ま え が き
新エネルギーとは，今後の技術開発によって実用が期待される類の石油代替エネルギー
全般を指しているが，その開発は石油危機を契機として国の内外で活発に展開された。
しかし，石油危機が去ると新エネルギーに対する社会の関心は薄らぎ，特に経済性の点
からその早期実用化に対する期待度も低下したように見えた。ところが，最近顕在化して
きているといわれる地球温暖化問題において，その主原因が化石エネルギーの多消費によ
ることが明らかになり，したがって今日新たな視点から新エネルギーとりわけ再生可能エ
ネルギー開発の重要性が喫緊の課題として認識されるようになってきた。
ここで取り上げた「バイオマスエネルギー」は，比較的エネルギー密度が高く，貯蔵も
容易，また単に発電・熱利用のみでなく動力用の液体燃料にも変換できる等の特徴を有す
再生可能エネルギーであり，それゆえ石油代替エネルギーの主要候補としてあげられ，近
年特に欧州，米国，ブラジル等で利用拡大に向けた積極的取組が行われてきている。わが
国でも，その重要性と将来性が注目され，先に「バイオマス・ニッポン総合戦略」（2002
年12月）が策定され，省庁横断的な取組が行われてきた。その後「気候変動枠組み条約」
の「京都議定書」発効（2005年２月），「2030年のエネルギー需給展望」作成（2005年３
月），「京都議定書目標達成計画」策定（2005年４月）等の動きもあり，今般新たな「バ
イオマス・ニッポン総合戦略」が策定（2006年３月）され，バイオマスエネルギーの導
入・普及に関し，より積極的な取組がなされてきている。
ところで，バイオマスは，古くて新しいエネルギーであり，薪炭に見られるように人類
の歴史とともに利用され，現在も途上国の煮炊き，暖房用として利用されている。しかし，
現代のバイオマスは，植林・伐採・収集・運搬・利用・廃棄までを，システム的，継続的，
高効率かつ環境適合性を備えた技術で利用する，いわゆる再生可能な方法でなければなら
ない。しかし，その様な視点から，わが国におけるバイオマスの導入・普及状況を見た場
合，最近徐々に進展してきているとはいえ，未だ十分とはいえない。特に，上述「京都議
定書」の導入目標量と現状を比較するとその達成が危ぶまれるほどである。そこで，導
入・普及の拡大を目指したあらゆる方面からの更なる努力が必要とされている。
当所は，本シリーズにおいて先に「バイオマス発電」を発行（2003年３月）しているが，
その後上述のような動きもあり，また最近発電のみでなく熱利用の重要性も指摘されてき
たので，本報は「バイオマスエネルギー」と幅広いタイトルとし，利用技術の内外動向，
概要，課題・問題点，あるいは経済性などを取りまとめた。
なお本編の編集に際しては，プロジェクト試験研究部浅見直人専門役，田村隆之主任研
究員の協力を得て，エネルギー技術情報センター（センター長

小川紀一郎）において作

成・編集した。
おわりに，このシリーズの刊行は，財団法人電力中央研究所からの委託業務「エネルギ
ー技術情報に関する調査」の一環をなすものであり，同研究所に対して深く謝意を表する。
2006年３月
財団法人

エネルギー総合工学研究所
理事長

秋

山

守
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は じ め に

であり，現在世界をあげての利用拡大の検討が
なされている。

昨今，多くの異常気象の発生などもあり地球

例えば，ＥＵでは，再生可能エネルギーの１

温暖化がますます顕在化してきており，その原

次エネルギーに占める割合を2010年には現状

因が化石燃料の消費によることは，今や定説と

（ 1998 年 値 ） か ら ２ 倍 （ １ 次 エ ネ ル ギ ー の

して認識されてきている。そして，この傾向が

12％）に，そのうちバイオマスについては，最

続く限り21世紀末において，さらなる温暖化の

も潜在力が高いものとして，同様現状（１次エ

進行と異常気象の発生が予想されること，その

ネルギーの３％）から３倍（１次エネルギーの

対策として温室効果ガスの大幅低減を前提とし

8.5％）に増大させる計画とするなど大きな期

た CO2 濃 度 の 安 定 化 が 必 要 な こ と が ， 国 連 の

待がかけられている。

「気候変動に関する政府間パネル，ＩＰＣＣ」
(1)

の報告書 でも指摘されている。

さて，わが国においてもバイオマスに関する
取組は，非常に活発である。

ところで，化石燃料を主体とした現在のエネ

わが国の最近の取組の主たるものとしては，

ルギー消費傾向は，今後とも途上国を中心とし

日本の横断的な基本となる「バイオマス・ニッ

た経済発展と人口増加により大幅に増加すると

ポン総合戦略」の改訂（2006年３月）(3)をはじ

予想され，例えば「国際エネルギー機関（ＩＥ

めとして，それぞれの関連部門ごとに積極的な

Ａ）」のエネルギー予測(2)によれば，2030年の

検討・展開がなされている。たとえば経済産業

エネルギー消費量は現状（2003年）より1.6倍

省関連では，「総合資源エネルギー調査会」需

になると予測しており，そのままの延長で消費

給部会での審議等を踏まえ (4) ，2010年および

が続けば，2100年には２倍以上となることも予

2030年のバイオマスエネルギー利用目標量が掲

想される。このことは，もし依然としてエネル

げられた。それによると，バイオマス発電（含

ギーの主体が化石燃料であれば，期待値と実際

む，廃棄物発電），バイオマスの熱利用，およ

排出値には大きな差が生じることを意味する。

び製紙会社の黒液・廃材等利用を合わせた合計

今日，その差をうずめる手段の早急な確立が望

は，現在（2002年）約870万klが，2010年で約

まれる。

1,560万klと約２倍に増大し，同時点における

一方，最近石油の高騰および高値安定化傾向

再生可能エネルギーの目標量（1,910万kl，１

もあり，いわゆる石油ピークの近未来における

次エネルギーの３％程度）の約８割を占めるほ

到来が現実視されるようになり，ひいては化石

ど大きな期待がかけられている。

燃料全般の資源制約（将来的には枯渇）も懸念

また，2030年予想においても，1,454万klと

されるようになってきた。化石燃料の資源制約

人口減少あるいはリサイクルの進展等もあって

は地球温暖化の面からは，むしろ歓迎すべきと

若干低下しているが，同時点の再生可能エネル

いう意見もあるかもしれないが，化石燃料とり

ギーの目標量（3,946万kl，１次エネルギーの

わけその利便性から大量の石油消費を基盤とし

10％程度）の約４割を占めるほど依然として大

た現代の社会においては，完全な石油からの脱

きな期待がかけられている（詳細第２章）。

却は極めて困難であり，石油代替エネルギー開

さて実際の活動に関しては，最近活発な展開

発を進める際には，いかにして石油と類似の性

がなされてきており，例えば「バイオマスタウ

状を持った代替燃料を製造できるかも，あわせ

ン」として公表された市町村は，最近著しく増

て求められよう。

加してきている。（例えば，2003年３月では，

バイオマスは，その点単にエネルギーとして
のみでなく，上述の石油に近い流体も製造可能

約20市町村であったが，2006年３月末では44市
町村と倍増してきている。）

－ 1 －

１

また，実際のバイオマス利用技術の事例も新

バイオマスエネルギー取組の概要

エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤ
Ｏ）「バイオマスエネルギー導入ガイドブッ

「まえがき」でバイオマスに関するわが国の

ク」（2005年改訂）によると，適用事例は木質

取組を述べたが，ここではそれらの取組の中か

系，畜産系，食品系を合わせて，約500件と同

ら導入・普及の視点から重要と思われるものに

ガイドブック初版（2002年）時点の約150件に

絞り，その要点を概説する。なお，ここで紹介

比べ大幅に増加している。しかしながら，これ

する取組の詳細および海外の取組事例について

らの増加はあっても，上記に掲げられた2010年

は，後章（第６章および第７章）にて述べるの

目標と比較すると，実際の導入普及状況は未だ

で，ここでは省略する。

極めて少ない。
例えば，バイオマス発電（含む廃棄物発電）

(1) 「バイオマス・ニッポン総合戦略」の改訂
(3)(5)(6)

とバイオマス熱利用において，最近数年の実績
動向から2010年を外挿した場合，前述目標に達

2002年12月に省庁横断的な取組みにおいてま

する増加程度を示してなく，今後飛躍的な導入

とめられた「バイオマス・ニッポン総合戦略」

普及が行われない限り同目標達成は極めて困難

は，その後2005年２月に「気候変動枠組み条

と予想される。

約」の「京都議定書」が発効となり地球温暖化

その主要理由は，いくつか考えれるが，その

対策の具体化を求められる中で同戦略について

代表的なものは，経済性の不備，事業体制の不

も改訂の必要が指摘され，その後各部の取組み

備，技術完成度の低さなどがあげられよう。

の実態も加味して，2005年３月新しい「バイオ

その導入・普及拡大を図るためには，エネル

マス・ニッポン総合戦略」が策定された。

ギー変換技術のコストダウン，高効率化等の技

それに呼応するような形で，各関係省庁は積

術的改善はもとより，安定かつ低廉的なバイオ

極的な取り組みを行い，予算面，政策・制度面

マスの入手等事業体における収支改善の努力，

での取り組みも益々活発に進められてきている。

および補助金あるいは税制等の優遇措置による

（注，政策・制度の取組の概要は，次章にて述

行政の政策等民官学あらゆる面からの検討が必

べる。）

要とされている。
その視点から，バイオマスの概要と問題の概

(2) 「 バ イ オ マ ス タ ウ ン 」 構 想 発 表 の 増 加
(3)(5)(6)

要を取りまとめた本書が，この取組みを検討す

「バイオマスタウンとは，域内において，広

る各位にとって参考となることを期待するもの
である。

く地域の関係者の連携の下，バイオマスの発生
から利用までが総合的利活用システムとして構
築され，安定的かつ適正なバイオマス利活用が
行われているか，あるいは今後行われることが
見込まれる地域をいう。」（農水省「バイオマ
スタウンの募集」から，平成16年８月）と説明
されている。なお，同タウン構想は，上述のバ
イオマス・ニッポン総合戦略推進会議がこれを
募集し，審議，および必要条件の満足度等を確
認後公表される。（その詳細は，第２章で述べ
るので，ここでは省略する。）
－ 2 －

まだ，発足後比較的に日が浅い（平成16年８月

著しいことがうかがえる。

から募集を開始）にもかかわらず，2005年７月に
は全国で17市町村であったものが，2006年３月末

(4) 賦存量と利用可能量の見直し(6)(9)
今回見直された「バイオマス・ニッポン総合

で44市町村と倍増しており，市町村の意識は着実

戦略」においてバイオマス賦存量が見直され，

に高まってきていると見ることができよう。

修正されたものとして発表されている（表1－2
(3) 具体的な事業化事例の増加

(6)(7)

参照）(6)。一方，実際に必要なのは，賦存量で

事業化事例を全て把握することは困難である

なくてエネルギーとしての利用可能量であり，

が，ここではＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー

その点(財)電力中央研究所が，全国市町村別の

導入ガイドブック」の記載事例を代表してその

デ ー タ と Ｇ Ｉ Ｓ （ Geographical Information

傾向を探る。

System，地理情報システム）データベースを組

同書改訂版（2005年９月発行）によると，適

み合わせてバイオマス賦存量と利用可能量を実

用事例は木質系で約240件（同第１版（2002年

際の地理と結びつけたシステムを先きに作成し

発行）事例では56件），畜産系で約70件（同，

ていたが，さらにＮＥＤＯの助成も得て一般公

30件），食品系で約200件（同，70件），そし

開用（含む，手法）として構築し，ＮＥＤＯの

て合計で約500件（同，約150件）と着実に増加

ホームページで試行公開された(9)。同法による

してきている。なお，同ガイドブックの事例は，

日本全国の代表的なバイオマス種ごとの賦存量

「入手可能な情報に基づいて作成されているた

の集計結果によると，日本におけるバイオマス

め，網羅的把握はできてない」との注記もあり，

の賦存量は石油換算で約2,750万kl，現状の利

その絶対値を国内事例総数として理解すること

用可能量は約650万klと報告されている。表1－

には，やや無理があると思われるが，少なくと

3にその集約結果を示す。なお，同システムの

も最近の傾向を把握する参考とすることは可能

特徴をさらに付言すると，それぞれの地域ごと

であろう。表1－1にその概要を示す(8)。

およびバイオマス種ごとに別途把握されたデー
タを基に，日本の地図上で可視的に表示される

表1－1

バイオマスエネルギー導入事例リスト

ようになっており，大きく地域ごとの計画立案，

平成17年度
74
61
15
21
36
4
8
239
35
28
6
1
70
47
47
23
1
76
4
198
507

可能性を調査するときに有益なデータ提供が可

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギーガイドブッ

利用事業者は，一般に廃棄物の処理をかねる

ク」2002年版，2005年版より作成）

ことになり，従ってバイオマスの処理費用を

種 類
木質系

畜産系

食品系

事 例
燃焼熱利用
燃焼発電
バイオマス利用ガス化等
ペレット製造
ペレット利用
液体燃料
固体燃料その他
小計
メタン発酵(発電）
メタン発酵(熱利用）
鶏糞ボイラー
ガス化・発電
小計
食品ゴミのメタン発酵
食品排水処理におけるメタン発酵
食品直接燃焼発電
食品ガス化
ＢＤＦ製造
その他
小計
合計

平成15年度
25
21
3
7
－
－
－
56
26
3
－
29
20
15
－
－
34
－
69
154

能である（詳細は同ＨＰ(9)参照）。
(5) 問題点の明確化(13)
バイオマスの導入・普及の進展に伴い，問題
点も段々明確になってきている。その問題点と
しては，共通的事項とバイオマス種特有の事項
に別けて考えられる。
先ず，共通的な点を述べる。
①

廃棄物系バイオマスの場合は，エネルギー

受け取ることになる（逆有償）ので当然経済
同データで見る限りでも，全体的に導入が進

性で有利である。しかし，バイオマスが廃棄

んでいるが，とりわけ木質系と食品系の増加が

物系（産業廃棄物）であっても，その処理を

－ 3 －

表1-2

バイオマスの賦存量と利用状況

（出典：バイオマス・ニッポン（第四版），日本有機資源協会，2006.３）

表1－3
分類
木質系
（１）
木質系
（２）
木質系
（３）
農業系

バイオマス種

わが国におけるバイオマス賦存量と利用可能量
＊1

万トン／年

賦存量
（原油換算）
万 kl／年＊2

利用可能量
（原油換算）
万トン／年
万 kl／年＊2
＊1

バイオマス・ニッポン総合
戦略による賦存量（注）
（万トン／年）
370
（被害木、間伐材を含む）

林地残材

157

58.7

10

3.7

製材所廃材

590

247.5

105

43.9

建築廃材

464

194.7

241

101.0

460

685

173.7

1,200
（農業系全般 稲わら・
麦・籾殻込み）

295

6.3

69

6.4

45

13.0

183

69.4

1,052

92.8

443

39.1

19
―

19.4
568.7

稲わら

915

232.1

畜産系
家畜糞尿
2,948
63.1
（１）
（乳肉牛糞）
畜産系
家畜糞尿
765
71.6
（２）
（鶏糞・採卵）
畜産系
家畜糞尿
495
144.3
（３） （鶏糞・ブロイラ）
下水汚泥
汚泥系
215
81.5
（完全乾燥）
食品系
生活系厨芥類
1,055
93.1
（１）
食品系
事業系厨芥類
640
56.5
（２）
食用廃油
廃食用油
42
43.1
合 計
―
1286.2
＊1：電中研データ
＊2：エネルギー総合工学研究所計算値
注：「バイオマスニッポン」（第４版）（2006.3）より

