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カーボンニュートラルに向けた木質バイオマス利用の可能性に関する考察

―中国・日本・EUの比較―

森林政策学研究室 王 依侖

１．研究背景

近年、気候変動問題に対処するため、世界各国

が化石燃料の依存度を減らし、再生可能エネルギ

ー（以下、再エネ）の開発を図っている。経済産

業省（2021）によると、各国がカーボンニュート

ラルに向けた目標を相次いで発表し、125カ国が

2050年までのカーボンニュートラルを目標とし

て表明している。

そのような中、カーボンニュートラルな資源で

あるバイオマスエネルギーの利用が世界中に注

目を集めている。バイオマスは「再生可能な、生

物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」と

定義されており、木材からなるものを「木質バイ

オマス」と呼ぶ（林野庁ウェブサイト）。木質バ

イオマス燃料は発電所での燃焼時には CO2を排

出するが、この CO2はもともと大気中から樹木が

吸収していた炭素が大気中に戻るだけであるの

で、大気中の CO2濃度にはほぼ影響を与えないと

見なすこともできる。この考え方はカーボンニュ

ートラルと言われ、木質バイオマスの最大の利点

である。そのほか、木質バイオマスは太陽光、風

力と違い、昼夜や気象条件によって出力が左右さ

れるという問題がなく、安定的な発電が可能であ

るという利点もある。さらには、木質バイオマス

を利用することにより、森林整備や木材利用を推

進することも期待できる。そのため、木質バイオ

マスの利用は各国が期待を寄せている。

しかし、木質バイオマスの利用には、コスト面

の増大、国民賦課金負担の増加などの課題がある

ことが世界各国の公的機関や研究者によって指

摘されている（Sikkema et al., 2010；柳田ら, 2015；

岩岡ら, 2017； 耿ら, 2020； 満田, 2021）。また

コスト以外にも、林地残材の活用、燃料の輸送、

木質バイオマス発電に関する技術の開発、木質バ

イオマスを産出するための人工林の持続可能な

経営、森林減少・劣化による世界炭素貯蔵の減少

といった課題もある。

海外から木質バイオマス資源を輸入すると、有

効にコストを削減することができ、自立した木質

バイオマス利活用のモデルを確立することがで

きる。しかし、海外から大量な木質バイオマス資

源を輸入すると、カーボンニュートラルの実現に

妨げる可能性がある。自立した木質バイオマス利

活用の体制を実現するために、海外から燃料材な

どを輸入するより、木質バイオマス発電に関する

事業活動に関する経験が蓄積されるにつれて、単

位当りコストが低下するという経験効果を求め

ることや、規模効果による生産コストの低減を図

ることが求められている（柳田ら, 2015; 浅田ら,

2017）。

２．研究目的

上述した背景を踏まえて、本研究では、木質バ

イオマス発電所を調査対象に取り上げ、以下の 3

点を確認することを目的とする。

①発電所が設立から現在に至るまで、経験効果

と規模効果によりコストがどれほど削減したか

②コスト削減を図り、海外から大量な木質バイ

オマス資源を輸入している、または輸入する計画

はあるか

③既存の FIT制度などの支援策がなければ、自

立で木質バイオマス発電を続けることができる

のか

本研究では、文献調査と多国間の比較研究およ

び木質バイオマス発電を行っている企業へのイ

ンタビューを中心に、この 3つの疑問を解くこと

を目的とする。

３．調査方法

日本の木質バイオマス利活用の現状と課題を

解明するために、最前線に立つ木質バイオマス発

電所の担当者を調査対象にした。具体的に、本調

査では、2021年 12月から 2022年 1月に渡って、

株式会社グリーン発電大分と株式会社九電みら

いエナジーが大築前町に創設したふくおか木質

バイオマス発電所の担当者にインタビュー調査

を実施した。

インタビューは、木質バイオマス利活用の現状、

木質バイオマス事業を通じた地域経済への貢献、

支援策の充実・強化およびカーボンニュートラル
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の実現という 4つの話題について詳しく聴取し、

