地域型木質バイオエネルギー発電に関する FiT 制度見直しの提言
2019 年 10 月 公益財団法人 自然エネルギー財団

I. はじめに
2012 年度から始まった日本の FiT 制度は、重要な変革期を迎えている。当初から 2020 年
度の抜本見直しが予定されていたが、7 年間の運用の結果明らかになってきた電源ごとの特
徴を踏まえた導入拡大を図っていくことが重要になっている。
バイオエネルギー発電は、大規模なものを除いて、
「地域において活用され得る電源（地域
活用電源）」と位置づけられることが、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワー
ク小委員会（以下、再エネ大量導入小委）の第 3 次中間整理（2019 年 8 月）において確認さ
れた。太陽光や風力など、順調なコスト低下が期待される「競争電力」とは一線を画した推
進を行っていくことになる。
バイオエネルギー発電に関する FiT 制度については、熱電併給を要件化・誘導していない、
燃料の持続可能性が確認できないなど、様々な課題を抱えたまま運用が続けられてきた1。現
在、持続可能性の確認については、
別途設けられたワーキンググループで検討が進んでいる。
一方で、地域活用電源にとって重要な熱電併給の要件化は実現せず、発電コストの 6〜7 割を
占めると言われる燃料コストも高止まりしたままで、低減策を見出だせていない。
特に国産の木質資源の利用については、FiT 開始前に多く見られた切り捨てられたままの
間伐材の利用を進めることを念頭に、高い買取価格が設定された。しかし、その後の林業活
動の活性化に伴う構造変化は反映されておらず、高コスト構造が固定化されたままになって
いる。こうした状況から、再エネ大量導入小委では「緩やかにコスト低減を促しながら」と
されたものの、
あるべき姿を見据えた上で、可能な対策をすみやかに講じていく必要がある。
そこで本提言では、地域活用電源に位置づけられたバイオエネルギー発電のうち、主に国
内の木質資源を用いる発電（未利用木材区分と、一部の一般木質区分）を対象とし、FiT 制度
の見直し案を示す。はじめに、FiT 制度開始後のバイオエネルギー発電のこれまでの発展状
況を整理する。整理にあたっては、日本に先駆けて FiT 制度により自然エネルギー電力の支
援を行い、バイオエネルギー発電の自立化の課題解決のために先行的に様々な取組を行って
いるドイツを適宜参考にする。続いて、FiT 制度を健全に機能させるために必要な関連政策
として、自然エネルギー熱政策と林業政策について、その課題を明らかにする。そして、こ
れらを踏まえて、FiT 制度についての見直しを具体的に提案する。

1 自然エネルギー財団（2012）「FIT 制度における木質系バイオマス発電について」、自然エネルギー財団（2016）
「木質系バイオマス発電に関する FIT 制度見直しの提言〜持続可能なバイオエネルギー利用実現のために軌道
修正を〜」
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II. 現行 FiT 制度によるバイオエネルギー発電の現状
１．日本におけるバイオエネルギー発展の現状
（1）FiT によるバイオエネルギー発電の導入量・認定量

表１に、FiT 制度開始後から 2019 年 3 月末までに導入・認定された発電容量を示す。
導入量については、RPS 時代からの認定を含めれば、バイオエネルギー発電全体では、お
よそ 4GW となっている。燃料種別に見ると、建築廃材や一般廃棄物については、RPS 時代
からすでに一定以上の導入量がある。FiT 後の導入量は限定的であるものの、RPS 案件も含
めれば、現在も 2.5GW と過半を占めている。
FiT 制度開始後、特に増加が著しいのが、未利用木質と一般木質・農作物残渣であり、両者
で 1.4GW に達している。未利用木質については、387MW へと導入量が急増したが、近年の
導入・認定量は頭打ちになってきている。
認定量を見ると、特に一般木質・農作物残渣区分は 7.9GW に達しており2、長期需給見通
しの 2.7〜4GW を大きく上回る水準となっている。
表 1 ⽇本におけるバイオエネルギー発電の導⼊・認定量の状況（MW）
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出典：資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」
（参照：2019/8/20）より自然
エネルギー財団作成

ここで比較のためにドイツの状況を見てみよう。ドイツでは、FiT に相当する EEG 制度が
開始された 2000 年以降導入量が増加し、2018 年までに 8.4GW に達している。4GW という
日本の導入量は、ドイツのおよそ半分であるが、認定量ではドイツの導入量と同じ 8.4GW と
いう水準に達していることになる。
なおドイツでは、バイオガス（メタン発酵ガス）が全体のほぼ半分を占めている点が、木
質の多い日本と異なっている。ドイツの木質バイオマスの発電所は、容量 1.6GW（2016 年）
2 2017 年までに駆け込み認定があり、認定量のピークは 2017 年 12 月の 11.4GW だったが、その後運転開始期限
や燃料確認の厳格化により、認定量は一定程度減少している。
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3となっているが、その多くが建築廃材を中心に用いる発電所により占められており、森林系

バイオマスを利用する発電所は、発電所数で 54.7％、容量ベースで 33.7％と限定的である4。
（2）FiT 制度の変遷

日本の FiT 買取価格は、燃料ごとに設定されている点が特徴的である。一方、必要性が繰
り返し指摘されてきた、熱電併給の義務付けや優遇は実現していない。
建築廃材は 13 円/kWh と比較的低い水準であるものの、その他の燃料区分は高い水準にあ
る（表 2）。ベースラインとして考えるべき一般木質区分については、24 円/kWh からスター
トし、2017 年 10 月に 21 円/kWh へ切り下げられ、2018 年度からは 10MW 以上について入札
制度へ移行した5。
表 2 ⽇本の FiT 制度におけるバイオエネルギー発電の買取価格の推移（円/kWh）
(
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注：2020 年と 2021 年は、価格があらかじめ決められたものと、決められていないものがある。
出典：資源エネルギー庁資料から自然エネルギー財団作成