500

8,900
（全部の畜産系）

7,500
（濃縮汚泥ベース）
2,200
（生活系＋厨芥類＋食品工場）
―
―

（出典：各種データよりエネルギー総合工学研究所で作成）

産業廃棄物業者が行う場合は，一般に産廃業
者は規模が小さくまた廃棄物の処理を経済的

②

性が大きな問題となる。
③

廃棄物系でないバイオマス（未利用系バイ

に行うことが最大の関心となりがちなので，

オマス）の場合となると，バイオマスの収集，

エネルギー回収装置の設置自体が行われない

運搬・集約の全面において費用がかさみ，そ

ケースが多く，バイオマスの有効利用という

れをエネルギー利用事業者のみが負担すると

観点においては問題である。

なると更に経済的に成立する可能性が少なく

廃棄物系バイオマスであっても，持ち込み
費用を部分的にもエネルギー利用事業者が負

なる。
④

担するような場合は，当然のことながら経済
－ 4 －

一方，受け入れ側の風潮としてロハス
(Lifestyle of Health and Sustainability)

２

という用語に代表されるように，再生可能エ

バイオマスに関する政策動向(3)(4)(5)

ネルギーは環境面でも優れているが，それを
楽しみながら，日常の消費生活に組み入れよ

2.1

直し

うとする昨今の流行のようなものもあり（例

⑤

「バイオマス・ニッポン総合戦略」の見

えば，ペレットストーブ），バイオマスを利

先にも述べたように，昨今のバイオマスを取

用する側から見たプラス要因もあり，その機

り巻く環境から従来の「バイオマス・ニッポン

運は注目される。

総合戦略」（2002年12月策定）が見直され，今

法規制の問題

般改訂版「バイオマス・ニッポン総合戦略」

導入普及が進み，法規制面での問題も指摘

（2005年３月）が策定されたが，以下にその狙

されている。例えば，以下のとおりである。

い，改定の概要を述べる。まず，その基本的概

・一般廃棄物と産業廃棄物か決めがたい場合

念を改めて図2－1に示す。

手続が困難である。（注，一般廃棄物は環
境省，産業廃棄物は経済産業省の所掌）
・一般廃棄物は，自治体の自区内処理を原則
とするが，施設規模とバイオマス収集量確
保のため（自治体の区域を越えて）広域処
理を目指す場合の扱い。
・廃棄物で規制される保管期限（14日）を超
えてバイオマスを保管する場合の扱い。
・ＢＤＦ（バイオディーゼルフュエル）にお
ける２重課税問題（注，廃食油から製造し
たＢＤＦは，自家消費なら課税されないが，
軽油と混合して販売する場合は課税される。
その際，混合軽油は２重課税となる。）
⑥

図2－1

バイオマス種特有の問題
次に，バイオマス種特有の問題点を紹介する。

バイオマスニッポンの実現に向けて
（出典：「エネルギー白書」平成17年度）

同問題をアンケートの集約結果から紹介する
と (13) ，木質系では「経済性」と「体制」，畜

(1) 京都議定書目標達成のために

産系では「技術」と「安全性」，食品系では

京都議定書対応の2010年を踏まえ，2030年の

「経済性」が摘出された。その理由等は必ずし

長期的なエネルギー見通しが，国の審議会で纏

も明らかではないが，木質系では，事例は増え

められたが，そのうち「新エネルギー」関連分

たとはいえ一般に「経済性」が成り立たず，ま

の見通しを参考までに表2－1に示す。

たそれと表裏一体となる「体制」整備が遅れて

同表記載のように，排出削減目標達成のため

いること，畜産系では法律で処理を義務付けら

には，バイオマスエネルギーに大きな期待がか

れたとしても適正な「技術」選定に不安があり，

けられていることが読み取れるが，改訂版「バ

また処理後の排水，廃棄物の処理に関する「安

イオマス・ニッポン総合戦略」でも，次の点か

全性」にも疑問が残り，さらに食品系では単な

らの取組みを強調している。

る廃棄の場合と比べて「経済性」で有利である

①

ことが求められるが，現状それらが満足されて
ないという悩みが伺える。

バイオマス熱利用の導入
熱利用は現状68万kl（石油換算）であるが，

2010年目標として308万kl（石油換算）と大幅
－ 5 －

表2－1

新エネルギー長期見通し

2010年度
2010年度
2030年度見通
現行対策推
追加対策ｹｰｽ し（目安）
進ケース
太陽光発電
15.6万kl
118万kl
118万kl
2024万kl
63.7万kW
482万kW
482万kW
風力発電
18.9万kl
134万kl
134万kl
269万kl
46.3万kW
300万kW
300万kW
廃棄物発電
174.6万kl
586万kl
586万kl
494万kl
+バイオマス発電 161.8万kW
450万kW
450万kW
太陽熱利用
74万kl
74万kl
90万kl
112万kl
廃棄物熱利用
164万kl
186万kl
186万kl
バイオマス熱利用
68万kl
67万kl
308万kl
423万kl
4.6万kl
5万kl
5万kl
87万kl
未利用エネルギー
黒液・廃材等
471万kl
483万kl
483万kl
537万kl
総合計（1次エネ
992万kl
1,653万kl
1,910万kl
3,946万kl
ルギー総供給比）
(1.7%)
(2.7%)
(3%程度)
(10%程度)
上記発電分野及び熱分野の各内訳は、目標達成に当たっての目安である。
＊１ 輸送用燃料におけるバイオマス由来燃（50万kl）を含む。
＊２ 未利用エネルギーには雪氷冷熱を含む。
＊３ 黒液・廃材等の導入量は、エネルギーモデルにおける紙パの生産水準
に依存するため、モデルで内生的に試算する。
2002年度
（実績）

（出典：2030年のエネルギー需給展望，総合資源エネルギー調査会，平成17年３月，総合資源エネルギー調査会新エ
ネルギー部会（資料２）平成18年１月他より作成）

に増加する。なお，同目標値は，温室効果ガス

ではないが，海外特にアジア諸国での利活用を

約760万CO2トンに相当し(5)，これは６％削減約

視野に入れた研究開発，現地での利活用を推進

束達成上必要とされるCO2 削減量に対しても相

する技術協力，ＣＤＭ（クリーン開発メカニズ

当な影響をしめる大きな値である。

ム）などの技術移転とうの海外展開も検討され

②

ている。

バイオマス輸送用燃料の導入
現状の輸送用利用ほぼゼロに近いが，これを

③

未利用バイオマス（林地残材，農作物非食

2010年目標として50万kl（石油換算）とする案

用部）の利用の促進

である。なお，これは，バイオマス燃料３％混

現在未利用バイオマスの利用率は約20％であ

合ガソリンとしては，約2,000万klに相当し，

るが，これを2010年に同利用率25％を目指すも

現在のガソリン消費量の約1／3にも相当する大

のである。この中には，現在ほとんど利用され

きな量である。なお，新エネルギー導入目標の

ていない林地残材を10％利用することが期待さ

集計上は，本バイオマス輸送用燃料（50万kl）

れている。なお，その取組に際しては，農作物

は，上記の熱利用（308万kl）の中に含まれて

非食用部，林地残材等に対する「未利用バイオ

取扱われている。その取組に際しては，海外か

マス等の利活用モデル」の活用，地域のコーデ

らのバイオマス導入と国産バイオマスの利用の

ィネートができる人材育成，バイオマスによる

２面からの展開が期待されている。例えば，わ

電力の需要創出，低コスト・効率的なバイオマ

が国石油業界のようにメタノールをＥＴＢＥ

ス熱利用システム（上項とも関連）の導入，他

（エチルターシャリーブチルエーテル）の形で

の製品と識別するバイオマスマークの導入等が

2010年21万klの導入を発表し，その実現に向け

挙げられている。

て歩み始めた業界もある。その入手先としては，

④

バイオマスタウン取組の加速(6)

ブラジルが候補に挙げられている。それととも

バイオマスタウンは，2006年３月現在44地区

に，国内ではバイオマスエタノールの実証試験

あるが，これを2010年に300地区にまで増加す

等による実用化準備があげられる。一方，輸入

る。なお，バイオマスタウン構想とは，先にも

－ 6 －

若干触れたが，改めてここでその概要を紹介す

けて，関係省庁はそれぞれの政策とも関連しバ

る。まず市町村がバイオマス利活用構想書を作

イオマスエネルギー利用政策を推し進めてきて

成して，所定所轄官庁に提出し，バイオマス・

いる。最近の関連省庁の助成金のテーマと金額

ニッポン総合戦略推進会議において検討されて，

も，同戦略を反映したものとなっている。なお，

所定基準に照らして合格していると判断されて

各省庁が推進するバイオマス関連テーマのうち

はじめて「バイオマスタウン」として認められ，

主要テーマを表2－2に示す (11) 。また，地方自

公表されるものである。公表基準の例としては，

治体，あるいは地方局としても，バイオマス利

例えば廃棄物系バイオマスの90％以上，または

活用連絡推進会開催，シンポジウム開催，地域

未利用系バイオマスの40％以上の利用に向けた

取り組みの紹介等に見られるように積極的な取

総合的な利活用を可能とすること等が必要とさ

り組みが行われてきている。

れる。
2.3
2.2

各省庁の取り組み(11)

経済産業省は，地球温暖化対策とエネルギー

上記「バイオマス・ニッポン総合戦略」を受
表2－2

経済産業省の取組

対策の両方の視点から「新エネルギー」の中で，

バイオマスエネルギーに関する各省庁の主要取組

バイオマスの環づくり交付金（バイオマスタウン）
バイオマスタウン形成促進支援調査事業
バイオマスの地域循環利用システム化技術等革新的な研究・技術開発の促進
バイオマス利活用の活性化に向けた取り組みへの支援（総合支援）
バイオマスプラスチックの利用促進（技術開発・需要喚起・技術実証施設整備）
農水省 農林漁業金融公庫資金の貸付条件の改定
山村力（やまぢから）の誘発による強い山村づくり
木質ペレット利用推進対策、木質バイオマス利用推進緊急総合対策事業
革新的な研究・技術開発の推進（地域循環利用のシステム化技術、エネルギー生産
技術など）
広域連携等バイオマス利活用推進事業
間伐等推進3ヵ年対策（団地化、路網整備、高性能林業機械導入など）
バイオマス由来燃料導入調査研究委託費（ETBEの安全性調査研究やバイオマス由
来燃料の製造における熱利用の実証等）
バイオマスエネルギー高効率転換技術開発
バイオプロセス実用化開発プロジェクト
経産省

植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術開発
バイオマス等未活用エネルギー実証試験
バイオマスエネルギー地域システム化実験事業
新エネルギー事業者支援事業
地域創発型新エネルギー人材支援事業
下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェクト（LOTUS Project)

国交省
先導的高度バイオマス資源利用支援調査
再生可能エネルギー高度導入地域整備事業
環境省

環境と経済の好循環のまちモデル事業／生ゴミリサイクル施設整備事業／産業廃
棄物処理施設モデル的整備事業／廃棄物処理施設における温暖化対策補助事業

（出典：バイオマス白書サイト版2006，ＮＰＯ法人バイオマス産業社会ネットワーク）

－ 7 －

とりわけ「バイオマスエネルギー」の利用拡大

流から，排ガス・残渣などの後処理まで考えた

を重要視し，同省資源エネルギー庁まとめによ

場合，どちらかといえばエネルギー利用効率に

る「新エネルギー産業ビジョン」策定（平成16

関係する「エネルギー変換部分」の技術開発が

年７月）あるいは総合資源エネルギー調査会需

重視された形となっており，その技術開発の区

給部会の議論あるいは取纏め（平成17年３月）

分も「技術開発」分野と「普及」分野に大別の

(4)

上推進されている。全体の概要を，図2－2に示

などをとおして，同バイオマスエネルギーの

重要性を発表している。それらの結果と同省指

す。

導によりＮＥＤＯにて取りまとめられた「バイ

そのうち代表的なものが，「バイオマスエネ

オマスエネルギーロードマップ」（後述，第３，

ルギー高効率転換技術開発事業」（平成13年度

４章）等の結果も反映し，上述の改訂版「バイ

～17年度），「バイオマス等未活用エネルギー

オマス・ニッポン総合戦略」策定の目玉でもあ

実証事業・同事業調査」（平成13年度～17年

る「バイオマス熱利用」と「バイオマス輸送用

度），「バイオマスエネルギー地域システム化

燃料」の導入目標量策定に反映されたと考えら

実験事業」（平成17年度～21年度）および「地

れる

(4)(11) (12)(13)

。

域バイオマス熱利用フィールドテスト事業」

ここでは，上記ＮＥＤＯの関係プロジェクト

（平成18年度～21年度）である。

の位置付け，構成のみを紹介し，それぞれの内
容はおって説明する。

ジェクトを補完する形で要素技術開発（例，

ＮＥＤＯのバイオマス関連プロジェクトは，
バイオマス利用システムをバイオマス採取の上

図2－2

さらに基礎的・長期的な視点から，上記プロ
「バイオマスエネルギー転換要素技術開発」）
および先導研究なども平行的に実施されている。

ＮＥＤＯによるバイオマスエネルギー導入拡大のシナリオ
（出典：ＮＥＤＯより提供）
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３ バイオマスエネルギーロードマップ
（その１－エネルギー変換技術）(12)(13)

体で約40システムとなり，各システムともメー
カの特徴と提案根拠を持ったものであるが，本
研究では今後の全体的普及促進に資することを

3.1

概

要

狙って技術開発の「重点化」と「一般化」を試

バイオマスの導入普及の鍵を握るのは，バイ

みた。具体例としては，2010年実用化予定シス

オマスの「収集・運搬部」と「エネルギー変換

テムでは，各システムに対し，５つの評価項目

技術部」の２分野であるといわれる。ここでは，

（「エネルギー効率」「環境特性」「経済性」

先ず「エネルギー変換技術部」を対象とし，そ

「実現性」「新規性」）と配点基準から，５段

の「ロードマップ」作成を目的として行われた

階の評価・位置づけを行い，上記調査研究の委

調査研究の概要を紹介する。平成16年度に経済

員会メンバーを中心として評価を行った。その

産業省（新エネルギー対策課）の指導の下，Ｎ

一例として木質系の場合を図3－1に示す (12) 。

ＥＤＯプロジェクトとして，「バイオマスエネ

同図に示されるように，横軸は技術的な価値

ルギーテクノロジー・ロードマップ策定に関す

（新規性，効率等），縦軸は実用的な価値（実

る調査」研究が，(財)エネルギー総合工学研究

現性，経済性）で，整理しているので，技術開

所を事務局として行われた。その狙いは同技術

発を考える場合は，横軸で右の方に位置するも

の現状と問題を整理し，将来の方向性を見極め，

の，普及の加速化を図る場合は，縦軸で上のほ

それに向けての戦略的展開を図ることが重要で

うに位置するものを選ぶ等の「重点化」の方向

あるとの認識からロードマップを作成するもの

性が読み取れる。

で，実施に際しては国内の関連メーカ（約20
社）が実施あるいは検討中のバイオマスエネル
ギー転換技術を，「バイオマス種」，「関連技
術（エネルギー転換技術，前処理，後処理
他）」，さらに時間軸（現状，2010年，2020
年）も加味して，整理・評価した。その報告書
は，ＮＥＤＯのホームページ (12)(13) を参照いた
だくとして，ここではその主要成果の一部を紹
介する。
3.2