文字起こしによって調査結果を分析する。

４．調査地概要

４．１．株式会社グリーン発電大分

再生可能エネルギー開発のグリーン発電大分

は、間伐材など未利用材を燃料に使う木質バイオ

マス発電所を日田市に建設した。建築廃材ではな

く、地元の林業事業者から未利用材を購入するた

め、林業再生につながると期待される。

４．２．ふくおか木質バイオマス発電所

九電みらいエナジーによって運営されている

ふくおか木質バイオマス発電所は、福岡県初とな

る国内材を専焼する木質バイオマス発電である。

間伐材などの未利用木材を有効活用するもので

あり、林業関係者などで組織する「ふくおか木質

バイオマス木材安定供給協議会」が間伐材などの

未利用木材を供給する。中山ホールディングス

90％、九電みらいエナジー 10％の共同出資会社で

あるグリーンパーク N&Mが発電所に併設された

木質チップ製造工場で燃料を生産する。

５．調査結果

５．１．コスト削減

株式会社グリーン発電大分の回答から、木質バ

イオマス利用の各段階の中で、一番コストと手間

がかかるのは燃料の調達である。年間の燃料の調

達コストがおおよそ 7億円で、売上額がおおよそ

12億円である。しかし、企業は自立で収集、運搬、

輸送にかかるコストを削減することが困難であ

る。

路網整備と高性能林業機械の導入とかは、林業

従事者が少ないという背景がある。そのため、国

や地域の自治体の経済的支援なしでは、事業体単

位にとって非常に難しい課題である。

５．２．燃料の海外調達

燃料の調達は最も負担感を感じる株式会社グ

リーン発電大分は、燃料の海外からの調達に強い

抵抗感を示した。その原因は、株式会社グリーン

発電大分は再造林の重要性を重視し、海外輸入を

するなら、再造林を手伝う責任をとらなければな

らないと主張している。また、木質ペレットや

PKS などの燃料を用いて発電する計画がなく。

PKSはいい燃料と思うけど、GHG排出の視点か

ら考えると海外輸入は逆効果になり、本末転倒だ

と主張している。

一方、ふくおか木質バイオマス発電所は FIT認

定申請において、使用する燃料は、国内の未利用

材及び一般木材による木質チップにて認定を受

けていので、海外の木質ペレットや PKSを使用し

ていないが、九電みらいエナジーは海外からの木

質燃料輸入への抵抗感がなく、海外からの木質燃

料輸入に際しては外航船を利用することになる

が、日本からの輸出の復路便を利用できれば効率

的な輸送が可能になると主張している。

５．３．国からの支援と自立可能性

株式会社グリーン発電大分は、FIT、FIP制度が

廃止されたら 32円/kWhの価格で売電できなくな

り、事業性が確保できないため、木材から一般廃

棄物への燃料転換をせざるを得ないと述べてい

る。

九電みらいエナジーの回答から、発電原価に占

める燃料費の割合が高い木質バイオマス発電事

業者は、FIT期間が終了すると事業収支が厳しく

なると認識しており、燃料費削減努力や国の支援

制度の継続など事業継続のための仕組みづくり

が必要であることが明らかになった。

６．考察

国内外の木質バイオマス発電に関する補助金

制度を概観することで、補助金制度の目標は二段

階によって構成されることが明らかになった。第

一段階において、補助金制度の設定を通して木質

バイオマス事業を普及拡大させる。第二段階にお

いて、売電価格が低くなることや、法的な買取義

務がなくなるなどの方式で、段々に補助金制度を

廃止していく。

なぜなら、発電所など木質バイオマスに関する

事業者は、事業の普及拡大とともに、学習曲線の

効果および規模効果などでコストを削減するこ

とができ、経済的に自立した木質バイオマス発電

所になることが期待できるから。

しかし、本研究では、上述した両社を対象に、

これまでの木質バイオマス事業の発展、現状およ

び支援策の利用状況について調べた。その結果、

木質バイオマス発電において、燃料調達段階の学

習曲線が確認されず、生産プロセス全体の規模効
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果も、認定を得たので規の拡大ができず、規模効

