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本⽇お話ししたいこと
•⽇本で急増するバイオマス発電
•⼤規模バイオマス発電の問題点
•「カーボン・ニュートラル」という
幻想
•私たちの提案



バイオマス発電の急増



この多くが
輸⼊バイオ
マス（⽊質
ペレット、
PKS）
うち、19％
が燃料に
パーム油を
含む

出典：経済産業省「バイオマス持続可能性ワーキンググループ」（2020年8⽉）資料１



出典：経済産業省「バイオマス持続可能性ワーキンググループ」（2020年8⽉）資料１



期待されていた地域振興
バイオマス発電は、
林地残材、製材廃材、
農業残渣などの活⽤に
よる林業や農⼭村の活
性化が期待されていた
→固定価格買取制度
（FIT）による⾼い買取
価格設定で促進

林野庁 平成30年度「森林及び林業の動向」



現実は…

• 輸⼊⽊質ペレット、PKS（パーム椰⼦殻）、
パーム油など、輸⼊バイオマス燃料が急増



⽊質ペレットの輸⼊
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マレーシア、タイ、
オーストラリアなど
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輸⼊燃料を使った
⼤規模バイオマス発電の問題点



•温室効果ガスの削減にならない
•森林や⽣態系の破壊の促進要因
となる
•⾷料との競合、農地収奪のリス
クがある



パーム油



アブラヤシ・プランテーション開発のために、
伐採された⼭

（マレーシア・サラワク州）©FoE Japan
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⻄カリマンタンの泥炭地でのプランテーション開発©FoE Japan



森林⽕災
©WALHI



⼟地をめぐる紛争
過去5年間の⼤規模農園
における⼟地紛争は常
に上位にあり、2019年
末までに87件の⼟地紛
争があった。2020年3⽉
(パンデミック状態にあ
る)でさえ、南スマトラ
のラハトでは2⼈の農⺠
が農園のセキュリ
ティーにより殺害され
た

オンラインセミナーシリーズ：バイオマス発電の持続可能性を問う〜FIT制度へ
の提⾔
第１回 「パーム油発電の真実〜HISは本当に事業を推し進めるのか？」
2020年9⽉2⽇（⽔）
ワヒュー・ペルダナ（Wahyu A. Perdana） さん資料より



⽊質ペレット



発電⽤⽊質ペレット⽣産のために
危機にさらされるカナダの森林

「森林ベースのバイオエネルギーは
気候変動の解決策ではない」Tyson 
Miller⽒講演資料2019年12⽉4⽇



樹木全体を丸ごと伐採

「森林ベースのバイオエネルギーは気候変動の解決策で
はない」Tyson Miller⽒講演資料2019年12⽉4⽇

PACIFIC BIOENERGY PRINCE GEORGE MILL . PHOTO: DOMINICK DELLASALA, GEOS 
INSTITUTE 



stand.earth, “ Canada’s growing wood pellet export industry threatens forests, wildlife 
and our climate"



発電⽤⽊質ペレット⽣産のために
危機にさらされる⽶東南部の森林
• 炭素蓄積が多く⽣物多
様性に富んだ成熟した
天然林が伐採
例）樹齢100年以上の
貴重な湿地広葉樹林の
皆伐

• 天然林の伐採とマツの
⼈⼯林の増加

（出典：Moomaw, Bill and Janice Smith. The Great 
American Stand. Dogwood Alliance.p.28）



発電⽤⽊質ペレット⽣産のために
危機にさらされる⽶東南部の森林

「森林ベースのバイオエネルギーは
気候変動の解決策ではない」Tyson 
Miller⽒講演資料2019年12⽉4⽇

エンビバ社
• ⽶国南東部にある7つの⽊質ペレッ

ト製造施設
• 約80％の原料が樹⽊丸ごと使ったも

のである-湿地林からが過半数
• 2025年までに⽣産量を2倍に
• ⽇本も主要輸出先



バイオマスは
「カーボンニュートラル」？



森林は炭素の貯蔵庫

Figure: Global carbon stocks (carbon stored in pools), shown in gigatons
United States Department  of Agriculture
https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/global-carbon

https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/global-carbon


森林は炭素の貯蔵庫

United States Department  of Agriculture
https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/global-carbon

https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/global-carbon


⼟地利⽤ごとの炭素の貯蔵量



カーボン・ニュートラル？
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• ⽣産・加⼯・輸送等に化⽯燃料を使い、温室効果ガスを排出
• 森林が伐採され、他の⽤途に変換されれば、森林・リタ―・⼟壌が蓄
えていた炭素が放出される。

• 天然林が開発され、植林、プランテーションに転換された場合も、炭
素ストックの差分が放出される



バイオマス発電に関する
共同提⾔

• 温室効果ガス（GHG）の排出を⼗分かつ確実に
削減していること
• 森林減少・⽣物多様性の減少を伴わないこと
• パーム油などの植物油を⽤いないこと
• ⼈権侵害を伴っていないこと
• ⾷料との競合が回避できていること
• 汚染物質の拡散を伴わないこと
など

⇒これを満たしていなければ、
FITの対象とすべきではない



FITの⽬的（再エネ特措法）
この法律は、エネルギー源としての再⽣可能エネルギー
源を利⽤することが、内外の経済的社会的環境に応じた
エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネル
ギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要と
なっていることに鑑み、電気事業者による再⽣可能エネ
ルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特
別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー
源としての再⽣可能エネルギー源の利⽤を促進し、もっ
て我が国の国際競争⼒の強化及び我が国産業の振興、地
域の活性化その他国⺠経済の健全な発展に寄与すること
を⽬的とする。（下線は筆者）



FIT 事業計画策定ガイドライン
の問題点

• パーム油など：第三者認証（RSPO2013、
RSPO2018⼜はRSB）により、持続可能性を確
認
• ⽊質バイオマス：森林認証制度やCoC認証制度

等における認証が必要であるが、詳細は林野庁
「⽊材・⽊材製品の合法性、持続可能性の証明
のためのガイドライン」を参照すること
• 林野庁ガイドライン：第三者認証のみならず

「関係団体による認定」「個別企業の独⾃の取
組」も許容してしまっている



＜参考＞



⽣態系からバイオ燃料⽣産への転換で⽣じる炭素負債

Joseph Fargione, et al. Clearing and the Biofuel Carbon Debt, Science Vol. 319, 2008



FIT制度におけるバイオマス発
電設備の導⼊状況

出典：資源エネルギー庁「再⽣可能エネルギー発電設備
の導⼊状況等」よりFoE Japan作成