検討条件
図3－1

主要な検討条件を下記に記す。
①

バイオマス；「木質」「食品」「畜糞」

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギーテクノロジー・

「下水汚泥」の４種類
②

バイオマスロードマップ重点化の例

ロードマップ策定に関する調査」報告書，平成16

変換技術；「熱化学」「生物化学」「その

年６月）

他」の３技術
③

エネルギー形態；「電気・熱」「気体燃

3.4

料」「液体燃料」「固体燃料他」の４形態
④

ロードマップ技術集約図

一方，システム構成技術を一般化するために

時間軸；「2010年」「2020年」の２時間軸

上記のメーカ提案の各システムを構成技術ごと
に細分化し，再構築を図った。具体的には「前

3.3

特性ロードマップ（システムの重点化）

処理」，「エネルギー変換部」，「後処理」，

メーカ（約20社）が提供したシステムは，全

「周辺」等一連の流れに沿って構成・要素技術

－ 9 －

を摘出し，現状，将来（2010年，2020年）の時

って，一つのシステムとして，その構成・要素

間軸も考慮して整理したものである。

技術の内容とともに，その技術開発程度（現状

同図により，エネルギー変換に関連する主要
な構成・要素技術がその位置付けとともに整理

技術，将来技術）を同時に示したものとなって
いる。
図3－2にその一例を示す(12)。

された。また，各個別技術を線で引くことによ

図3－2

バイオマスロードマップ技術集約図例

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギーテクノロジー・ロードマップ策定に関する調査」報告書，平成16年６月）

3.5

各バイオマス種の技術的取り組み概要

る。

上記の検討を通じ得られた検討結果として，

ガス化システムについては，小規模では，固

技術面から見た各バイオマス種毎の重点的取り

定床ガス化とガスエンジンで既に実用化されて

組みおよび技術開発の方向性を次に紹介する。

いるといえるが，規模が大きいものは，開発段
階にあり，2010年頃の商用化を目指している。

(1) 木質バイオマス

その際の電力変換としては，ガスエンジン発電，

直接燃焼システムの場合は，小規模，中規模

ガスタービン発電等の選択肢が多く，また長期

とも技術的には確立されているといえる。小・

的には燃料電池発電適用も期待される。その他

中規模では，一般に固定床，流動床燃焼技術が

の将来技術として，バイオマスから高温ガス化

採用される。大規模では，火力発電混焼方式が

と触媒反応の組み合わせで高効率にメタノール

実証試験等で検討されており他方式と比較して

を製造する方法等も挙げられている。

高効率変換が可能との特徴がうたわれているが，
ボイラ炉内，その他設備への長期的影響確認を

(2) 食品廃棄物・農産廃棄物

含めた技術確立とともに混焼率の向上が望まれ
－ 10 －

食品廃棄物や農産廃棄物系バイオマスにはメ

タン発酵が適している。食品廃棄物のメタン醗

ら，今後は個々の畜産農家ごとの小規模システ

酵では，微生物の固定化や膜分離により醗酵槽

ムに関する技術開発が期待される。

を小型化し，効率化を図る開発が進められてい

エネルギー変換技術については，食品・農産

る。さらに，従来の湿式メタン醗酵に加え，低

バイオマスと同様メタン発酵システムが主とな

含水率（80％程度）で発酵反応を達成する乾式

り，既に実証試験段階のものが多い。課題とし

メタン醗酵あるいは高効率発酵技術（例，水素

ては発酵残渣の消化液の処理が挙げられる。

－メタン発酵）等が提案されている。一方，食

畜産廃棄物処理は，民間ベースで行われるこ

品加工工場（例，コーヒー滓，果汁抽出滓）の

とが多く，経済性が重要視される。そのため，

ような大規模容量の適用に対しては，従来型の

シンプルなシステム構成の研究開発が望まれる。

メタン発酵の後にガス化改質技術を適用し，生
成ガスの品質を高め，利用の多様化を期待する

3.6

エネルギー変換技術取り纏め

技術開発が提案されている。また，生ごみのよ

以上の検討結果を集約したバイオマス･エネ

うに小規模分散型バイオマスの場合は，小規模

ルギーロードマップ（エネルギー変換技術部）

メタン発酵技術の開発が期待される。

の纏めを図3－3に示す (12) 。縦方向にバイオマ
ス種，横方向に時間軸を取ったもので，各バイ
オマス種ごとに，どのような技術（システム）

(3) 畜産廃棄物・その他バイオマス
畜産廃棄物は，衛生上の観点から複数の畜産
農家からの収集を前提とした大規模処理技術か

図3－3

が考えられるかを本研究を集成した形で可視的
に取りまとめたものである。

バイオマス･エネルギーロードマップ（エネルギー変換技術部）の纏め

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギーテクノロジー・ロードマップ策定に関する調査」報告書，平成16年６月）
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４

バイオマスエネルギー・ロードマップ
（その２－トータルシステム）(13)

②

対象分野；「収集・運搬」「エネルギー変
換」「後処理」の３分野

③
4.1

概

要

エネルギー形態；「電気・熱」「気体燃
料」「液体燃料」「固体燃料他」の４形態

前章にて「エネルギー変換技術」を対象とし

④

て，同変換技術システムの重点化の考え，さら

時間軸；「2010年」「2020年」「2030年」
の３時間軸

に各構成技術の摘出と再配列による技術開発の
方向性を示したロードマップ（技術集約図等）

4.3

実施要領

を紹介した。しかし，今後の更なる普及促進の

本研究ではトータルシステムを推進するため

ためには，「エネルギー変換」部分のみでは不

の問題点，重点的取り組みの方向性を探るため，

完全であり，いわゆる上流のバイオマスの「収

主にユーザ側（自治体，組合，または潜在ユー

集・運搬」から，「エネルギー変換」を経て，

ザ）の考えをアンケート，ヒアリング等を通し

下流の「最終処分」までのトータルシステムと

て取得した。その結果を，調査事例（84件）シ

してのロードマップ作成の検討が必要であるこ

ートに集約し，同シートを基に事業構想・運営

とが指摘された。その概念を図4－1に示す (13) 。

面，課題，期待する施策等の事業スキーム関係

なお，本調査も前章と同様，ＮＥＤＯ委託に

と採算性を含む事業性向上面からの整理を先行

て財団法人エネルギー総合工学研究所が取り纏

事例調査として行った。さらにその検討を通し

めを行って2004年度に実施したものである。以

て代表的なトータルシステムとして15事例を摘

下，同調査の概要を紹介する。

出し，またそれに対する経済的な可能性につき
検討した。それと平行して，（前調査ではエネ

4.2

検討条件

ルギー変換技術を調査したので），前処理技術

主要な検討条件を下記に記す。
①

の検討，資源量の調査，および長期的な先導研

バイオマス；「木質」「食品」「畜糞」の
３種類

究テーマの摘出も行った。以下その中から一部
を紹介する。

バイオマスエネルギー技術の導入・普及には、需要家（ユーザー）のニーズに牽
引されたシステムであることが必要。
《主要ユーザー（森林組合、農業協同組合、自治体、企業等）からのニーズ》
・エネルギー変換技術を事業化の観点から成立性を見極めたい
・各々の地域特性に適合したバイオマス技術が何かを知りたい
前処理、後処理、エネルギー変換技術のロードマップ（前回調査)
（必要により前回調査結果を見直し）
エネルギー利用技術の調査
（電力変換技術、燃料利用技術
最終残さの処理方法）

バイオマス種に適合した
収集・運搬システムの調査

収集運搬からエネルギー変換・利用に至る
トータルシステムについて最適化を探求

バイオマスエネルギー導入システムの「モデル」を定義すると共に、
モデルとなりうるための条件を明確化

図4－1

バイオマスエネルギーロードマップ
（トータルシステム）概念図

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入システムおよびロードマップ等に関する調査」報告書，平成17年８月）
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事業性向上のポイント

木質バイオマス

収集・運搬

エネルギー変
換

体制整備

技術関連

・収集運搬シ
ステム確立

・高性能技術開発

事業のスキーム･運営など
事業のス
キーム・運
営

利用・残渣

・住民協力

経済性確保

体制整備

・メンテナンスコ
スト低減
・売電による収益
向上

・共同事業者
の編成
・収集運搬シ
ステム

経済性確保

環境

・建設費低減

・副製品の処理・
有効利用

経済性確保

事業主体・需要家
への助成

・収支バランス

・バイオ活用業態への
補助

体制整備

規制緩和

・バイオマスの安
定確保

・廃掃法の改訂

・技術の確立

体制整備

技術関連

経済性確保

・収集運搬シ
ステム確立

・技術の確立

･熱利用先の確
保

経済性確保

･建設費低減

環

境

・副生品の処
理
・廃棄物処理

技術関係

規制緩和

・技術の確立

・廃掃法改訂

安全・安定運転

・副製品の処理・
有効利用

食品廃棄物

体制整備

経済性確保

経済性確保

・収集運搬シ
ステム確立

・資金計画・収支見
通し

・メンテナンスコ
スト低減
･熱利用先の確
保

・企画・技術能力＆スタッフ

経済性

図4－2

経済性確保

経済性確保

事業主体・需要家
への助成

・建設費低減

・建設費低減

・バイオ活用業態への
補助

環

環境

・技術関連

・RPS

･利用率の向
上

環境

･建設費低減

期待する施策・政
策

技術関係

・メンテナンスコスト
低減

畜産廃棄物

課 題

境

・副生品の処理

トータルシステム先行事例調査のまとめ

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入システムおよびロードマップ等に関する調査」報告書，平成17年８月）

4.4

先行事例調査

②2010年には導入普及及び拡大が期待出来る

先行事例調査では，集めたデータから「事業

システムであること

性の向上のポイント（各部の取り組み方向）」

③変換・利用技術は，熱利用を含め，高効率

と「事業のスキーム・運営のポイント（全体的

化を目指すもので，容易に技術の陳腐化を

取組み方向）」として整理した。図4－2にその

来さない新規性を持つこと

(13)

。「事

④実験事業が事例となり，各地で類似の事業

業のスキーム・運営のポイント」から例を挙げ

が期待されること，また，事業規模は市町

ると，同図に見られるように，バイオマスの種

村（複数可）レベルで運営できること

整理した結果をフロー図として示す

類によって重点事項，課題が異なること，同時

⑤従来事例の単なるコピーでなく，事業性向

にほとんどに共通する課題（例，経済性）など

上，運営等に新たな工夫がなされること
表4－1に15事例の概要を示す(13)。

も読み取ることができる。
4.5

4.6

トータルシステム調査（15事例摘出）

事業性のケーススタディー

エネルギー収集からエネルギー利用までを一

上述15事例の中から，さらに代表的なシステ

貫し，また現実的で効率的と考えられるバイオ

ムを数例摘出し経済性の試算を行った。その主

マスエネルギー導入システムの事例（トータル

要因子を変化させた感度分析も行った。ケース

システムモデル）として，以下の５条件に照ら

スタディー例として木質バイオマス直接燃焼の

して摘出した15事例を検討した。

場合に行った検討例を図4－3に，また感度分析

①地域に密着した上流から下流迄の一環シス
テムであること

の例を図4－4に示した (13) 。感度は，経済性試
算を行った基本条件が収支の改善する方向へ変

－ 13 －

化した場合の年間収支を設備規模１ｔ/日あた

表し各トータルシステムモデルの特徴を示した

りに割りあてた値として，レーダーチャートに

ものである。

表4－1

トータルシステムモデル事例とケーススタディー実施項目
整理
番号

バイオマス種

主プロセス

トータルシステムフロー

システムケース
スタディー
（○：実施ケース）
経済性評価

ペレット化
ＴＭ－１
直接燃焼
森林系：
間伐材
林地残材
土場残材
製材廃材

直接燃焼

チップ化
ＴＭ－２ 直接燃焼
熱供給
チップ化
ＴＭ－３ 直接燃焼
電熱供給
ＴＭ－４

木

質
ガス化
建廃系
森林系等

エタノール
発酵
稲藁/木質
直接燃焼
（鶏糞）

ＴＭ－９

廃食油

ＢＤＦ化
（廃食油）

エステル化
ＴＭ－10 ＢＤＦ燃料
ＤＥ発電・熱

加工排水
魚廃・汚泥
下水汚泥
食品廃棄物
畜糞

ＴＭ－11

○小規模

木質－チップ化－直接燃焼－熱・電供給

○大規模

木質－複合エネルギー化（ペレット、ガス化、微粉炭混焼
－灰（肥料／セメント）
木質－加水分解－エタノール発酵－Ｅ３燃料－リグニン
○
（熱源利用）
稲藁／木廃－硫酸糖化－エタノール発酵－Ｅ３燃料－リグ
上記と類似
ニン（スチーム等熱源利用）

直接燃焼
ＳＴ発電・熱

鶏糞－直接燃焼－ＳＴ発電・熱－灰（肥料）
廃食油－エステル化－ＢＤＦ－ディーゼル車、ＤＥ発電・
○
熱－グリセリン（熱源）

メタン発酵
ＧＥ発電・熱

メタン発酵
ＧＥ発電・熱

木質（小規模）－チップ化－直接燃焼－小規模熱供給

木質（建廃系）－ガス化－メタノール合成・ＧＥ発電・熱
○
－灰（セメント）

牛糞・豚糞・食廃－メタン発酵－ＧＥ発電・熱－堆肥・液 ○小規模
肥
○大規模

乾式メタン発酵
ＴＭ－12 自動車燃料
ＧＥ発電・熱
乾式メタン発酵
ＴＭ－13 ＧＥ発電・熱
（焼却設備との複合システム化）
ＵＳＡＢ発酵
ＴＭ－14 ＧＥ発電・熱
小型水力
ＴＭ－15

○

木質（森林系）－ガス化－ＧＥ発電・熱（ＧＴ発電・熱）
○
－灰（肥料）

ガス化
ＴＭ－５ メタノール
電熱供給
ペレット化
ＴＭ－６ ガス化
微粉炭混焼
加水分解
ＴＭ－７ エタノール発酵
Ｅ３燃料
エタノール発酵
ＴＭ－８ エタノール
Ｅ３燃料

プロイラー
採卵鶏糞

牛糞・豚糞
食廃・畜糞 事業系食廃
食品加工廃
食廃、農廃、
魚廃、畜糞、
古紙（離島向）
生ゴミ（一廃・
メタン発酵
食廃）
廃棄古紙

排水・汚泥

ガス化
電熱供給

木質－ペレット化－熱利用（ボイラ・ストーブ）

有機性廃棄物複合－乾式メタン発酵－炭化処理－ガス燃料
○
（自動車）－肥料・敷き料
食廃・厨芥＊＋古紙－乾式メタン発酵－ＧＥコジェネ（電
○
力・熱）－乾燥・造粒／炭化（ケース選択）
（＊：厨芥類は生分解性プラスチック袋収集）
水産排水・汚泥－メタン発酵－ＧＥ発電・熱（小型水力併
用）－堆肥
汚泥・蓄糞・食廃－メタン発酵－ＧＥ発電・熱－堆肥・液
肥

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入システムおよびロードマップ等に関する調査」報告書，平成17年８月）

木質バイオマス 大規模直接燃焼システム（ケーススタディ）
設備規模当たりの年間収支 （(千円/年）／(t/d)）

2,000
1,000
0
-1,000

324
288
252
216
180
145
72
36
18
（設備規模 （設備規模 （設備規模 （設備規模 （設備規模 （設備規模 （設備規模 （設備規模 （設備規模
450t/d）
400t/d）
350t/d）
300t/d）
250t/d）
200t/d）
100t/d）
50t/d）
25t/d）

