net http://www.npobin.net