さらに日本の FiT 制度で特徴的なのは、「未利用木材」という区分を設け、「一般木質」よ
りもさらに高い優遇を行っている点である。この区分には、二つの異なる燃料が含まれてい
る（図 1）6。一つは、世界的にバイオエネルギー燃料としてよく使われている、丸太を採材
7した後の枝葉や樹皮、短い・曲がった部分などの「林地残材」である。もう一つは、
「切り捨

て間伐材」と呼ばれる伐採されたまま森林内に放置された丸太であり、この利用を政策的に
後押ししているのが、日本の特徴である。
日本では、1990 年代から 2000 年代にかけて、人工林の間伐が政策的に進められたものの、
当時はまだ木が細く、路網インフラも未整備だったことなどにより、間伐材の丸太が大量に

3 Purkus, A., Gawel, E., Szarka, N. et al. Energ Sustain Soc (2018) 8: 18. https://doi.org/10.1186/s13705-018-0157-0
4 DBFZ(2017) Monitoring zur Wirkung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung
aus Biomasse
5 （一社）低炭素投資促進機構「バイオマス第 1 回入札（平成 30 年度）の結果について」によれば、2018 年 10
月に行われた第一回の入札では、石炭混焼案件（相馬共同火力 2GW、バイオマス比率 1.75％）が 19.6 円/kWh で
落札したが、結局辞退した。
6 梶山恵司（2013）「木質バイオマスエネルギー利用の現状と課題 – FIT を中心とした日独比較分析– 」
7 枝葉などがついた一本の木について、不要な枝葉を切り落とし、また必要な長さの丸太に切りそろえること。
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切り捨てられて放置さていた。切り捨てられた間伐材を森林内から搬出・運搬するためのコ
ストが加算され、未利用木材区分の買取価格は、32 円/kWh という一般木質に比べて、高い価
格が設定された8。
図 1 ⼆種類の「未利⽤⽊材」

写真：自然エネルギー財団

一方ドイツの EEG は、基本的に燃料に区別を設けず、共通の買取価格とし、小規模を優遇
する措置を取ってきた（表 3）。また、熱電併給が推奨されており、2004 年からはボーナスが
与えられ、2012 年からは義務化されている9。ただしドイツでも、初期の案件を中心に、熱電
併給ではない発電所も多く、発電量ベースで発電のみのプラントが 44.4％存在している。こ
れらの発電所は、EEG による助成期間が終了しつつあり、運転の継続が危ぶまれている。
使用する燃料については、ドイツでも、これまで使われなかった未加工の植物資源
（NawaRo10）を用いた場合、報償費の上乗せがあった。日本の未利用木材区分に似ているが、
ドイツでは、林地残材や、樹皮、景観管理で発生する除伐木や剪定枝などの修景残材が対象
となり、切り捨て間伐材のようなマテリアル利用と競合するものは含まれていない11。

8 熊崎実「木質バイオマス発電の FIT はこのままでよいのか」環境ビジネスオンライン（2016/5/9）
9 総合効率が 60％以上であることが求められているため、事実上、熱電併給が必須である。
10 ドイツ語の Nachwachsenden Rohstoffen の略。英語では Renewable resource となり、再生可能資源を表す。
11 熊崎実（2015）「FIT のもとでの木質バイオマス発電：ドイツと日本の比較」日本エネルギー学会誌 Vo.94
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表 3 ドイツ EEG におけるバイオエネルギー報償費の推移（ユーロセント/kWh）

注：ドイツ EEG では、木質バイオマスとバイオガスの間で報償費の区別はない。なお、買い取りは
20MW までであり、石炭混焼は買取対象外である。
出典：各種資料から自然エネルギー財団作成

（3）発電コストの推移

バイオエネルギー発電では、コスト低減が大きな課題となっている。自然エネルギー財団
でも、2017 年時点での発電単価の推計を行ったが、FiT 買取価格（想定値）に比べて目立っ
た減少は認められなかった（表 4）。
国際的には、IEA の Renewable 2018 で報告されている落札価格を見ると、50〜100USD/MWh
（5.5〜11 円/kWh）の範囲に収まっている12。ドイツにおけるバイオエネルギー発電のコスト
について、資源エネルギー庁は 12.7 円/kWh（5MW 相当）という値を示している13。また、
IEA Bioenergy が、ドイツでの状況を念頭にモデルを用いて行った試算では、稼働時間による
が、100〜150$/MWh（11〜16.5 円/kWh）という数字が報告されている14。
表 4 発電単価の試算結果（円/kWh）
運転期間 20 年

運転期間 40 年

⼀般⽊質

24.0

22.1

未利⽤⽊材

30.8

28.9

注：未利用木材については、2MW 以上を対象に計算。
出典：自然エネルギー財団（2018）
「自然エネルギー発電コスト低減への制度的課題」

コストの内、設備費と運転維持費について、表 5 に整理した。設備費については、平均値
ではほぼ想定値であるが、実際は分散が大きく、想定値を大きく上回る 70 万円/kW といった
事例もある。維持管理費についてもほぼ想定値どおりであるが、内製化等により削減可能性
12 1 ドル＝110 円で換算。
13 調達価格算定委員会（2019）「平成 31 年度以降の調達価格等に関する意見」
14 IEA Bioenergy（2018）The future role of thermal biomass power in renewable energy system – study of