-2,000
-3,000

燃料販売 （千円/年)／(t/d）
年間廃棄物処理収入 （千円/年)／(t/d）
堆肥販売 （千円/年)／(t/d）
売熱 （千円/年)／(t/d）
売電 （千円/年)／(t/d）
人件費 （千円/年)／(t/d）
バイオマス収集コスト （千円/年)／(t/d）
ランニングコスト（諸費、用地費等含） （千円/年)／(t/d）
減価償却費 （千円/年)／(t/d）
設備規模当たり収支（製材廃材１００％） （千円/年)／(t/d）
設備規模当たり収支（製材廃材５０％混合） （千円/年)／(t/d）
設備規模当たり収支（土場残材１００％） （千円/年)／(t/d）

-4,000
-5,000

設備規模(t/d)
ベース条件
・補助率
５０％
・逆有償 ２０００円／ｔ
・売電 ８円／ｋＷｈ
・売熱単価 ０．５円／ｋｇ
・土場残材５０％＋製材廃材５０％混合

図4－3

木質バイオマス

大規模直接燃焼時のケーススタディ例

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入システムおよびロードマップ等に関する調査」報告書，平成17年８月）
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５

ＴＭ－３
設備規模 225t/d

ここでは，実際のバイオマスの導入普及状況

規模
(225t/d→450t/d)
燃料販売
(基本条件の
２倍の収入）
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
(基本条件の
1/2倍の費用）

1000

を，その特徴，課題，あるいは典型的適用事例

補助率
(50%→100%)

800
600
400
200
0

等につきバイオマス種毎にその概要を紹介する。

逆有償
(2000円/ｔ→4000円/ｔ)

人件費
(基本条件の
1/2倍の費用）

売熱収入
(0.5円/kg→1.0円/kg)

木質バイオマス

として2005年３月時点の実績をベースとしてい

5.1

木質系バイオマス

木質系バイオマスは，間伐材や林地残材，木

(千円/年)／(t/d)
設備規模１t/dあたりの年間収入変化

図4－4

なお，以下の事例は最近の表現であっても原則
る。

製材廃材利用
(50%→100%)

売電収入
(8円/kWh→16円/kWh)

バイオマスの導入事例(7)(8)

くずや建築廃材等が挙げられる。

大規模直接燃焼時の

感度分析例

導入状況は，「熱利用」と「発電利用」に大
別して，それぞれの概要を紹介する。

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー導入システ
ムおよびロードマップ等に関する調査」報告

(1) 「熱利用」－木質・直接燃焼・熱利用
「熱利用」の場合，バイオマス処理規模でみ

書，平成17年８月）

ると大体150ｔ/日以下で，30ｔ/日以下が最も
バイオマスエネルギーの利用について経済性

多く，次いで70ｔ/日前後に集中している。中

を検討した結果，導入普及に関して普遍的な回

には，150ｔ/日の規模もあるが，廃プラスチッ

答というものはなく，各システムに応じた回答

クの混焼の場合と特殊である。一般に運営組織

を探す必要があることが改めて示された。また，

は，自治体（町営）あるいは組合，それに企業

経済性の課題を解決する手段として「技術開

（木材会社，製紙会社，産業廃棄物会社）等多

発」，「資金調達」，「顧客開拓および市場の

様である。木質バイオマスの種類は，製材廃材

整備」に加えて，導入・普及を軌道に乗せるた

等が中心であるが，中には一般廃棄物，廃プラ

めには，当面政府・関係機関より何らかの支援

スチック等の産業廃棄物との混合利用の場合も

が必要であることも指摘されている。

見られる。技術的には，直接燃焼（例，ストー
カ）とボイラの組み合わせで，発生した熱（蒸

4.7

トータルシステムの技術集約図

気）は乾燥などの工場内利用が多い。最近の当

前段のロードマップで作成された技術集約図

該技術の導入事例は，ＮＥＤＯ調査(8)によれば

（図3－2）は，エネルギー変換技術を対象とし

＊

たものであったが，本研究においてはトータル

全国で約70施設ある。2002年時点では約25施設

システムとしての前処理部，後処理部の追加，

であったので，かなり顕著な増加傾向を示して

さらに2020年以降の長期的視点に立った先導研

いる。

究に関する要素技術を摘出し，前段の技術集約

（＊同調査事例は，第１章にも述べたようにＮ

図を拡大した形の技術集約図に展開した。ここ

ＥＤＯ調査では「入手可能な情報に基づいて作

では紙面の都合上その内容は割愛するが，詳細

成されており，網羅的な把握はできてない。」

はＮＥＤＯ報告書(13)参照されたい。

との注記もあり，絶対値としての導入量とは多

，第１章でも紹介したように（表1－1参照）

少異なる可能性もあるが，傾向を探る意味で採
用した。以下の場合も同様。）
－ 15 －

(2) 「発電利用」－木質・直接燃焼・発電利用
「発電利用」の場合，バイオマス処理規模で

現在数箇所で検討が進められているが，一部を
除きほとんど実証試験段階であると考えられる。

は，20～500ｔ/日である。大別すると100ｔ/日

本技術（木質・直接燃焼・発電利用）の最近

以上と100ｔ/日以下に２分化される傾向にある。

の実績は全国で約60施設であり，２年前（約20

規模として大きいのは，バイオマス処理量430

施設）からすると，これも著しく増加している

ｔ/日，発電出力110,000kW（四国丸住製紙）等

といえよう。本システム適用の一例を図5－1に

があるが，これはバークと化石燃料との混焼で

示す。

あり，木質系のみの現在の最大規模は，250ｔ/
日級（例，宮城県石巻250ｔ/日×4,500kW，秋

(3) 「発電利用」－木質・ガス化・発電利用

田県能代220ｔ/日×3,000kW）が挙げられる。

「発電利用」における小規模適用の方向性と

運営組織は，熱の場合に比べ町営は少なくな

して期待されているものである。バイオマス処

り組合組織，（廃棄物処理）事業団，製紙会社，

理規模では，ほとんど20ｔ/日以下（発電出力

セメント会社等企業の割合が多くなっている。

300kW以下）である。小規模において，ガス化

木質バイオマスの種類は，製材廃材に加え，建

が求められるのは，発電を目的とした場合，従

設廃材，間伐材，剪定枝，ペーパスラジ等利用

来方式での蒸気タービン方式では，（蒸気ター

可能なものを取り集めるという姿勢が見られ多

ビンの特性上）発電効率が非常に低くなり，ま

岐にわたる。技術的には，大半はストーカなど

た規模が小さくとも一連の設備が必要となるた

の直接燃焼とボイラとの組み合わせが多い。大

め経済性が低下する。その点，ガス化すること

規模となると微粉炭ボイラへの混焼適用がある。

によって蒸気タービンを使わず直接にガスエン

ただし，微粉炭混焼は，表5－1に示すように，

ジンあるいは燃料電池を使うことで効率低下を

表5－1
事業者／設備名称

バイオマス種

大型火力発電所バイオマス利用事例
進捗状況

発電規模

バイオマス混焼率
バイオマス電力利用先
（重量比）

四国電力
西条発電所１号機 製材所発生木材
西条発電所２号機 製材所発生木材

実証運転2003隼5月～
実証運転2003年9月～

１5万kW
25万kW

北陸電力
敦賀火力発電所
製材廃材チップ
実証運転2004年5月～ 70万kW
２号機
中国電力
下関発電所１号機 製材廃材、林地残材 実証運転2004年12月～ I7，5万kW

３％
３％

RPS電力
RPS電力

３％

RPS電力

３％

RPS電力
中国電カヘ卸電力供給

宇部興産
UBEパワーセン
建築廃材、廃木材
ター発電所

実証運転2002年度

21.6万kW

20－25％

（19.5万kW相当）

（出典：西山明雄，バイオマス発電装置の現状について，木質エネルギー，2005年夏号）

図5－1（1／2）

能代森林資源利用協同組合バイオマス利用スキーム
（出典：能代市ＨＰ）
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図5－1（2／2）

能代森林資源利用協同組合－能代バイオマス発電所
（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）

防ぎ，また設備も限定したものとなり経済性に

年と2005年時点で対比すると，13台から21台と

おいても成立する可能性をもっているためであ

増加し，またペレット利用施設もそれと同様増

る。本技術の最近の実績は全国で約15施設であ

加してきている。

り，２年前（約３施設）からすると，増加割合

処理規模的には，ペレット・製造の場合は，

は多いものの，そのうち約10件は実証試験機あ

ほとんど10ｔ/日以下であり（例，３ｔ/日程

るいは試験設備であり，わが国での本格採用は

度）と小規模であり，ペレット利用となるとさ

これからと考える。本システム適用の一例を図

らに小規模となる。現在の利用先は，自治体の

5－2に示す。

施設における暖房，給湯などが多く，未だ一般
家庭用としての普及にはいたってないものの，

(4) 「熱利用」－木質ペレット・製造・利用

石油の高騰化現象が続き，再生可能エネルギー

近年かなり増加が顕著になってきているもの
である。

への一般の認識が高まった場合の進展が期待さ
れる。

例えば，木質ペレット・製造の例では，2002

図5－2

中外炉工業株式会社－森林バイオマスのガス化発電システム
（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）
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5.2

畜産系バイオマス

はガスエンジン，マイクロガスタービン，ある

1999年に「家畜排泄物の管理の適正化及び利

いは燃料電池（溶融炭酸塩型他）と多様である

用の促進に関する法律」（家畜汚泥処理法）

が，ガスエンジンが最も多い。規模が増大する

（完全実施は，2002年）が施行され，排泄物の

につれ，発電とともに発酵層加温，温水利用等

適正処理が義務付けられるようになったことお

の熱利用の程度も進む。本技術上の環境面の最

よび地域環境対策の観点からも，その適用が積

大の問題が，発酵層の残渣である消化液の利用

極的に進められているものである。畜産系バイ

であり，現在のところ液肥として農地に還元し

オマスには，畜種によりその排せつ物（糞尿）

ている例が最も多い。本システムの適用事例は，

の性状が異なるので，それに対応した処理方法

全国では約35施設で，その増加傾向は明確では

が選ばれる。一般に，牛と豚の場合は，含水率

ないが，全国的普及率は未だ少ないようである。

が高いのでメタン発酵が，鶏の場合は，含水率

本技術において，小規模であるが全額自己負担

が低いので直接燃焼が適している。エネルギー

で事業を継続している事例（注）を図5－3に示す。

利用先としては，畜産廃棄物は工場内（畜舎

（注，町村農場の事例；設備規模14ｍ3/日，発

内）動力あるいは発酵層加温等の熱利用が多い。

電出力65kW（メタン発酵ガスとデュアルエンジ

以下，主要な畜産系バイオマスの種別と技術ご

ン）は一部売電，建設費1.3億円）

との導入の概要を示す。
(2) 畜産・メタン発酵・熱利用
これも，上項同様，乳牛，豚の糞尿など水分

(1) 畜産・メタン発酵・発電利用

が多い場合に適用されるものであるが，発電の

この対象としては，乳牛等の糞尿など水分が
多く，そのままではカロリーは低いこともあり

需要より熱の需要が圧倒的に多い場合（例えば，

メタン発酵での処理が適している。施設規模は

北海道の寒冷地）に，熱利用に絞ったほうが経

10ｔ/日以下が大部分であるが，最大規模とし

済性でも優れているとして採用されている。熱

ては100ｔ/日級もある。小規模（例，５ｔ/日

の利用は，発酵層の加温とともに施設内暖房，

程度×30kW）でも発電を行なっている例が見ら

中にはロードヒーティング等寒冷地特有の熱の

れるが，その場合，一般に発生ガス単独では燃

利用がなされている場合もある。本システムの

焼性，安定性等に問題あり，デュアルフエル

事例は，全国28事例が把握されているが，北海

（灯油などとの併用）が多い。発電装置として

道が24例で８割以上を占めている。処理規模と

ガス発電機 ６５Ｋｗ

育成・乾乳牛舎
機械室
汲上げポンプ ３.７Ｋｗ
攪拌機 ７.５Ｋｗ
攪拌機 ７.５Ｋｗ

搾乳牛舎

スラジ搬出ポンプ ５.５Ｋｗ
２.２Ｋｗ

流入槽
１４ｍ3

水中攪拌機 ７.５Ｋｗ

ガス配管
φ１５０
ガスドーム

ガスドーム

ガスホルダー

攪拌機

水中攪拌機 ７.５Ｋｗ

一次発酵槽
２６０ｍ3

二次発酵槽
貯留槽
８００ｍ3 温水パイプφ２５ ８００ｍ3

水中攪拌機 ７.５Ｋｗ

水中攪拌機 ７.５Ｋｗ

既設コンクリート貯留槽

既設コンクリート貯留槽
圃場

図5－3

町村農場バイオガスプラント

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）
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しては，10ｔ/日以下と10ｔ/日以上がほぼ半数

物はそれぞれ，自家消費の余剰分は，管内の電

となっているが，大きい規模では100ｔ/日を超

力会社，工場，および肥料とし販売してい

える大規模施設（３件）もある。最大は，220

る。）

ｍ3/日（日本スワン，網走市）である。施設建
設の動向は発電同様明確でない上，絶対的な適

5.3

用数は発電より少なく，更なる普及導入が望ま
れる。

食品廃棄物系バイオマス

食品廃棄物系としては，食品加工工程などか
ら発生する固形分を主体とした「食品ごみ（食
品廃棄物）」，食品製造工程で発生する有機分

(3) 畜産・直接燃焼（鶏糞）の事例

を多く含む「食品排水」，さらに食品製造・加

鶏糞は，乳牛類の糞尿に比べて一般にその水

工工程で発生する「廃食油等」がある。また，

分は少なく発熱量も高いので，その利用は直接

その処理要領としては，食品廃棄物の場合は主

燃焼が有利となる。一般に，養鶏場（ブロイラ

に「メタン発酵」と「直接燃焼」，食品排水の

ー）単位での規模は小さく（10ｔ/日以下），

場合は「メタン発酵」，さらに廃食油の場合は

またエネルギー利用の事例も少ないが（10件以

「ＢＤＦ」（バイオディーゼル燃料）がある。

下），しかし近年，集約することによって規模

平成13年５月に「食品循環資源の再生利用等

を大きくし，発電と熱を有効利用（例，宮崎県，

の促進に関する法律（食品リサイクル法）」が

南国興産，312ｔ/日×1,960kW）あるいは発電

施行され，食品関連の発生抑制，再生利用等が

専用（例，宮崎県，みやざきバイオリサイクル

すすめられており，エネルギー利用もその中で

(株)，400ｔ/日×11,350kW）として実用機にて

促進されている。

適用する例もでてきたが，全国的な適用例は上
記と同じデータによれば６件と少ない。図5－4

(1) 食品（固形）・メタン発酵・熱／発電利用

に南国興産の事例を示す。

このケースは，固形分主体の食品廃棄物の

（注，同施設は，建設費の大半は外部補助（国

「メタン発酵」によるエネルギー利用に相当す

庫補助50％，県補助16％）であり，自己資金は

るもので，その処理規模は，最大規模としては，

34％で建設，鶏糞の収集には県内各地から有償

500ｔ/日があるが，大半は50ｔ/日以下，特に

にて集め，また発生電気と熱，さらに燃焼廃棄

10ｔ/日以下が多い。その施設あたり発電出力

図5－4

南国興産鶏糞ボイラー施設

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）
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規模はほとんどが400kW以下である。そのエネ