果を享受することができないことが明らかにな

った。

木質バイオマス発電の諸費用のなか、燃料の調

達は最もコストがかかる。しかし、発電所が自立

で燃料調達のコストを削減することが困難であ

る。

表 1 未利用木質・針葉樹丸太の価格変化の推移

（単位：回答チップ会社数）

出所：一般社団法人日本木質バイオマスエネルギ

ー協会「木質バイオマス燃料の需給動向調査 成

果報告書」

表 1に示したように、未利用木質の買取価格は

上昇傾向にあり、国による支援がなければコスト

削減が困難であることが伺えた。

先行する欧州諸国、特にドイツやスウェーデン

など木質バイオマス事業を最も早い段階から推

進していく国において、路網整備、高性能林業機

械の導入から温熱パイプの整備まで、再生可能エ

ネルギー利活用全般のインフラが整備されてい

るため、従来のように木質バイオマス発電所に基

金や補助金などを支援する制度が廃止されても、

発電所は自立で経営することができる。

そのため、これらの国は発電所の自立とカーボ

ンニュートラルの実現を図るために、補助金制度

などによる支援を減らすとともに、再エネの利活

用を発電所に義務を付けるような政策が定めら

れている。

一方、日本の場合に、FIT制度が実施して以来

すでに 10年を経った。本研究の予測により、日

本の木質バイオマス発電所において、学習曲線に

よる生産コスト削減の効果と規模効果が強くな

り、FIT制度が廃止されても、発電所に対しても

壊滅な衝撃にならず、発電所は自立に経営する可

能性がある。日本全体の木質バイオマス発電所を

対象とした調査からも、学習曲線が存在すること

を示している。

表 2 地方別、1kWhあたり燃料費

出所：一般社団法人日本木質バイオマスエネルギ

ー協会「木質バイオマス燃料の需給動向調査 成

果報告書」

表 2は日本の地方別の 1kWhあたり燃料費を示

している。日本木質バイオマスエネルギー協会に

よると、未利用木質・針葉樹チップ価格が最も高

いのは日本の中部地方、北海道地方である。

表 2によると、燃料材の高さが、必ずしも単位

あたりの燃料費の高さに結びついていないこと

が明らかになった。この点に関しては、発電所の

経験効果によるものではないかと考えている。

しかし、学習曲線や規模効果などが確認されて

も、まだ発展段階であるため、現時点で支援制度

を弱体化させることが、発電所と関連業者に壊滅

的な衝撃を与える可能性がある。特に今回の調査

結果から、FIT制度なしで生存することが困難で

あることが明らかになった。

熱利用に関しては、木質バイオマスの熱利用や

発電利用が進められてきたが、日本の場合に、発

電利用だけが大きく進められている。熱利用がま

だ不十分である。日本は 2015年の FIT改正から、

コジェネレーション（熱電併給）への優遇措置を

強めてきているが、現時点では、温熱パイプなど

インフラ施設の未整備がコジェネレーションの

普及拡大を阻害している。

株式会社グリーン発電大分は熱利用の発電所

を創設する計画はすでにあり、これから熱利用に

よる副次的収入の獲得で、FIT制度が廃止されて

も自立できるように成長していくことが期待で

きる。

最後に、コロナ禍により、先の見えない状況の

中で、世界各国はポスト・コロナ時代に突入しつ

つある。それとともに、一部の燃料材は海外から

輸入するという慣行も、ローカル化に進む傾向が
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見られた。

また、発電施設からは近隣する都市への温熱パ

イプなどネットワークを敷設すると、地域の熱エ

ネルギーの一部は、木質バイオマス発電により供

給を行うことができる。

しかし、今回の調査は、両社に温熱パイプなど

熱利用のこれからの計画に関する質問を設けず、

この点についての情報を入手することができな

かった。これからは、熱利用を念頭に置き、コジ

ェネレーションを推進している中小規模の発電

所を対象に実態調査を行う必要がある。
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