Germany
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はあると考えらえる。
ドイツと比較すると、それぞれ日本の方が高い傾向にある。ただし、ドイツ程度までに削
減ができたとしても、
発電コスト全体の大幅な削減には繋がらないことに注意が必要である。
表 5 ⽊質バイオマス発電コストの内訳の⽇独⽐較
設備費（資本費）
（万円/kW）

運転維持費
（万円/kW）

⽇本

45.4

5.1

ドイツ

40.7

2.5

注：日本のデータは、木質バイオマス（2MW 未満の未利用木材＆建築廃棄物を除く）の平均値
出典：調達価格算定委員会（2019）
「平成 31 年度以降の調達価格等に関する意見」
、IEA Bioenergy（2018）
The future role of thermal biomass power in renewable energy system – study of Germany

一方、熱電併給であれば、熱販売収入により発電コストを大幅に圧縮できる可能性がある。
IEA Bioenergy のモデル計算でも、全体コストの 25〜35％を熱販売によるコスト削減効果と
見ている。日本では、資源エネルギー庁の委託調査により、条件により 15〜40％のコスト削
減効果があると試算されている15。また、日本木質バイオマスエネルギー協会の試算では、15
〜27%程度のコスト削減が見込まれると報告している16。
したがって、全体の発電コスト削減の観点からも、熱電併給の実施は効果的であると考え
られる。
（4）燃料費の動向

次に、発電コストのうち 6〜７割といった大きな割合を占める燃料費の動向について、詳
しくみてみよう（表 6）。
建築資材廃棄物については、想定値を上回っているが、他の木質バイオマスに比べると十
分に低い水準を保っている。一般木質については、国産のチップと想定されるものの数字を
抜き出すと、想定値をやや下回る水準で推移している。未利用木材（2MW 以上）について
は、
同じ木質チップでありながら、一般木質区分のチップよりも高い価格で取引されている。
一方、ドイツにおいては、建築廃材については、材の汚染度により異なるが、20〜40 ユー
ロ/t で推移している17。一方、木質チップの価格は EEG 開始以降上昇し、現在は 80 ユーロ/t
程度である18。
これらのことから、ドイツの木質チップと日本の一般木質チップとは、ほぼ同水準の価格
であり、日本において燃料費の高さが課題となっているのは、未利用木材チップのことであ
ることが分かる。加えて、想定値を下回っていることから、発電による利益は燃料供給側に
還元されていないことが分かる。

15 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2016）「持続可能なバイオマス発電のあり方に係る調査」
16 （一社）日本木質バイオマスエネルギー協会「小規模木質バイオマス発電導入ガイドブック」
17 AEE (2017) Holzenergie in Deutschland Status Quo und Potenziale
18 FNR(2019) Bioenergy in Germany Facts and figures 2019、IEA Bioenergy Task 40: Country Report Germany 2014
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表 6 FiT 制度により把握されている燃料費の変化（円/wet-t）
2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

想定値

2MW 以上

7,809

9,580

9,770

10,850

12,000

2MW 未満

−

7,770

7,770

8,600

9,000

⼀般⽊質（チップ）

6,834

6,444

7,650

6,750

7,500

建設資材廃棄物

2,634

3,470

3,240

3,210

2,000

未利⽤⽊材

注：2016 年度より熱量（GJ）ベースあたりの表記になったため、2015 年度まで燃料費は重量（トン）
ベースで報告されていたため、それに倣い換算を行った。一般木質については、各年報告書からチップ
の数字を抜き出した。2016 年度のみ、2 万 kW 未満ものをチップとみなして記載している。
出典：各年の調達価格算定委員会報告書「調達価格等に関する意見」より自然エネルギー財団作成

（5）燃料使用量

次に、燃料の使用量の動向についても整理しておきたい。日本におけるバイオエネルギー燃
料の量を見ると、依然として建設資材廃棄物がその多くを占めている（図 2）
。これは、ドイ
ツと同じ状況である。他方、日本では未利用木材の高い買取価格により、間伐材・林地残材
等の利用量が増加している。また、ペレットや PKS などの輸入量も急増しているが、今のと
ころ、全体に占める割合は重量ベースで 3 割程度にとどまっている。
図 2 ⽇本でエネルギー利⽤されているバイオマス燃料の量（100 万絶乾 t/年）
14
12

100

t/

10
8
6
4
2
0
2015

2016

2017

2018

PKS

注：木質ペレットについては水分 15％、PKS については水分 20％として、絶乾 t への換算を行った。
出典：国産バイオマスと輸入バイオマスの一部については、林野庁「木質バイオマスエネルギー利用動
向調査」
。木質ペレットと PKS については、財務省貿易統計より自然エネルギー財団作成

今後の見通しを考えると、少なくとも国内のバイオマス燃料については、量的にはすでに
上限に達しつつある。例えば、間伐材・林地残材等については、林野庁が 2017 年に策定した
森林・林業計画では、2025 年にエネルギー利用する木材の量を 800 万 m3 としている。一方、
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2018 年ですでにおよそ 600 万 m3（274 万絶乾 t）の消費量があり、現状の認定分が全て稼働
すれば、780 万 m3 まで増加する計算になる。したがって、ほぼ上限に達しているか、熱利用
など他用途も考えれば、むしろ不足する恐れがある。
建築廃材についても、
再資源化率は上昇し 90％に達している上、
住宅着工数の低下により、
発生量自体はむしろ減少していくことと予測されている19。こうした中では、西日本を中心に
拡大が問題視されている竹などを、有効に活用していく方策を検討していくことも重要であ
る20。ただし、基本的には、利用可能量は上限に達しつつあり、大幅な増加は難しいと見るの
が妥当であろう。