ようである。最近の実績は全国で約50施設であ

ルギー転換も発酵ガスを利用するガスエンジン，

り，２年前（約15施設）からすると，かなり増

あるいは燃料電池による発電が多い。なお，あ

加しているといえよう。

る事例では生ごみ，動植物性残渣と木屑の混合
利用のような場合（例，京都府カンポリサイク

(4) バイオディーゼル，バイオエタノール燃料

ルプラザ，50ｔ/日，600kW）もある。最大規模

等

（500ｔ/日）の場合，食品廃棄物としては，焼

バイオディーゼル燃料とは，廃食油等にメタ

酎粕を主体とした廃液であるが，その場合のメ

ノールを投入してバイオディーゼル燃料（ＢＤ

タン発酵後の発生ガスの利用としては，発酵残

Ｆ）を製造するもので，その処理量は，40～

渣を濃縮して乾燥飼料を作る際の加熱あるいは

600～11,000リッター/日と幅広く分布している。

施設内利用に利用される事例が報告されている。

その製造技術はほぼ確立されたものであるが，

最近の実績は全国で約50施設であり，２年前

最も重要な部分がその原料となる廃食油を如何

（約20施設）からすると，一応増加傾向を示し

にして大量に・継続的に集めるかがポイントと

ている。

される。しかし，近年自治体，業者，および住
民の認識の浸透により，かなり普及してきてい

(2) 食品（固形）・直接燃焼・発電利用

る。ＢＤＦの利用としては，ボイラ燃料，エン

固形分主体の食品廃棄物でも水分が比較的少

ジン燃料など，灯軽油の代替燃料として利用さ

ない場合（例，バガス（サトウキビかす））で

れる。また，製造時の副産物である，グリセリ

は，直接燃焼（流動床燃焼技術等）によるエネ

ンの処理が一つの課題であり，現在石鹸での利

ルギー利用が適してしている。処理規模は30～

用，堆肥化，燃料等の利用が試みられている。

2,100ｔ/日と非常に幅ひろい分布となっている。

なお，ＢＤＦ製造の最近の実績は全国で約80

規模が大きいのは，製糖工場（例，沖縄県球陽

施設であり，２年前（約30施設）からすると，

製糖，バガス処理規模2,100ｔ/日×1,430kW）

かなり増加してきているといえる。

である。なお，燃焼後の灰は，一般に肥料とし

ただし，このように最近本技術の適用が増加

て農地還元されている。ただし，最近の事例で

してきているが，その製造量は日本の廃食油を

は，全国で約20件とまだ少ない。

全量回収できたとしても，軽油の消費量の数日
間分しかないとの試算もあり，ＢＤＦの大量導

(3) 食品（排水）・メタン発酵・熱利用／発電
の事例

入には，海外からの導入を視野に入れる必要が
ある。総合的には，わが国の菜種油等国産のバ

食品排水の場合，その処理量は，40～11,000
ｍ3/日と幅広い実例となっている。特に，規模

イオマス由来油の栽培増加の可能性も含めた検
討が必要と考えられている。

が大きいのは，ビール工場等の大型食品施設で

一方，バイオマスからエタノールあるいはＥ

ある。エネルギー転換技術は，メタン発酵発生

ＴＢＥ（エチルターシャリーブチルエーテル）

ガス燃焼のボイラで蒸気を発生させて，蒸気タ

を製造し，ガソリンと混合してガソリン車に適

ービンで発電後その出口抽気または排気蒸気を

用する計画もある。そのバイオマス混合割合に

工場内プロセス蒸気として利用する例，または

応じて，Ｅ３（バイオマス３％），Ｅ10（同

蒸気のみを利用する例も見られる。このように，

10％），Ｅ80（同80％）等の混合形態がある。

本項のプロセスにおいてエネルギー回収は，工

石油業界が，2006年１月に発表したバイオマ

場での利用形態から蒸気等の熱回収は是非必要

ス導入計画，「2010年に原油換算21万klのＥＴ

であるが，発電は必ずしも必要とされていない

ＢＥ利用（エタノール換算では，36万kl）」の

－ 20 －

ベースも，このエタノールである。

長期的に安定した導入が可能かどうか不確実な

実際の導入に当たっては，海外特にブラジル

要素を含んでいる。

に頼らざるを得ないといわれるが，将来的には
ブラジルからのエタノール自体も，ブラジルの

図5－5にわが国におけるバイオエタノール混
合ガソリン実証の取組概要を示す。

生産量と同国内における需要の変化等もあり，

図5－5

わが国におけるバイオエタノール混合ガソリン実証の取組
（出典：農水省ＨＰ）
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６

バイオマスの技術開発動向(14)(15)(34)

「実証試験・調査」分野の代表的なものは，
次のテーマが挙げられる。

6.1

概

要

④「バイオマス等未活用エネルギー実証事

本章では，バイオマスの技術開発動向として，

業・同事業調査」（平成13年度～17年度）

ＮＥＤＯにおいて推進されてきているバイオマ
ス関連の技術開発から，特に電力と熱利用に関

上記のうち，②と③は，プロジェクトが始ま

する主要プロジェクトの概要を紹介する。第２

ったばかりか，これから始まるものであるので，

章でも述べたように，ＮＥＤＯの技術開発は，

本書では①と④を中心として，その中でも発電

バイオマス利用の中心となるエネルギー変換部

と熱利用に関し注目されると判断されるものか

分が対象であるが，それは同部分がバイオマス

ら，数例摘出し現在までの成果等の概要を述べ

の効率的な利用の最も核になる部分であり，ま

る。なお，②については，採択されたテーマ

たその技術開発は幅広く応用可能なこと，さら

（７テーマ）の担当と要点のみを紹介する。

に将来海外への適用にも資することになる等に
よるものと考えられる。その推進に際しては，

6.2

ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー高効率
転換技術開発事業」(14)

「技術開発」と「実証試験・調査」分野に大別

バイオマス導入・普及を妨げてきた主要因と

して推進されている。
「技術開発」分野の代表的なものとしては，

して，バイオマス資源の多種・多様性と広く・
浅く存在する分布特性にも起因した利用効率の

次のテーマが挙げられる。
①「バイオマスエネルギー高効率転換技術開

こで，本プロジェクトは，個々の地域特性や性

発事業」（平成13年度～17年度）
②「バイオマスエネルギー地域システム化実

状に基づく多種多様なバイオマス資源に対応し，
高効率エネルギー転換を可能とする技術の確立

験事業」（平成17年度～21年度）
③「地域バイオマス熱利用フィールドテスト
事業」（平成18年度～21年度）

低さとそれに伴う高コスト化が挙げられる。そ

を目指したものである。平成13年度の開始当初
は，９テーマであったが，その後３テーマ追加

石炭混燃
低温加圧流動層ガス化

中国電力、日立、他
ガスタービン燃焼

電気・熱

触媒低温流動層ガス化

川重、ＩＡＥ
出光、産総研

バ
油中改質＋パイロリティックガス化

ガスエンジン燃焼

電中研、ＩＨＩ、他

イ
流動層ガス化＋潜熱回収

重工、ガイシ、ＩＡＥ

オ
噴流床ガス化

マ
ス

メタノール

重工、中部電力、他

エタノール発酵

エタノール

日揮、関ペ、他

水素発酵

水素

鹿島、荏原、他

メタン

栗田工業

オゾン酸化

メタノール合成

メタン発酵

ヤンマー

ＡＢＥ発酵
ＡＢＥ：アセトン、ブタノール、エタノール

バイオ燃料
旭化成

二段階超臨界メタノール処理

図6－1

ＮＥＤＯバイオマスエネルギー高効率転換技術開発事業
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」より作成）
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となり，最終的には11テーマが実施された。具

(5) 研究成果の概要(15)

体的なテーマと位置づけおよび代表的な実施者
を図6－1に示す

(14)

。以下，それらの中から発

電利用を中心として数例あげる。

パイロット機を使用した混焼試験，流動床燃
焼試験，実用プラントに向けたＦＳ等が行われ
た。下記にパイロット機による成果の一例を報
告書から紹介する。

6.2.1

石炭・木質バイオマス混焼技術の研究
開発

(14)(15)

①木質バイオマスの粒径とＮＯｘ低減の効果
が確認された。

(1) 狙い

②木質バイオマス混焼による燃焼効率が確認

木質バイオマスを高効率かつ経済的にエネル

された。

ギー変換する技術として，木質バイオマスを

③ボイラおよび環境設備への影響について排

CO2 排出原単位の大きい既存の石炭火力で混焼

ガス及び石炭灰の分析等より問題ないレベ

する技術が提案されており，本研究はそのため

ルであることが指摘された。

に木質バイオマスの技術的調査，前処理技術の

④大型プラントのＦＳにおいて，システム全

開発，燃焼試験，および実用化に向けた企業化

体の送電端効率低下は，目標値の0.5％以

調査（ＦＳ）から構成される研究である。

下（混焼率５％の場合），0.8％以下（混
焼率10％の場合）を達成できた。専焼発電

(2) 実施者

（10MW）とバイオマス処理量が等しくなる

中国電力株式会社，株式会社日立製作所，バ
ブコック日立株式会社

中容量機における10％混焼時と専焼を比較
した結果，混焼は専焼の約２分の１の発電
原価となり，経済性における混焼の優位性

(3) 期間

を確認できた。

平成13年度～平成15年度
(4) システム構成
図6－2にシステム構成を示す。

図6－2

石炭・木質バイオマス混焼技術のシステムフロー及び開発課題

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発，石炭・木質バイオマス混焼技術の研究開発」報告書
（委託先中国電力(株)，(株)日立製作所，バブコック日立(株)），平成15年12月）
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6.2.2

木質系バイオマスによる小規模分散型

(3) 期間

高効率ガス化発電システムの開発

平成13年度～平成16年度

(14)(16)(17)

(1) 狙い

(4) システム構成

木質バイオマスを高効率かつ経済的にエネル

図6－3にシステム構成を示す。

ギー変換する技術として，特に小規模システム
(5) 研究成果の概要(16)(17)

向けのガス化炉とガスエンジンあるいはガスタ
ービンの組合せが考えられる。本研究では木質

ベンチ規模（25kW級）試験装置を使って，流

系バイオマスを加圧流動層ガス化炉内で比較的

動層ガス化反応特性，高温フィルタ試験，燃焼

低い温度でガス化し，タール分を含む発生ガス

器試験を行い，さらにそれらを総合したシステ

をそのままガスタービンで燃焼し発電を行い，

ム性能確認試験を行った。一方，要素試験

小規模で高効率な発電を可能とするシステム研

（灰・アルカリ成分の挙動，ガス化反応常数把

究を目指したものである。

握等）も行い上記の試験を補完した。それらを
踏まえて商用規模の検討を行い，開発目標発電
効率20％以上，冷ガス効率75％以上を達成でき

(2) 実施者

る目途を得ている。

川崎重工業株式会社，エネルギー総合工学研
究所（再委託，東京大学，東京農工大学，島根
大学，高知県（森林局））

目標

目標
0.5t/day以上

冷ガス効率７５％以上（商用機ベース）
発電端効率２０％以上

集塵器

CO, H2, Tar

燃焼器
空気
発電機

木質系バイオマス

G

灰分 ＆
チャー

ガスタービン

低温加圧流動層
ガス化炉
６５０ ℃、 ０．４ ＭＰa

電力
熱交換器

O2, H2O，Heat
システム構成

図6－3

排ガス

熱利用

バイオマスの低温流動層ガス化技術のシステム構成
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

6.2.3

バイオマスの低温流動層ガス化技術開

運転時に固着や閉塞を起こし，システムトラブ

発(14)(18)

ルの原因にもなる。そこで，ガス化に際してタ

(1) 狙い

ールの吸着・分解を可能とする技術である多孔

バイオマスの低温ガス化は，冷ガス効率の向

質触媒の開発を行う。

上が可能との特徴を有しているが，一方ではタ
ールが発生しやすくなる。タールが発生すると
－ 24 －

図6－4

バイオマスの低温流動層ガス化技術のシステム構成
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

(2) 実施者

る技術の開発を行う。そのため，バイオマスの

出光興産株式会社，(独)産業技術総合研究所

粉砕・供給から燃料製造までの一貫プラントシ
ステムにつき試験を行うとともに，関連した支

(3) 期間

援研究を行う。

平成13年～平成17年
(2) 実施者
(4) システム構成

三菱重工業株式会社，中部電力株式会社，

図6－4にシステム構成を示す。

(独)産業技術総合研究所

(5) 研究成果の概要(18)

(3) 期間

小型ガス化試験装置および大型ガス化試験装

平成13年～平成16年

置を用いて低温ガス化試験（600℃～700℃）を
行い，さらにタール分解・吸収を目的とした多

(4) システム構成

孔質粒子（活性アルミナ触媒他）を投入してタ

図6－5にシステム構成を示す。

ール分解試験を実施した。その結果，低温ガス
化時の適正ガス化条件（最低温度等）の特性と

(5) 研究成果の概要(19)(20)
２ｔ/日バイオマスガス化メタノール製造試

ともに，選定した触媒は大型試験装置でもター

験プラントを設計・製作・運転し，バイオマス

ル低減効果があることを確認した。

原料供給からガス化，ガス精製およびメタノー
6.2.4

バイオマスの高速ガス化方式によるメ

ル合成までの一貫システム検証の試験を実施し

タノール等気体・液体燃料への高効率

た。その結果，試験プラントの目標性能の一つ

エネルギー転換技術開発(14)(19)(20)

である冷ガス目標効率65％（商用規模では75％

(1) 狙い

相当）を達成した。また，メタノール合成まで

バイオマス資源を酸素と水蒸気によりガス化

の試験では，メタノールの重量収率目標値20％

することで，CO2 を排出せず輸送・貯蔵が可能

（商用規模では50％相当）を達成した。混焼時

な気体・液体燃料（例，メタノール）を製造す

の効率，その他バイオマス種類を変えたときの

－ 25 －

図6－5

バイオマスの高速ガス化方式による高効率エネルギー転換技術のシステム構造
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

特性，微量成分の挙動，環境特性，あるいはプ

(2) 実施者

ラントの腐食傾向等についてのデータを得た
(19)

。また，得られたメタノールを使って汎用

三菱重工業株式会社，日本ガイシ株式会社，
財団法人エネルギー総合工学研究所

機のガソリンエンジン発電機を利用した燃焼試
験を行い，ガソリン100％，各種バイオマスメ

(3) 期間

タノール５％混合ガソリン，10％混合ガソリン

平成15年～平成17年

を用いた燃焼試験を行い，バイオマスメタノー
ル混合ガソリンは工業用アルコールと比較して

(4) システム構成

ほぼ同等の性能が得られることを確認した (20) 。
6.2.5

下水汚泥の高効率ガス変換発電システ

図6－6にシステム構成を示す。
(5) 研究成果の概要(21)(22)(23)

ムの開発(14)(21)(22)(23)

本研究は，上記のシステム構成を想定し，先

(1) 狙い

ず要素研究として三菱重工と日本ガイシそれぞ

下水汚泥は，含水率が高いため（脱水汚泥で

れが有する基礎試験設備（ベンチスケール試験

も水分は70～80％）発熱量が低く，一般に熱量

装置）を用いて下水汚泥の乾燥とガス化反応に

的・規模的理由から同汚泥から発電するなどエ

関する試験を行い，熱分解ガス化および改質特

ネルギー有効利用が困難である。本研究は，下

性などの熱化学的特性を把握した。さらに両者

水汚泥からのガス化改質プロセス，潜熱回収お

協力の基に実証試験設備（下水汚泥処理量５ｔ

よびアンモニア含有水からのエネルギー回収を

/日）の設計条件を明らかにした上で，同実証

組み合わせた「高効率ガス変換システム」を開

設備の設計を行い，東京都の下水道処理場構内

発し，下水処理場の電力自給率向上，ひいては

に分担して製作を行った。なお，試験は両者の

温室効果ガス削減に資することを狙う。

狙う重点開発項目（三菱は，実証炉ガス化改質
試験と潜熱回収システムの開発，日本ガイシは，
実証炉ガス化改質試験とＨＣＮ，ＣＯＳ等除去
－ 26 －

図6－6

下水汚泥の高効率ガス変換発電システムのシステム構成
（出典：ＮＥＤＯカタログ「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発」）