２．小括：現状の FiT 制度の問題点と解決の方向性
ここで、日本のバイオエネルギー発電の発展の状況を概観した上で、問題点を改めて整理す
ると、以下のように整理することができる。
第一に、資源の利用率はすでに高まっており、大幅な増加は容易ではない。したがって、
新規の認定は慎重に進めるべきである。認定するのであれば、地域での持続的な運転が可能
な質の高い案件とするべきであり、例えば熱電併給を義務化することを検討したい。合わせ
て既存の案件についても、燃料調達コストやその他の運転維持費を下げていくとともに、可
能な限り熱電併給へ移行させていき、いわゆる「卒 FiT」の道筋をつけることが重要である。
第二に、発電コストが高止まりしているが、コスト削減のために有効なのは、排熱利用（熱
電併給）の実現と、未利用木材の燃料価格の低減である。そのため、再エネ大量導入小委が
指摘したように、エネルギー分野以外の適切な行政分野との役割分担を再検討し、その連携
によるシナジーが発揮されるようにしなければならない。具体的には、排熱利用による熱電
併給の実現については、バイオエネルギー熱を含む自然エネルギー熱を有効利用するような
熱利用政策が用意される必要がある。燃料供給については、課題の多い森林系バイオマス燃
料のうち、特に未利用材区分について、
林業政策との関係を改めて整理しなければならない。
そこで次節からは、FiT 制度の具体的な改善を行う前に、これらの関連政策の現状と課題
について検討する。

19 認定 NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会（2017）「建設系廃木材需給調査報告（概要）」
20 九州工業大学の推計では、西日本に分布している竹林だけで、年間 1,300 万 t のバイオマス資源を供給できる
（https://takechika.com/power/）。
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III. バイオエネルギー関連政策の現状と課題
１．熱電併給の実現に向けた熱政策の課題
（1）自然エネルギー熱目標の設定

日本では、熱電併給ではない発電所がほとんどであるため、
バイオエネルギー由来の熱は、
無駄に捨てられている。このことは、日本において熱利用部門の効率化・脱炭素化を進める
ための熱政策が欠落していることが原因である21。日本の最終エネルギー需要のおよそ半分
が熱需要22であるにも関わらず、十分な対策が行われていない。
世界的には、自然エネルギー由来の電力量についての目標だけではなく、自然エネルギー
熱についても目標を設定しているのが一般的である。特に、欧州諸国では、高い目標設定が
行われている（表 7）
。さらに EU では、2021 年以降、改正された再生可能エネルギー指令に
よって、毎年 1.3％ずつ自然エネルギー熱を増やすことが、加盟国に義務付けられた。
表 7 欧州主要国の⾃然エネルギー熱利⽤⽬標
国
スウェーデン

実績（％）
2017 年

⽬標（％）
割合

⽬標年

69

62.1

2020

デンマーク

46.6

39.8

2020

フィンランド

54.8

47

2020

オーストリア

32

33

2020

ドイツ

13.4

14

2020

フランス

21.4

38

2030

イギリス

7.5

12

2020

注：最終エネルギー消費ベース
出典：REN21(2019) Renewable 2019 Global Status Report

一方、日本では、そもそも明確な自然エネルギー熱の目標自体が存在しないと言ってよい。
確かに、エネルギー基本計画の中では、一応、自然エネルギー熱の想定導入量の記述がある
（表 8）。しかし、省エネ目標の中に内包されている上、そのような記載があること自体、あ
まり知られていない。
また、割合という指標で目標が示されていない。そこで、2030 年の最終エネルギー消費に
おける熱需要に対する比率を計算してみると 4.1%となり23、欧州諸国に比べると大変低い目
標になっている。

21 熱供給事業を規制する熱供給事業法が存在するのみである。
22 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2019）脱炭素化に向けた熱エネルギー政策の在り方の検討
23 資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し関連資料」（2015 年 7 月）に示された、最終エネルギー需要か
ら電力需要を減じた残りを熱需要とした。対象部門は、産業、業務、家庭とし、運輸は除いた。
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表 8 第 5 次エネルギー基本計画の中での⾃然エネルギー熱の⽬標
現状
（2015 年度）

想定導⼊量
（2030 年度）

課題

バイオマス等

258 万 kL

667 万 kL

地産地消の取組推進

太陽熱

36 万 kL

55 万 kL

コスト削減

合計

294 万 kL

722 万 kL

出典：資源エネルギー庁（2017）
「2030 年エネルギーミックス実現のための対策」

ここれで、仮に、FiT 認定を受けた発電所の全てが熱電併給プラントであり、その排熱が
有効に使われると、どのような効果があるだろうか。一定の仮定を置いた上で、その量を試
算した（表 9）
。
その結果、2019 年 3 月末現在の導入量ベースでは、原油換算 316 万 kL の排熱が発生して
おり、認定量ベースでは今後 1,357 万 kL の排熱が発生する計算になる。導入量ベースでの
排熱の発生量は、総合エネルギー統計における 2015 年度のバイオエネルギー熱の利用量と
ほぼ同量になり、これらを有効活用するだけで、利用量を現状の 2.2 倍にできる。加えて、
認定量ベースで見ると、稼働が実現する計画ばかりではないが、計算上 2030 年導入目標量
のおよそ 3 倍のバイオエネルギー熱を利用することができる。
表 9 ⽇本の FiT ⽊質バイオエネルギー発電所から発⽣する排熱量の試算
FiT 区分

導⼊量
ベース

発電量
（GWh/年）

排熱量
（GWh/年）

排熱
原油換算量
（万 kL/年）

未利⽤⽊材（2MW 未満）

19

150

389

4

未利⽤⽊材（2MW 以上）

367

2,821

7,334

69

1,131

8,686

18,819

177

355

2,728

7,093

67

1,873

14,384

33,635

316

未利⽤⽊材（2MW 未満）

63

484

1,257

12

未利⽤⽊材（2MW 以上）

443

3,399

8,837

83

7,962

61,151

132,493

1,246

86

658

1,711

16

⼀般⽊質・農作物残さ
建設廃材
合計

認定量
ベース

容量
（MW)

⼀般⽊質・農作物残さ
建設廃材

8,554
65,691
144,299
1,357
合計
注：導入量・認定量は 2018 年 6 月末の数字。発電効率は、未利用木質（2MW 未満）と未利用木質（2MW
以上）、建設廃材は 25％、一般木質・農作物残渣は 30％とした。排熱量は、発電効率を除した割
合を発生量とし、65％を利用率として計算した。稼働時間は、320 日×24 時間。
出典：FiT 導入量の公表データより、自然エネルギー財団作成
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（2）適切な政策誘導

このような発電由来の排熱も含めて、自然エネルギー熱が活用されるためには、需要部門
ごとの適切な政策誘導が重要である。
産業分野の脱炭素化手段については、ヒートポンプや電炉を用いた電化も期待されている
が、プロセス熱での蒸気需要の存在や、電力の自家消費による経済的メリットなどの存在を
考えると、ボイラとタービンを用いた熱電併給システムへの需要は一定程度残ると予想され
る。したがって、この分野では、化石燃料からバイオエネルギーへの転換が期待される。
実際に、製紙工場などでは、発生する副産物である黒液を燃料に、バイオエネルギーによ
る熱電併給型の自家発電設備をすでに有しているところが多い。しかし、現行の FiT 制度に
おいては、自家消費分は補助対象外であることに加え、カーボンプライシングの水準も十分
ではなく、さらなる熱源・燃料の切り替えのインセンティブとなっていない（表 10）。その
ため、日本の産業分野においては、引き続き石炭などの化石燃料が多く使われおり、この分
野の脱炭素化対策を強力に押し進めていく必要がある。
表 10

欧州主要国の化⽯燃料に対する税率（CO2 排出量 1 トン当たり）
重油（産業⽤）
（千円/tCO2）

⽯炭（産業⽤）
（千円/tCO2）

スウェーデン

13.9

13.7

デンマーク

16.2

14.8

フィンランド

11.7

10.5

ドイツ

1.1

0.5

フランス

4.0

4.0

フランス（2030 年予定）

13.2

13.2

イギリス

6.7

1.1

⽇本

1.1

0.6

国

出典：環境省（2018）「諸外国における炭素税等の導入状況」より作成

業務・家庭分野については、北欧などでは地域熱供給において、廃棄物発電も含めてバイオエ
ネルギー発電からの排熱がよく利用されている。北欧以外の地域熱供給の普及が必ずしも十分で
はなかったドイツ、イギリス、フランスなどの国においても、自然エネルギー導入と相乗効果の
ある地域熱供給の重要性が理解され、積極的な支援が行われ始めている（表 11）
。

他方、日本では地域熱供給網が発達していない上、将来的な推進のための十分な政策的な
サポートがなく、バイオエネルギー発電からの排熱を利用できないでいる。
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表 11
国
ドイツ
イギリス
フランス

⾃然エネルギー熱促進の事業・予算⽐較（主に業務・家庭部⾨）
事業・予算
【CHP 法】コジェネ電気の買取＋熱導管への補助（15 億ユーロ/年）
【KfW による融資】低利融資
【Heat Networks Investment Projects (HNIP)】計画策定から導⼊までの⽀援（3.2
億ポンドで、2020 年までに 200 施設を⽀援予定）
【Fonds Chaleur (Heat Funds)】地域熱供給建設も含む、再⽣可能エネルギー熱
利⽤設備に対する補助（2.2 億ユーロ/年）
【免税】50%以上の再エネ地域熱供給事業では VAT が 5.5％に