触媒フィルタとアンモニア水素回収触媒技術の

6.4

ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー地域シ
ステム化実験事業」(25)(26)

開発）を重点的に研究した。さらにその結果を
反映し，東京都および(財)エネルギー総合工学

バイオマス利用の導入促進を妨げている一つ

研究所が協力して実用規模（例，300ｔ/日）の

の原因として，バイオマスの供給量とコストが

ＦＳを行い，本開発システムが既存システム

実際の市場需要量とコストと乖離が見られるこ

（例，消化ガス発電あるいは焼却排熱発電）よ

と，またバイオマス利用に際して，上流（収

り高い発電出力，したがって高いエネルギー自

集・運搬）から下流（エネルギー変換・利用技

給率を得るシステム実用化の可能性を指摘した。

術）までを通した一環システムが確立されてい
ないことが，事前の検討で指摘された（第３，

6.3

ＮＥＤＯ「バイオマス等未活用エネルギ

４章参照）。その指摘も参考とし次の諸点を明

ー実証試験事業・同事業調査」(24)

らかにするためバイオマス収集から利用・廃棄

ここで対象となる実証事業とは，技術開発段

までの一環システムによる検証が行われること

階は終了しているものの，何らかの理由で実用

となった。具体的には，下記の諸点を考慮して

化にいたってない技術（エネルギー化設備）に

社会システムならびに技術上の課題抽出と分析

対し，実機相当設備を作り，実負荷，実運用条

を行い，他の地域への導入普及を先導するモデ

件など実際の運転状況において試験を行い，運

ルとなるバイオマスエネルギーの地域システム

転データの収集・分析を行い，実用化のための

構築を目指して，経済産業省／ＮＥＤＯプロジ

課題抽出・対策を講じることを目的とした研究

ェクトとして実施されることとなった。

開発事業である。したがって，その採択には同

①

技術の実証価値とともに技術面における新規性
と普及性が問われる。

収集運搬システムの実証検討
②

平成13年度から始まり平成17年度までの同実

設備を設置して運転特性や経済性に係わる
データ等の取得を通じたエネルギー変換技術

証事業対象施設は，約40事業所（バイオマス関
連のみ）となっている。

国内バイオマス資源の効率的かつ経済的な

や利用技術の開発
③

－ 27 －

生産された電力・熱・燃料等を実際に利用

④

し，運用データや外部供給と残すと比較デー

択された。ここでは，そのテーマ，事業者およ

タ等を取得するエネルギー最終利用の実現

び概要のみを表6－1に紹介する。なお，各テー

地産地消・地域循環型エネルギーシステム

マごとのフロー等のより詳細の内容については，

の実証検証の実施

ＮＥＤＯホームページにて公開されているので，

実施は，平成17年度より平成21年度までの５

必要に応じ参照願うものとする(25)。

年間とし，委託事業者は，公募により７件が採
表6－1

ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギー地域システム化実験事業」採択テーマ一覧

件名
山口県全域を対象とした[総合的複合型森林バイ
オマスエネルギー地産地消社会システムの構築」
実証・試験事業

委託業者

事業概要
間伐材などを対象とした低コスト収集運搬システムと、ペレット化によ
山口県
る活用・ガス化発電による利用・石炭火力発電所における混焼の３
つの利用形態からなるシステム
傾斜地に自生する未利用の草本系バイオマス(主にススキ）を対象に
草本系バイオマスのエネルギー利活用システム
熊本県阿蘇市 した新規の採草・運搬システムと、ガス化ガスエンジンコージェネレー
実験事業
ションシステムからなるシステム
森林GISを活用した最適な間伐・集運材システム、カスケード利用に
「ウエルネスタウン最上」木質バイオマスエネル
山形県最上町 よる効率的な収集運搬システムと、生チップボイラーによる温水供給
ギー地域冷暖房システム実験事業
システムからなるシステム
林地残材等を対象とし、規模に応じた適正な手法による収集運搬シ
高知県仁淀川流域エネルギー自給システムの構
高知県仁淀川町 ステムと、ガス化ガスタービンコージェネレーションシステム、ペレット
築
利用システムからなるシステム
食品廃棄物を対象に低コスト分別収集システム、ＩＣタグを利用した
食品廃棄物エタノール化リサイクルシステム実験
新日本製鐵㈱ 分別収集システムと、糖化・エタノール発酵による無水エタノール製
事業
造システムからなるシステム
家庭系ごみ・事業系ごみ・剪定枝を対象にした効率的収集・サンプリ
先進型高効率乾式メタン発酵システム実験事業 穂高広域施設組合 ングシステムと、メタン発酵ガスエンジンコージェネレーションシステ
ムからなるシステム
林地残材を対象にした低コスト搬出・加工システム、乾燥機能を有す
真庭市木質バイオマス活用地域エネルギー循環
岡山県真庭市 る輸送・保管システム、温水ボイラー・蒸気ボイラーによる熱供給シ
システム化実験事業
ステムからなるシステム

（出典：ＮＥＤＯ公募情報「バイオマスエネルギー地域システム化実験事業」委託事業の決定について，平成17年12月）
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７

バイオマスに関する海外の取組動向

再生可能エネルギーの１次エネルギー消費量
に占める割合は，1999～2003年において６％台

バイオマス導入に関しては，海外でもそれぞ

で推移している。その内訳を最近（2003年）時

れの国の事情，環境の相違および歴史的背景も

点で見ると，バイオマス（約47％）と水力（約

あり，さまざまである。ここでは，それらの中

45％）で92％を占めるほど大きい。とりわけ，

から特にその取組に熱心および優れた成果を挙

バイオマスは僅少差ながらも数年前から１位と

げている国，または地域からいくつかを紹介す

なり，今後更に増大する傾向がうかがえる。同

る。

概要を表7－1に示す。従って，バイオマスだけ
で，今日（2003年時点）のエネルギー消費量の

7.1

北

米

(1) アメリカ合衆国

約３％を占めている。
(12)

バイオマスは，大きく廃棄物系と栽培作物系

2001年に「新国家エネルギー政策（National

に別けられている。廃棄物系は，農業，畜産，

Energy Policy, NEP）」が発表され，その中で

林業からの廃棄物，下水汚泥，産業系廃棄物，

米国におけるエネルギー問題の重要性に鑑み，

および生活廃棄物（都市ごみ）から構成される。

「自然エネルギー（Natures Power）」と題し

栽培作物系は，エタノール燃料に利用されるサ

て ， 「 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー （ Renewable

トウキビ，トウモロコシなどである。

Energy） 」 と 「 代 替 エ ネ ル ギ ー (Alternative

今後の取組方針は，「バイオマス導入普及ビ

Energy)」の重要性がうたわれている。そこで

ジョン」（Vision for Bioenergy & Biobased

の「再生可能エネルギー」として，バイオマス，

Products in the United States, 2002年10月

地熱，風力，太陽エネルギーがあげられている。

策定）で明確に示されている。それによれば

なお，「代替エネルギー」は，ガソリンやディ

「バイオパワー（熱及び電力）」，「バイオ燃

ーゼルに代わる輸送用燃料，従来とは異なるエ

料」，「バイオ製品」の４種類に大別され，そ

ネルギー使用法（例，分散電源システム），あ

れぞれの導入目標が設定された。さらに同「バ

るいは水素や核融合などの未来エネルギー供給

イオマス導入促進ビジョン」を具体的に実現し

源の場合に使われている。ちなみに，分散電源

ていくために「バイオマスロードマップ」

システムとは，天然ガスマイクロガスタービン，

（ Roadmap for Biomass Technologies in the

コジェネレーションシステム，燃料電池システ

United States）が2002年12月に策定された。

ムなどである。

同ロードマップでは，設定された目標を達成す
るための研究開発および政策ニーズを「原料生

表7－1

アメリカの再生可能エネルギー内訳

産」，「処理及び転換」，「製品利用および供

1999

2003

給」，「公共政策」の４分野に分けて取り組む

水

力

49.61％

45.34％

ことになっている。図7－1（1/2）にその展開

地

熱

5.03％

5.12％

の目標を，図7－1（2/2）にその目標達成のた

バイオマス

43.62％

46.74％

ソ ー ラ ー

1.05％

1.03％

風

0.70％

1.76％

力

めの研究テーマ，政策ニーズの概要を示す。
バイオマスからの電力は，年間9,733MWも利

資料：Energy Information Administration
Renewable Energy Trends 2003（2004年７月）

用され，そのうち木材，農業廃棄物によるもの
が約60％，都市ごみからのものが34％，その他
埋立地からのガスによるものが約５％となって

（出典：ＮＥＤＯ海外レポート（特別号）新エネルギー海
外情報，2005年度No.8，2005.９）

いる。電力会社は，化石燃料からの燃料コスト
を下げるためバイオマスを活用している向きが

－ 29 －

図7－1（1/2）

アメリカのバイオエネルギー及びバイオ製品の導入目標

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギーテクノロジー・ロードマップ策定に関する調査」報告書，平成16年６月）

図7－1(2/2)

アメリカの導入目標達成のための研究開発及び政策ニーズ

（出典：ＮＥＤＯ「バイオマスエネルギーテクノロジー・ロードマップ策定に関する調査」報告書，平成16年６月）

多い。エネルギー利用の方法は，「直接燃焼方

いわゆる代替燃料の利用が増大してきている。

式」，「石炭火力との混焼方式」，「ガス化燃

特に，2005年発効の「エネルギー政策法」に

焼方式」，「モジューラシステム方式」等が採

おいて自動車燃料に再生可能燃料使用の目標が

用されている。「モジューラシステム方式」は，

引き上げられた。各バイオマス燃料の動向とし

ガス化システムと類似のものであるが，町村，

ては，エタノールは，Ｅ85（エタノール85％，

農場，小規模産業向けの簡易ガス化―発電方式

ガソリン15％）あるいはＥ95（エタノール95％，

ともいえるものである。

ガソリン５％）があり，法律的にも代替エネル

以上の発電・熱利用の他に，輸送用を目的と

ギーとして認定されている。なお，従来ＭＴＢ

して，最近エタノール，バイオディーゼル等の

Ｅ（メチルターシャリーブチルエーチル）とし

－ 30 －

て，ガソリンの燃焼性（オクタン価）向上に利

ば，水力は，カナダにおける全発電量の61％を

用された利用方法もあるが，近年タンク漏れに

占めるほど，再生可能エネルギーへの依存率は

よる地下水汚染の問題が指摘され，その採用が

高い。それでもカナダの再生可能エネルギーは，

禁止されたところ（州により異なる）もあり，

これからの10年間で２倍に増大すると予測され

最近ではＭＴＢＥよりエタノールの利用が増加

ており，そのうちバイオマス発電も，近い将来

する傾向にある様子である。一方，ディーゼル

の経済的な電力供給の一翼を担うものと期待さ

車への適用燃料としてバイオディーゼルがあげ

れている。カナダではカナダ連邦政府の天然資

られる。バイオディーゼルは，ＥＰＡ（米環境

源省，環境省，農務・農産食品省が，バイオマ

保護庁）により，生物分解性の安全な燃料とし

ス導入普及に関する政策・制度上からの推進，

て登録され，最近カリフォルニア大気資源局の

あるいは研究開発面からの支援を行っている。

新しいディーゼル基準にも合致しているとして

研究開発面では，数年来，廃材，農業廃棄物な

その導入が進められている。その適用基準は，

どの植物繊維からバイオエタノールを製造する

現状はＢ20（バイオディーゼル20％，従来のデ

ための酵素技術開発が注目されている。バイオ

ィーゼル燃料80％）が多い。

エタノールを混入したガソリンを普及させると

一方，個々のバイオマス技術の研究開発を進

同時に，廃棄物への対処という環境問題への取

める一方で，開発された製品，技術を実用化す

組も強化し，さらには，バイオテクノロジーの

るための実証試験，社会に普及させるための供

発展，農林業分野での新規事業の開拓面での効

給体制の構築・整備，さらにバイオエネルギー

果も期待されている。現在Ｅ10（エタノール

及び製品採用を促す（含む教育）政策の重要性

10％混入）ガソリンが，オンタリオ州，マニト

も上記ロードマップで指摘している。

バ州，アルバータ州，ケベック州など約1,000
カ所のガソリンスタンドで販売されているが，

(2) カナダ

(28)(29)

同ガソリンは，連邦消費税，州税の免除などの

現在，カナダにおいては，再生可能の水力と

税制面での優遇措置がとられている。これは，

バイオマスから得られるエネルギーは，１次エ

余剰穀物を原料としたエタノールの生産拠点を

ネルギーの約17％で，他の多くの先進工業国に

州内に誘致し，雇用創出や農業従事者の所得向

比べ，再生可能資源に由来するエネルギーの利

上を目的とするとともに，再生可能エネルギー

用率は高い方といえる。ちなみに電力用に絞れ

であるバイオマス由来のエタノールの利用を促

表7－2

カナダにおける1次エネルギー構成推移

年

石油

ガス

石炭

水力

原子力

（単位：％）
木材・その他

1871

0.5

0

11

0

0

88

1900

1

0

51

0

0

47

1920

6.8

0

75

2

0

16.3

1940

20.1

3

58

7

0

13.2

1960

54.1

13

17

11

0

4.7

1980

50.1

21.4

11.5

9.9

1.6

5.5

1997

39.5

28.1

12.2

11.4

2.8

6

1998

41.6

26.4

13.0

10.9

2.3

5.7

1999

41.7

26.0

12.8

11.0

2.5

6

（出典：ＮＥＤＯ海外レポート（特別号）新エネルギー海外情報，2005年度No.６，2005.８）
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進することで州内の温室効果ガスの削減を目指

用のバイオマス由来燃料，再生可能燃料の利用

すものである。

促進に関する指令」が発効し，各加盟国はその

カナダでも，バイオマスの利用を，「燃焼利

導入目標設定が義務づけられている(6)。
以下，参考までにドイツ，スウエーデンの取

用（エネルギー利用）」，輸送用のうち「ガソ
リン車混合のバイオエタノール」，同ディーゼ

組状況につきその概要を述べる。

ル車混合の「バイオディーゼル」の３方向から

なお，ドイツは近年特に発電部門の利用の進

取り組んでいる。燃焼利用のバイオマスとして

展が著しく，スウエーデンは，バイオマスを一

は，同国で発生の多い木材チップやのこぎりく

次エネルギーの16％も占める（2003年）程大量

ずなどの林業廃棄物（木質系廃棄物），養豚な

に利用している国でもあり，またＣＨＰ（熱電

どの畜産廃棄物が主である。

併給）としての利用が盛んであることから紹介

バイオエタノール用には，林業廃棄物（木質

した。

系廃棄物），麦わら，穀類等の農業系廃棄物，

なお，フィンランドは，１次エネルギー中の

さらには都市ごみも対象として研究開発が進め

バイオマス依存量（約20％）および一人当たり

られている。混合割合としては，上述のように

のバイオマスエネルギー使用量（1.4toe，2004

Ｅ10の採用が多いようである。バイオディーゼ

年度）の点で，バイオマス利用が普及度合にお

ル用には，菜種（カノーラ），種子油，廃食油

いて最も進んでいる国の一つといわれるが，こ

などが対象とされ，現在従来の方式に加え，界

こでは紙面の都合上割愛する。

面活性剤を利用して，従来のディーゼル油との
混合性能を向上させ，ディーゼル機関のみでな

(1) ドイツ(28)
ドイツは，ＥＵの中でも再生可能エネルギー

く，ボイラ他多方面での利用も可能とする技術

の導入目標を最も高いレベルの目標値（例えば，

開発も進められている。

2050年には１次エネルギー中の50％を再生可能
7.2

欧

州(28)

エネルギーとする等）を掲げている。

ＥＵは「再生可能エネルギー推進指令」

またその目標を実現するため，まずは2010年

（2001年発効）において，再生可能エネルギー

までに再生可能エネルギーの割合を2000年値の

の利用促進を狙って，2010年までにＥＵで供給

２倍に増加（電力消費の12.5％および一次エネ

される全てのエネルギーのうち再生可能エネル

ルギー消費の4.2％に相当）させるという目標

ギーの割合を1998年時点(６％)から倍増の12％

も掲げている。そして，その目標を達成するた

に引き上げる目標を設定している。

めに各種の法律を制定している。とりわけ「再

そのうちバイオマスについては最も潜在力が

生可能エネルギー法」（2000年施行）において

高いものと期待し，2010年までに1998年（約

は，再生可能エネルギーの進展を目標として，

３％）から約３倍となる8.5％とする目標を掲

例えば発電分野においてバイオマスを含む再生

げている。さらに，電力用バイオマスの利用推

可能エネルギーが占める割合を2010年までに倍

進のために，ＥＵ（理事会）は2001年に再生可

増させるという大きな目標を掲げている。同

能エネルギーによる電力振興のガイドラインを

「再生可能エネルギー法」は2004年に改訂され，

可決した。同ガイドラインでは，再生可能エネ

その結果同年における１次エネルギーとしての

ルギーがＥＵ域内の電力消費に占める割合を

バイオマス使用量は，前年に比し顕著な増大を

1997年時点の約14％から2010年までに22％に引

示 し た （ 例 え ば ， 2003 年 の 5.2Mtoe に 対 し ，

き上げることを目指している。

2004年は6.3Mtoeと約２割の増加）。同改訂は，

また輸送用燃料に関しては，2003年に「輸送

バイオマス由来の電力の買取条件を再評価した
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ものであり，バイオマス種と容量に応じて基本

一方，上記の期間，バイオマスに由来する熱

とする買取価格が定められており，それにＣＨ

エネルギーの利用は，余り変化がなかった

Ｐ（熱電併給），技術の革新性などによって加

（2003年の4.5Mtoeに対し，2004年は4.6Mtoeと

算されるようになっている。その結果，例えば

約２％の増加）。ちなみに，熱エネルギーとし

木 質 バ イ オ マ ス に よ る 発 電 量 は ， 2003 年 に

ての機器は，（容量500kWth以上）の地域暖房

1.5TWhであったものが，2004年には3.9TWhと，

システムが約1,100ヶ所，木質利用家庭用暖房

倍以上に増大した。

装置が約900万台ある。バイオマス熱利用を促

ちなみに同国で固形バイオマス発電施設（主

進するため，ドイツ環境省は，一定レベル以上

に木材燃焼）の総発電出力は，2004年度末で約

の効率を持った設備に対する助成金を出してい

700MWであった。

る。図7－2にドイツの再生可能エネルギー導入
の計画を示す(31)。
(2) スウェーデン(28)(31)

一次エネルギー構成割合

スウェーデンの１次エネルギー供給量（2003
年，624TWh）の内，最も多いのが石油（34％），
次いで原子力（32％），次いでバイオマスエネ
ルギー（16％）と，バイオマスは３位に位置す
るほど重要なエネルギーとなっている。図7－3
に同供給量の全体構成割合を示す (31) 。同国で
は，1980年の国会決定により，2010年に原子力
天然ガス

発電所を全廃することとしており，そのためバ
イオマスは各種の方策 ※ もあって当時10％にす

1990

図7－2

2000

2010

2020

2030

2040

2050

年度

ぎなかったが，2003年に17％を占める様に増大

ドイツが目指す再生可能エネルギー導入

した。（※例えば，1997年に再生可能な資源か

（出典：バイオマス情報ヘッドクウオータＨＰ）

らの電気と熱の供給を増大を目指した「エネル
ギー転換プログラム」，また，90年代初頭の税
制全体改正，社会保障負担の軽減，91年の炭素
税導入等である。）また，2002年に発表され，

図7－3

スウエーデンのエネルギー供給量（2003年）
（出典：バイオマス情報ヘッドクウオータＨＰ）
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2003年から施行された「新エネルギー法」では，

再生可能エネルギーは53％，再生可能エネルギ

電力のグリーン証書制度が導入され，再生可能

ーは47％も占める。燃料種別に見ると，１位は

エネルギーの導入促進が図られている。電力事

石油で42％，２位にサトウキビからの生産品が

業者及び消費者は一定割合のグリーン証書を購

15％，次いで，３位と４位にほぼ同等レベルで，

入する義務を負い，電力生産者は販売した電力

水力発電14.3％と薪が14.1％と続く。表7－3に

代金のほかにグリーン証書からの収入も得るこ

ブラジルのエネルギー構成と推移を示す。

とができるとされている。

ブラジルは世界一の砂糖輸出国であるが，砂

なお，スウエーデンでのバイオマスの種類と

糖きびから作られる燃料用アルコール輸出国を

しては，「木質燃料」，「黒液と緑液（いずれ

目指し取り組んでいる。生産性の高い砂糖きび

も製紙業の副生物）」，「泥炭（ピート）（過

への長年にわたる品種改良，安価な土地，年中

去10,000年以内に生成した新しい石炭）」，お

生育する有利な亜熱帯気候が世界一安いコスト

よび「廃棄物」を挙げているが，「泥炭」もバ

での生産を可能としており，アルコール輸出が

イオマスとしてあげている点がお国柄とはいえ

増加するほど砂糖きびがアルコール生産に吸収

注目される。

されて，砂糖の国際市場好転に繋がるという期
待がある。また，政府はアルコール製造に回す

7.3

その他の海外諸国

砂糖きびの割合を増加させるため，2002年７月

(1) ブラジル(30)

からガソリンに対する無水アルコールの混入率

ブラジルの１次エネルギー生産量（2003年，
183,876

を24％から25％に引き上げた。

Mtoe）において，まず化石燃料等非
表7－3

ブラジルのエネルギー構成および推移
2000

(％)

2001

(％)

2002

(％)

2003

(％)

79,778

52.0

83,490

53.4

95,867

55.0

97,488

53.0

石油

63,849

41.6

66,742

42.7

75,124

43.1

77,246

42.0

天然ガス

13,185

8.6

13,894

8.9

15,410

8.8

15,675

8.5

低品位炭

2,603

1.7

2,175

1.4

1,935

1.1

1,784

1.0

高品位炭

10

0.0

10

0.0

63

0.0

38

0.0

132

0

669

0

3,335

2

2,745

1

再生可能燃料

73,556

48.0

72,896

46.6

78,551

45.0

86,388

47.0

水力発電

26,168

17.1

23,028

14.7

24,594

14.1

26,301

14.3

薪

23,054

15.0

22,437

14.3

23,636

13.6

25,990

14.1

サトウキビからの生産品

19,895

13.0

22,800

14.5

25,272

14.5

28,348

15.4

4,439

2.9

4,631

3.0

5,050

2.9

5,749

3.1

再生不可能な燃料

ウラン（U308）

その他の再生可能燃料
合計

153,334 100.0

156,386 100.0

174,418 100.0

183,876 100.0

（出典：ＮＥＤＯ海外レポート（特別号）新エネルギー海外情報，2005年度No.７，2005.９）
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８

バイオマスの経済性について

ドブックで採用され，またバイオマス毎の試算
例も示されている「設備投資回収年数」による

8.1

経済性に関する一般的考え

(8)

方法を紹介する。

バイオマスの導入・普及が進展するかどうか
の大きな鍵をにぎるのが経済性である。

「設備投資回収年数」手法とは，設備建設に
使った費用を，事業の展開における毎年の収益

経済性を左右するものは，大別すると支出面

を累積したものと比較し，各年度ごとの回収率

では建設費と運転経費，収入面では，発生した

を求めたもので，これによると初期の設備投資

電力，熱等の売却による収入，（バイオマスが

費用を何年で回収するか，あるいは設備利用期

廃棄物系であれば）処理費用（ティッピングフ

間（例，15年）における累積の収支が初期投資

ィー），および副成品が有価の場合の収入等が

の何倍になるか等が計算できる。いわば累積収

これにあたる。また，事業の狙い，機能・性能，

支方法ともいえる。一般的に下記の式により計

あるいは期間などの条件はあるが，国，自治体

算される(8)。

からの公的補助も収入と見ることができる。図
設備投資回収年数＝事業者から見た建設費

8－1は，その概念を示したものである。

÷年平均キャッシュフロー
＝建設費×（１－補助率）÷（年間収入キャッ

電気／熱

処理費用(逆有償）
（主に廃棄物）

シュフロー－年間支出キャッシュフロー）

電気／熱(収入）

バイオマス

バイオマス
利用事業体

副成品(有価物）

（備考：設備投資回収年数は，それぞれの事業
者が有している事業判断基準年数で評価

同上販売 収入
収集費用

される。もし，基準年数がない場合には，

（上記以外）

一般に機械の設備投資回収年数はその耐

灰、残渣、副成品(有価物以外）

用年数の半分ほどで回収できれば良いと

処理費用

いう考え方（一般に４年程度）があるの
図8－1

バイオマス利用に係わる物と金の流れ

で，この考え方を事業に適用して事業判
断基準年数を設定すればよい。環境関連

（出典：エネルギー総合工学研究所）

事業等では，設備の法定耐用年数が15年
ここでは，まずバイマス導入に当たっての経

であることや，実際の事業期間は20年間

済性検討に関する一般的な考えを紹介し(8)，そ

と長いことを考えると，８～10年程度を

の後個々のバイオマス種ごとの考え方，あるい

目安にする考え方もあるようである。た

は経済性指標の一例を述べる。

だし，対象物の処理や環境保護を重視す

なお，最近バイオマスシステムの経済性評価

る場合は，もう少し長い期間を見てもよ
いようである(8)。）

を比較的に簡便に行う方法も公開されてきてお
り，必要に応じあわせて参考にされたい(32)。

上記計算のための設備投資回収計画表の一例
(1) 経済性検討手法

と同回収年数試算例を，それぞれ表8－1および

経済性検討あるいは事業性検討に際して一般

表8－2に示す。

に利用される手法として，「設備投資回収年
数」，「発電原価」，「バイオマス処理単価」
による方法等がある。ここでは，ＮＥＤＯガイ
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表8－1

木質系バイオマス発電の経済性試算条件例

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）
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表8－2

木質系バイオマス経済性試算結果（例）

（小規模ガス化発電（補助率ゼロ）の場合）
事業年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a.建設費
170
Ⅰ b.建設費低減率及び補助率％
0
c.実質建設費
170
a.収入
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
①売電収入
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
②メンテナンス費
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
③肥料等販売収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
④処理収入
26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
b.支出
27
26
26
25
25
25
24
24
23
23
①ユーティリティ費
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
②メンテナンス費
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
③人件費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
④減価償却費
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ⅱ
⑤原材料調達費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
⑥灰処理費
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
⑦支払金利
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
⑧租税公課
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
⑨一般管理費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c.税引前利益
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
d.法人税等
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
e.税引き後利益
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
f.減価償却費
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
g.年間キャッシュフロー
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
a.キャッシュフロの累計額
25
51
76
102
129
155
182
209
237
264
Ⅲ
b.回収率（％）
15%
30%
45%
60%
76%
91% 107% 123% 139% 155%
注１）法人税等については、実効税率として40.87％を用いた。
注２）一般管理費については直接人件費（作業従事者）の10％とした。
注３）支払金利については、安全のため2.0％とし、10年間の借り入れとした。返済は元金均等払いとした。
注４）土地代は無償貸与とし、租税公課として固定資産税(1.4％）を見込んだ。
注５）減価償却費は残存簿価10％とし、焼却年数14年の定額法とした。
注６）回収率が始めて100％を上回った年が設備投資回収が可能となる年である。
注７）四捨五入のため、表示された数値の内訳と合計が位置しない場合がある。

11

12

13

52
19
7
0
26.7
22
7
3
0
10
0
0.3
0
1
0
30
12
18
10
28
292
172%

52
19
7
0
26.7
22
7
3
0
10
0
0.3
0
1
0
30
12
18
10
28
320
188%

52
19
7
0
26.7
22
7
3
0
10
0
0.3
0
1
0
30
12
18
10
28
349
205%

単位：100万円
14
15

52
19
7
0
26.7
22
7
3
0
10
0
0.3
0
0
0
31
12
18
10
28
377
222%

52
19
7
0
26.7
22
7
3
0
10
0
0.3
0
0
0
31
13
18
10
28
405
238%

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）

(2) 経済性に関する一般的傾向

②

外部からの廃棄物系バイオマスの処理

具体的な計算は，上述したようにバイオマス

次に，外部からの廃棄物系（または未利用）

の種類，規模，補助の有無等によってかなり異

バイオマスを利用する場合は，同収集および搬

なるが，ここではＮＥＤＯケーススタディー結

入費用を含め搬入者が処理費用として負担する

果を参考にして，一般的な経済性に関する傾向

場合（逆有償）で，その価格にもよるが，この

を述べ，次にバイオマス種ごとの概要を述べる。

場合も経済性で有利となる可能性がある。バイ

ただし，国庫補助などの公的資金の活用は，

オマス入手に際して処理費用として外部より受

当然経済性を向上させる要因となることは明ら

け取る（収入となる）ので，基本的には，上に

かであるので，ここでは省略する。

のべた場合と同様事業性の向上が図れることに

①

よる。なお，本処理費（収入）は，上記の自社

自社排出の廃棄物系バイオマスの処理
一般に，廃棄物系バイオマスは経済性面でも

（工場）から排出の処理費用と必ずしも同一で

利用価値が高いといわれるが，特に自社（自工

はなく，ＮＥＤＯのガイドブックによる事例で

場）から排出される廃棄物系（場合によっては

は一般的に小さくなる場合が紹介されている。

未利用）バイオマスをエネルギー変換等施設

③

エネルギー変換「施設」からの発生エネル

（以下「施設」と略称）で処理する場合に経済

ギー（電気，熱）あるいは副生品等の販売

性で有利となる場合が多いようである。

当然のことながら，エネルギー変換「施設」

一般に，自工場から排出される廃棄物系（ま

からの発生エネルギー（電気，熱）あるいは副

たは未利用）バイオマスは，従来（産業廃棄

生品等の販売収入は，（価格の程度にもよる

物）業者に処理費を払っていたものであるので，

が）収支に影響するので，販売できるものは可

その分を「施設」の事業において収入（例えば，

能な限り利用する。特に副生品においてはマー

９～10千円／トン）と見なすことにより，事業

ケットの開拓も併せて必要となるが，このよう

性の向上が図れるからである。

に安定した収入のための総合的取り組みによっ
－ 37 －

て，事業性改善が得られるようである。

の場合，図8－3は中大規模の「直接燃焼発電」

④

環境改善のための経済効果（外部性評価）

利用の場合，図8－4は，小規模の「ガス化発

「施設」を設置することによって得られる環

電」の場合を示す。同図は，最近までの実績に

境面の改善効果については，現在必ずしも経済

もとづいたものであり，今後更なる実績の反映

性面で定量的に把握されていないようであるが，

が期待されるものである。

CO2 削減，排出汚泥，排水性状，臭気，騒音そ

ついで，同バイオマスの入手費用を図8－5に

の他の環境特性の改善効果によっては，経済性

示す。これは一例を示すもので，必ずしも最新

面でも有利に働く可能性もある。これらは外部

の実勢値を示すものではないが，同図の場合の

性，あるいは外部環境コストの内部化等の表現

ように廃棄物系であっても，逆有償で得られる

で最近適正な評価が必要であることが指摘され

のは建築廃材だけで，製材廃材は（種類によっ

はじめた。しかし，本分野に関しては未だ緒に

て異なるが）ある程度の調達費が必要（有償）

ついた段階であり，今後の検討が待たれる

(13)