出典：IEA (2018) Renewable Heat Policies などから、自然エネルギー財団作成

２．燃料供給コスト低減に向けた林業・木材産業の課題
（1）切捨て間伐材の利用を前提とした制度設計

バイオエネルギーの利用で世界を牽引してきた欧州では、
「入手できるバイオマス系の廃
棄物と残材・残渣から使っていく」ということが、広く原則として理解されている24。その
点では日本でも、建築廃材についての利用率が高まり、その増加部分の多くがエネルギー利
用されていることはあるべき姿と言える。
他方、森林系バイオマス、未利用木材区分については、必ずしもそうなっていない。残材
利用だけではなく、切捨て間伐材の利用が前提になっているからである。
実は、木質チップの供給方法は、その発生場所やチップ化の場所により、３つのパターン
に分類できる（図 3）
。この中で、①と②の供給方法では、森林内で発生したバイオマス材を
森林内から搬出するコストが含まれるため、供給コストが高くなる。日本の FiT が想定して
いる切捨て間伐材の利用は、まさにこのパターンに相当する。さらに、供給方法①では、チッ
プ工場までの運搬と、チップ工場からエネルギープラント（発電所）までの運搬と、２回の
運搬工程が含まれることから、更にコストが高くなるのである。
反対に、最も低コストで利用できるのは、森林内から林道端まで主産物である丸太と一緒
に持ち出された後の残材の利用である。林道端での玉伐り作業時に副産物として発生した残
材を、その場でチップ化する方法である（供給方法③）
。チップ化にあたっては、トラックに
積載するなどして移動可能な専用チッパーが用いられる（図 4）。
実際に、米国の研究では、供給方法①のコストが 114USD/t（12,540 円/t）であるのに対し
て、供給方法③では 40USD/t（4,400 円/t）と劇的にコストを下げることできることが示され
ている。そのため、世界的には、この供給方法③が主流であり、林道上で、かさばる残材も
チップ化され、トラックにより発電所に直接運搬される25。それに対して日本では、切り捨
て間伐材をバイオマス材として搬出する供給方法①、もしくは②のパターンが主流である。
この場合、燃料費の半分以上が、この原料搬出・運搬のコストに相当しているというデータ

24 トーマス・コーベリエル「国内バイオエネルギーの活用に向けて」自然エネルギー・アップデート（2018/6/28）
25 吉岡拓如（2018）「未利用木材の発電利用の現状と FIT 後を見据えた研究」
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がある26。したがって、この燃料供給の方法そのものが、日本において燃料コストを押し上
げている大きな要因であると言うことができる。
図 3 森林系バイオマスの供給⽅法の代表的な⽅法
3 0

2

1
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4
9
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/

)

9

9

9
/ $$ )

/ $$ )

9
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/

/

( )

/

( )

( )

+

注：各工程のコストについては、米国の研究例の数字を記入している。
出典：酒井秀夫（2013）
「林業のビジネス化を考える」機械化林業 No.720 などを参考に、自然エネル
ギー財団作成

図 4 移動式チッパーの例

写真：左）長野県林務部、右）森林環境リアライズ

26 平成 25 年度木質バイオマス利用支援体制構築事業「発電・熱電供給推進のための調査」
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しかし、日本においても、燃料供給の低コスト化に向けた取組が見られるようになってい
る。たとえば、北海道では、2017 年度から、林地未利用材集荷システム実証事業を行い、2
カ年度中に、道内 6 ヶ所で実証を行い、移動式チッパーを用いた現地でのチップ生産と燃料
の直送の実証を行っている27。また、岐阜県のバイオマスエナジー東海は、全木集材で発生
し、林道端に集積された枝葉等を回収している。チップ化は、チップ工場で行っているもの
の、一般的な相場が 11,000 円/t-wet に対し、6,500 円/t-wet を実現している28。このように、
日本においても、燃料供給コストの低減に成功している事例も増えており、さらなる事例の
実証による体系化と、それに基づく普及が行われることが期待される。

（2）未利用木材区分の弊害

このように、木質チップ供給のあるべき姿からかけ離れた状況を温存しているのは、FiT の
未利用材区分の存在である。前述のとおり、未利用木材区分は、林内に間伐材が切り捨てら
れて放置されている状態を想定し、高い買取価格を用意しているからである。
しかしこの間、人工林資源は成熟するとともに、路網整備や人材育成などに一定の進展が
あり、木材生産の状況は改善してきている。その結果、FiT 開始時の 2012 年に 28％だった木
材自給率は、2017 年には 36％まで回復している。間伐材についても、2011 年から林野庁の
補助制度が変わり、
木材生産に適した森林における搬出間伐のみを補助対象としたことから、
利用量が増大している。そのため、切り捨て間伐材はほとんど見られなくなっており、未利
用木材の定義は実態に合わなくなっているとの指摘もある29。つまり、木材生産を優先的に
行っていく森林であれば、日本においても供給方法③のパターンを採用できる地域が増えて
きている。
実際には、奥山などアクセスが困難で経済性が悪く、
逆に環境価値の高い森林については、
都道府県の森林環境税などを財源として、切捨て間伐が一定程度行われている。ただし、こ
うした森林では、環境目的の施業であるがゆえに、無理をして搬出・利用することはなくなっ
てきており、区別する必要がある。
また、本来、製材工場で発生するおが屑等の副産物は、積極的に利用されるべき燃料であ
る。しかし、同じ森林由来の丸太でも、そのまま利用すれば未利用木材扱いであるが、製材
工場で加工された残渣は、一般木質材に区分されるという状態になっている。

27 北海道水産林務部 林地未利用材の集荷・搬出に関する情報提供
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/chizai/rinchimiriyouzai.htm）2019 年 10 月 8 日確認
28 林野庁木材利用課「木質バイオマスのエネルギー利用関連施策について」（2019 年 8 月 28 日、日本木質バイ
オマスエネルギー協会勉強会）
29 熊崎実「木質バイオマス発電の FIT はこのままでよいのか」環境ビジネスオンライン（2016/5/9）
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IV. FiT 制度改正の具体的提案
これまでの分析を踏まえ、以下に FiT 制度改正のための具体的な提案を行う。提案にあたっ
ては、FiT 制度や国内外の自然エネルギー発展の趨勢を踏まえ、向こう 3 年以内程度の短期的
なものと、それ以降の中長期なものに分けて行う。

１．エネルギー利用方法に関する提案
（1）短期：熱電併給へのシフト

まず、熱電併給へのシフトを確実なものとするため、FiT 認定の際に熱電併給を条件化す
る。このことは、燃料供給ポテンシャルが上限に達しつつあり、良質な案件の形成に注力し
ていくことにも対応している。条件化については、様々な方法が想定され、実施義務化だけ
ではなく、ドイツのように最低エネルギー効率義務付けなどもありえる。また、条件化に合
わせて、排熱利用の支援方法も周辺政策との連携を「深化」させるべく検討を行う。具体的
には、ドイツの CHP 法のように熱導管や蓄熱槽等への補助を行う方法もあれば、排熱を再エ
ネ熱として単位量あたりの補助を出すイギリスの RHI のような方法もありえる。
なお、FiT 法の目的が自然エネルギー電力の導入拡大にあり、自然エネルギー熱の利用拡
大ではないという主張がある。もし本当に FiT 法の規定が障壁なのであれば、2020 年度に予
定されている FiT 法の抜本見直しを契機に、自然エネルギー熱利用についても目的に含める
などの対応が必要である。
この点については、
日本においても十分に野心的な自然エネルギー
熱の利用目標を持つことと合わせて検討される必要がある。最後に、既設の排熱利用を伴わ
ない案件に対しては、誘導措置として、改造を行うなどして熱電併給へ切り替えた場合の FIT
延長などのインセンティブを検討してもよいだろう。
2019 年に入り、実際に日本においても、新たな熱電併給プラントが運転を開始し、水平展
開に向けて、様々な示唆を与えてくれる。たとえば、岡山県笹岡市の農業ベンチャー、サラ
が建設した 10MW 級の熱電併給プラントである。隣接する 18ha を超えるアジア最大級の栽
培用ハウスにおいて、電気の一部を利用するとともに、暖房や除湿冷房用に排熱を用いる。
燃料は輸入 PKS と、周辺地域の一般木材を用いる予定である30。また、熊本県南関町のバン
ブーエナジーは、竹の高付加価値化と総合利用を目指して、竹製の建築資材を生産するかた
わら、竹と樹皮を燃料にバイオエネルギーの熱電併給を開始した。熱電併給プラントには、
ORC（有機ランキンサイクル）を用い、発電出力 995kW と小規模ながらも高い発電効率を
確保し、自家消費することで電力購入費用の削減を目指している31。
両事業ともに、まとまった需要の見込める工場に隣接して、熱電併給プラントを建設して
いる。熱需要に合わせて、プラントの規模を設計し、電力については自家消費と売電を組み
合わせて柔軟に対応している。燃料についても、価格の高い未利用材にこだわらず、地域の
30 ㈱タクマ：株式会社サラ向け民間初の O&M 事業の開始について
（https://www.takuma.co.jp/news/2019/20190401.html) 2019 年 10 月 8 日確認
31 NEDO：国内初の竹を有効利用した ORC 熱電併給設備が完成、実証開始へ
（https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101181.html) 2019 年 10 月 8 日確認
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バイオマス資源を優先的に使うなど、示唆的である。
（2）中長期：柔軟性発揮への誘導

バイオエネルギー発電の特徴は、太陽光や風力と異なり、任意に出力をコントロールする
ことができることである。そのため、自然エネルギー電気の市場統合を進めているドイツで
は、VPP などを介して、市場に柔軟性を提供するバイオエネルギー発電所が増加している32。
これらの多くはバイオガスの発電所であるが、中には木質バイオマスの熱電併給プラントも
含まれている33。日本では、このような動きはまだ著に着いたばかりであるが、市場への自
主販売を発電所自らが早めに選択できるように、インセンティブを設けていくことが重要で
ある34。
また、再エネ大量導入小委の第 3 次中間整理では「需給一体型モデル」として、
「自家消費」
型も例示されている。電力市場の状況に合わせて、自家消費と売電の量や比率を調整するこ
とは、柔軟性提供の有効な手段となる。自家消費を行うことにより、業務ビルや工場では、
kW あたりで計算される基本料金部分の負担を軽減することが可能になり、条件によっては
経済的なメリットを享受できる場合もある。バイオエネルギーの熱電併給設備は、現在、ガ
スや石炭などで賄われている工場や建物の熱電併給型の自家発電設備を代替しうる。した
がって、熱電併給であることを前提に、自家消費分の発電も FiT 対象とし、適切なインセン
ティブを設ける必要がある。

２．燃料供給方法に関する提案
（1）短期：既存発電所における現地チップ化方式への転換・支援

燃料コストの削減は、バイオエネルギー発電の経済性を高める上で、最も重要な対策であ
る。ただし今後、新設の案件の増加は限定的なものになってくると想定されるため、むしろ
既存の発電所についても、燃料コストを下げていくように誘導していく必要がある。
燃料コストを低減するためには、残材利用を徹底し、現地チップ化システムの普及を行う
ことが重要である。具体的には、燃料供給事業者から発電所までの一連のサプライチェーン
全体を対象としたモデル事業により、技術的な実証を行う。その上で、既存発電所における
チップ化方式の転換を支援する。

32 相川高信「ドイツ木質バイオマス専門会議報告：熱電併給と調整力が将来のポイント」自然エネルギー・アッ
プデート（2018/11/22）
33 Next Kraftwerke：Energy Transiton in Action (https://www.next-kraftwerke.com/company/case-studies/wood-firedpower-station) 2019 年 10 月 8 日確認
34 自然エネルギー財団（2019）「再エネ特措法改正に対する提言」
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（2）中長期：未利用木材区分の見直し・廃止

中長期的には、未利用材の上乗せがなくても、バイオエネルギー発電が自立できるように
準備を進める必要がある。そのため、未利用木材区分の見直しを行う。
具体的には、林野庁が策定している未利用木材ガイドラインの見直しを行う（表 12）。こ
れにより、これまでは未利用木材区分に含まれていた、切り捨て間伐材を対象外とし、ドイ
ツに倣い、林地残材や工場残材、樹皮（バーク）など残材利用のみを対象とする。次に、新た
に支援対象となる燃料の調達コストを計算し、必要な追加コストを考慮した買取価格とする。
この上乗せ価格は段階的に削減し、FiT 制度終了までの廃止を目指す。
これまで間伐材（丸太）は、未利用木材区分か否かの外形的な区別ができず、分別管理の
不備が指摘されてきたが35、新たな区分では、林地残材や工場残材、樹皮などを対象とするた
め、外形的な区分が容易になることも期待される。
表 12

未利⽤⽊材及び⼀般⽊質バイオマスの定義

経産省告⽰

未利⽤
⽊材

森林における⽴⽊⽵の伐採⼜
は間伐により発⽣する未利⽤
の⽊質バイオマス（告⽰第
12 号）

林野庁ガイドラインの記載
・間伐材
・間伐以外の⽅法により下記の森林で伐採された⽊材
森林経営計画対象森林、保安林・保安施設地区、国有林野施業
実施計画対象森林の主伐⽊、⽀障⽊、除伐⽊等

⽊質バイオマス⼜は農産物の ・製材端材
⼀般⽊質
収穫に伴って⽣じるバイオマ ・森林からの伐採⽊材（未利⽤⽊材区分以外の⽊材、輸⼊材）
ス（告⽰第 13 号）
・伐採届を必要としない⽊材等
注：林野庁ガイドラインにおける未利用木材の第一の定義は、間伐材かつ未利用であるものであり、切り捨て間伐
材が想定されていると解釈できる。

■BOX. バイオガスの支援について
メタン発酵バイオマス発電の場合、燃料は発生したバイオガスである。
バイオガスは、家畜排せつ物や生ゴミ、下水汚泥など、水分の高いバイオマスの嫌気性発酵によ
り得られる。これらの水分の高いバイオマスを適切に処理するに当たり、メタン発酵は有効であり、
これまではメタンを単にその場で焼却してしまうようなケースも多かった36。そのため、発電等の
エネルギー利用することは、化石燃料の削減に繋がり、売電収入や熱利用の化石燃料費の削減など、
経済的な効果も大きい。
これらの中には、すでに発酵槽がありガスが発生している状況で、発電機などを追加的に整備す
る場合と、発酵槽を新設する場合の 2 つのパターンが含まれている。2018 年度の調達価格算定委員
会では、発酵槽を新設する案件の設備費が 262.8 万円/kW であるのに対して、既存の発酵槽を活用
する案件の設備費が 115.4 万円/kW にとどまっていることが明らかになった。
したがって、発酵槽の設置は、基本的に廃棄物処理の一貫として行われるものとし、FiT ではそ
れ以降の発電工程以降のみをコスト算入するのが妥当である。実際に、バイオガス発電が大きく普
及したドイツでは、家畜排せつ物の処理のために、メタン発酵槽の設置が義務付けられていたこと
が背景にあった。
新たに発酵槽を整備する場合は、農業政策との連携の中でシナジーが発揮できるように、制度設
計を工夫していくべきである。
35 総務省（2017）「森林の管理・活用に関する行政評価・監視 結果報告書」
36 メタンガスは、二酸化炭素に比べて、温暖化させる能力が 25 倍高いため、空気中に排出せずに、その場で焼却
させることが多い。
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V. おわりに
本来、バイオエネルギーを地域で活用することには、多様な便益がある。一つは、地域で
余っており、処分に困るバイオマス資源の有効活用と、それによる林業等の関連産業の収入
機会の増大である。ただし、廃棄物や残渣を優先的に使っていくという原則を確認する必要
がある。二つ目は、地域におけるエネルギー収支の改善、特に熱利用部門で使われている化
石燃料をバイオエネルギーに転換することで、脱炭素化を推し進めると同時に、地域外に流
出していた資金を地域内に還流させることができるようになる点である。
こうしたバイオエネルギーの便益は、欧州など、自然エネルギーを先駆的に進めて来た国
や地域で幅広く享受され、エネルギー転換の下支えとなってきた37。日本においても、この
ような地域に便益をもたらすバイオエネルギーの使い方は、
制度設計次第で実現可能である。
また、地域でバイオエネルギーを効率的に、持続可能に使っていくことは、地域のためだ
けではなく、世界に対する国際的な責任だと言うこともできる。現実的に、日本は、化石燃
料や鉱物資源だけではなく、様々な農産物や林産物を輸入している。したがって、その生産
地において持続可能な土地利用が確保されるように行動することは、世界に対する日本の責
任であると言える。そのため、現在日本でおいて作業が進められているバイオエネルギーの
持続可能性基準が、効力のあるものになることが重要である。
一方、日本にはバイオマス資源が豊富に存在している。日本の FiT 制度をあるべき姿に改
正し、効率的かつ経済的に利用していくことで、世界に対する日本の責任を果たしていかな
ければならない。これらの実現のためには、制度や技術の点で様々なイノベーションを起こ
していく必要があるが、現行の FiT 制度を大胆に変えていくことが、その第一歩として重要
である。
（以上）

37 自然エネルギー財団（2018）日本のバイオエネルギー戦略の再構築
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