。

となっている。さらに，森林資源においては，
林地残材を活用するためには，かなりの額の調

一方，上記（含，上記ケースの組み合わせ）

達費用が必要となっており，同図では，例えば

を考慮しても現実的には経済的に成立しがたい

間伐材を入手しようとすると実に24,000円/ト

場合（現実的には，このようなケースが多いよ

ンも必要であることが示されている。これが，

うである）は，当然公的補助，金融上の優遇措

森林残材の利用が進展しない大きな理由ともな

置等も考慮して，その経済性評価を行うことに

っている。

なるが，それでも困難という場合は，バイオマ

なお，収入は，主に売電収入，熱販売収入，

スの種類，規模，エネルギー変換方式等を含め

肥料などの副製品販売収入，それに上記調達費

て総合的に見直しを図ることが必要となる。特

が逆有償となる場合の処理費が挙げられるが，

に，未利用バイオマスの場合に見られるように，

特に注意を要するのは肥料などの副製品の場合

従来その処理のための特別の対策あるいは処理

である。特に建築廃材等のように薬品（防腐

費を払っていなかったものを，収集・処理する

剤）等が塗布されたものは，（燃焼排ガスの環

場合は問題が多いようである。例えば，法律施

境上からの対策は十分検討したとしても）同燃

行前の畜産業における家畜の糞尿処理，あるい

焼灰はその成分上肥料には不適とされているの

は林地残材の利用などは，経済的成立をめざす

で，その点注意を要する。

ためには特別の工夫が必要と思われる。
8.2

バイオマス種ごとの経済性に関する特徴(8)

バイオマス種ごとの，詳細な経済性試験結果
（ケーススタディー）は，文献(8)に紹介されて
いるので，ここではそれぞれの場合の主要な特
徴と要因のみを紹介する。
(1) 木質系バイオマス
木質系バイオマスの経済性にかかわる重要因

図8－2

子である建設費と収集・搬入費の傾向を紹介す
る。まず，図8－2～図8－4に建設費の傾向を示
す。図8－2は，小中規模の「直接燃焼熱」利用
－ 38 －

木質系直接燃焼熱利用の規模と建設費
（初期投資額）

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド
ブック（第２版），2005年）

図8－3

図8－4

木質系直接燃焼発電の規模と建設費

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド
ブック（第２版），2005年）

図8－5

木質系ガス化発電の規模と建設費

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド
ブック（第２版），2005年）

木質系バイオマスの原材料調達費
（ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版），2005年）

(2) 畜産系バイオマス

あり」の場合を示したものである。傾向的に，

畜産系バイオマスには，前にも述べたように

発電ありのケースは，発電無しの約２倍の建

畜種によりその排せつ物の形状が異なるので，

設単価となっている。従って，発電ありの場

大別すると「牛」と「豚」の場合は，含水率が

合は，その建設費増加に見合う発生電力，あ

高いので「メタン発酵」が，「鶏」の場合は，

るいは熱の販売を含む有効利用が非常に重要

含水率が低いので「直接燃焼」が適している。

となる。そのため，一定以上の設備稼働率あ

ここでは，より適用事例の多いメタン発酵に

るいは高い発電（あるいは熱）効率が，事業

ついて，「発電あり」と「発電なし」の建設費

採算性に大いに影響する。また，副産物（焼

の動向を示す。図8－6は，「メタン発酵―発電

却灰あるいは消化液）の有効利用の有無も採

－ 39 －

算性に影響する。もし，有効に利用できないと
なると，処理するための設備の設置あるいは外
部への委託処理が必要となり，経済性を損なう。
木質系と同様，これらの出入りとその処理に関
し総合的な検討を行ってその事業性を判断する
必要がある。

図8－6

畜産系バイオマスメタン発酵
発電規模と建設費
図8－7

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド

食品系バイオマス（固形）

メタン発酵の規模と建設費

ブック（第２版），2005年）

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド

(3) 食品系バイオマス

ブック（第２版），2005年）

食品廃棄物系としては，前にも述べたように
食品加工工程などから発生する固形分を主体と
した「食品ごみ」，食品製造工程で発生する有
機分を多く含む「食品排水」，さらに食品製
造・加工工程で発生する「廃食油等」がある。
また，その処理要領としては，食品廃棄物の場
合は主に「メタン発酵」と「直接燃焼」，食品
排水の場合は「メタン発酵」，さらに廃食油の
場合は「ＢＤＦ」がある。
以下それぞれの建設費の傾向を紹介する。ま
図8－8

ず図8－7は，「食品ごみ－メタン発酵」の事例

食品系バイオマス（排水）メタン
発酵の規模と建設費

を示したものである。全体的に，小規模（約
200トン/日）の場合が多い。

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド

図8－8は，「食品排水－メタン発酵」の場合

ブック（第２版），2005年）

を示す。中大規模（数百～数千トン/日）の広
範囲にわたって採用されており，特に大規模に

を示したものである。規模はほとんどが，20ト

なれば建設単価が下がり，経済性で有利になる

ン/日以下の小規模で，とりわけ大半は２トン/

傾向がうかがえる。

日以下と小さい。建設単価は，規模が小さいこ

図8－9は，「ＢＤＦ」製造プラントの建設費

ともあってその他の方法より一般に高いが，経
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９

済性検討の試算例では，非常に高い回収率を示

バイオマスの将来展望

している。（例，補助率０％で，８年で99％
（初期費用を回収）となり，15年で194％（初

バイオマスは，第２章でも述べたようにその

期費用の２倍を回収））。これは，製造したＢ

賦存量の大きさから新エネルギーの中でも太陽

ＤＦが，軽油並み（試算では，90円/L）で売れ

エネルギーとともに最大の役割を担うことが期

るという条件が大きな要因となっている。

待されている。しかし，その実態は先に述べた
とおり現在利用されているものは，ほとんどが
廃棄物系であり，今後その利用拡大を図るため
には未利用バイオマスを利用することが重要と
考える。ここでは，その観点から「木質系未利
用バイオマス利用」と「その他バイオマスの利
用」の視点からの展望を述べる。
9.1

木質系未利用バイオマス利用

未利用バイオマス中の最大の賦存量を占める
図8－9

バイオディーゼル燃料製造の

のが，木質系の森林バイオマスである。すなわ

規模と建設費

ち林地残材，間伐残材等の森林資源を如何に利

（出典：ＮＥＤＯバイオマスエネルギー導入ガイド
ブック（第２版），2005年）

用するかが重要である。森林資源の利用を図る
ためには，第８章でも紹介したように現状のま
までは，エネルギー利用に耐えるコストレベル
とは比較にならぬほどコストが高い。間伐材等
が，現在利用されないのは，林地残材等が廃棄
物扱いとなっていないことも一因であるかもし
れないが，わが国の林業不振と個人所有者が多
いなどにより定期的な間伐の実施など山の手入
れが，十分行えてないことがあげられる。その
結果，森林は健全に育たず，したがって木材の
商品価値が下がり，森林所有者への資金の還流
がなく，結果的に森林の手入れを行う余裕がな
いという悪循環があげられている。その背景と
しては，わが国の森林が急峻で森林機械の導入
が困難あるいは作業性が悪いこと，さらに最近
の傾向として森林作業従事者の高齢化などによ
り生産性が低いことも指摘されている ＊ 。しか
し，オーストリアなどでは同様の地形条件であ
りながら，森林資源が流れるシステムになって
いるところもあるので，地形のみの問題とはい
えないところであろう。
（＊

例えばスエーデンの生産性は，一人１日
あたりの木材処理量は16m3/人・日である
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表9－1
機 能 の 種 類
二 酸 化 炭 素 吸 収
（１兆2,391億円/年）

化 石 燃 料 代 替
（2,261億円/年）

表 面 侵 食 防 止
（28兆2,565億円/年）

表 層 崩 壊 防 止
（８兆4,421億円/年）

洪

水

緩

和

（８兆4,686億円/年）

水

資

源

貯

留

（８兆7,407億円/年）

水

質

浄

化

（14兆6,361億円/年）

保 健 ・レクリエーション
（２兆2,546億円/年）
（機能の一部を対象として試算）

森林の有する多面的機能の定量的評価試算例
評

価

方

法

森林バイオマスの増量から二酸化炭素吸収量を算出し，石炭火力発
電所における二酸化炭素回収コストで評価（代替法）
木造住宅が，すべてＲＣ造・鉄骨プレハブで建設された場合に増加
する炭素放出量を上記二酸化炭素回収コストで評価（代替法）
有林地と無林地の侵食土砂量の差（表面侵食防止量）を堰堤の建設
費で評価（代替法）
有林地と無林地の崩壊面積の差（崩壊軽減面積）を山腹工事費用で
評価（代替法）
森林と裸地との比較において100年確率雨量に対する流量調節量を治
水ダムの減価償却費及び年間維持費で評価（代替法）
森林への降水量と蒸発散量から水資源貯留量を算出し，これを利水
ダムの減価償却費及び年間維持費で評価（代替法）
雨水処理施設の原価償却費及び年間維持費で評価（代替法）
自然風景を観賞することを目的とした旅行費用により評価（家計支
出[旅行用]）
（出典：林野庁ＨＰ）

が，日本は3.5m3と約1/4である（2000年デ

られる。

ータ））
以上，森林の保全が適正に行われない場合の
問題点を改めてここで整理する。
①

その他未利用バイオマスの利用

(1) 下水汚泥の場合

森林の環境保全が損なわれる。

現在，廃棄物扱い以外で有効利用が進んでな

森林の環境が損なわれた場合土壌流出など
による諸問題の発生する。
②

9.2

い主なものとして，下水汚泥があげられる。下
水処理場では，一般に活性汚泥処理が採用され

建築用等木材に関し適正レベルのコストお
よび品質面の確保が困難となる。

ているが，その際余剰汚泥等の下水汚泥が大量
に発生する。全国で約1,000ヶ所の下水処理場

③

二酸化炭素吸収効果が低減する。

のうち，約300ヶ所の処理場が下水汚泥を処理

④

バイオマスエネルギーとして利用しがたい。

する嫌気性消化設備を備え，下水汚泥から可燃

等である。

性ガスを発生・回収している。そのほとんどは，

これらを要約すると，森林のバイオマス利用

単なる加熱用のボイラ燃料として利用され，発

に先立って，森林の保全，すなわち適正な間伐

電設備を備えているのは約20ヶ所と報告されて

等を含む適正な管理が非常に重要な役割を持っ

いる (33) 。なお，それらの発電設備の発電方式

ていることがわかる。なお，森林の有する多面

はほとんど（メタンガス燃焼）ガスエンジンで，

的機能の定量的な評価は，必ずしも十分定説を

大きい規模のものは，4,000kW級のものもある

得たものは無いようであるが，表9－1は一つの

が，大半は500kW以下であり，その発生電力は

試算・検討例として発表されているものである。

所内動力にほとんど利用されている状態である。

いずれにしても森林の適正な管理・保全と森林

今後の方向としては，既に発電設備を備えて

バイオマスの利用が密接な関係を持っているの

いるところは，システムあるいは個々の技術に

で，今後の展開に際しては，その関連するとこ

つき，より高い発電効率を目指してシステム最

ろの関係者が協力する体制の確立が必要と考え

適化，所内動力の節減，あるいは余剰電力発生
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時の売電等を行う可能性を見極める検討が必要

一般廃棄物なら自治体が，産業用廃棄物なら排

と考えられる。施設更新の際には，現在開発が

出事業者が責任をもって処理しなければならな

進められている高効率化技術（例，前述６章参

いことが法律で定められ，その処理に伴う費用

照）の採用も視野に入れた検討も望まれる。発

も前者は市民の税金より，後者は排出事業者の

電設備を備えていないところは（下水汚泥場の

費用に折り込まれている。このように取り扱う

大半はこの範疇），嫌気性消化設備の設置が前

廃棄物の種類と量は，一般廃棄物と産業廃棄物

提となるが，下水汚泥が有すバイオマスエネル

によりかなり相違するが，一旦排出した場合の

ギーの有効利用が結局は経済性向上においても

処理要領の仕組みは確立している。このように，

有効であるかどうかの見極めあるいは事業化検

バイオマスの将来の展望を考える際に最も重要

討が必要と思われる。また，し尿処理場等その

なことは，バイオマスが上流より下流に流れる

他の大量の排水が発生する施設において，未だ

システムを如何に構築するかにかかっていると

エネルギー回収・利用が進められていない場合

考える。

にも，その可能性あるいは事業化検討の実施が
望まれる。

その鍵を握るのが如何にバイオマスを集中化
し，施設を大規模化・高効率化できるかの方向
を最初に目指すべきかと考えるが，一方ではバ

(2) その他未利用バイオマス

イオディーゼルの場合のように比較的小規模で

わが国の現状は，先にも述べたように最も経

も成り立つ可能性を持った適用もあり，その場

済性に優れたバイオマスである廃棄物系におい

合でも，更なる建設費低減と効率向上が望まれ

ても，エネルギー利用は余り進んでない。それ

る。

は，廃棄物系の処理業者（産業廃棄物業者）は，

以上を総合すると，今後の導入普及の進展の

一般に小規模零細企業が多く，廃棄物を処理処

ためには，バイオマスを集めるシステムつくり

分するだけで精一杯であり，発電設備を設置し

と技術開発が鍵を握るものと思われる。もちろ

てエネルギー回収が望ましいと理解していても

ん，バイオマスエネルギーは未だ成熟した段階

そのコストメリットが少ない以上，余分な設備

ではないので，これらを軌道に乗せ，あるいは

は設置したくないというのが関係者の本音では

加速させるためには補助金等を含む政策制度面

なかろうか。従って，これを打破するためには

のさらなる援助が必要であるといえよう。

施設規模を大きくすること，そのためにもバイ
オマスのある纏まった量を常に確保できるシス
テムつくりが非常に重要となる。ましてや，未
利用系バイオマスの利用促進となると，バイオ
マスの入手そのもののコストがかかるわけであ
るので，採算面で勝算がないと普及し難いのは
当然である。
実際の適用状況を見てみると，紙パルプ製造
プロセスにおける回収ボイラの例に見られるよ
うに，かなり前から実用性・経済性を兼ね備え
たものとして利用に供されているものから，上
述の間抜材など現状では未だほとんど利用され
てないものまで，種類によって利用の程度が大
きく異なる。例えば廃棄物の場合を例にとると，
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あ と が き

とする技術が確立されていること等があげられ
ている。その結果，暖房用燃料としては化石燃

バイオマスエネルギーは，周知のとおり古く

料よりも安価に利用できるようになっている国

て新しいエネルギーである。特に，18世紀の産

が，最近増加している。さらに発電用となると，

業革命前には，ほとんど薪炭をエネルギーと

例えばドイツのように最近建築廃材等の廃棄物

して利用しており，現在も発展途上国の煮炊

系の品不足傾向を反映し，間伐材等の未利用バ

きなどのエネルギーの大部分は，まだ薪炭に

イオマスの利用を可能とするため，バイオマス

頼っているところが多い。全世界でみても消

入手場所の違い（例，間伐材と廃棄物系）によ

費量の約半分は，今なおそのような古い使い方，

って売電単価に差をつけるなどの政策面の考慮

す な わ ち 「 伝 統 的 バ イ オ マ ス (Traditional

もあり，森林バイオマスでもその利用が進展し

Biomass)」によっているといわれる。そのよう

ている例も紹介されている(35)。

な利用方法は，エネルギーの利用効率が悪く，

バイオマスを再生可能エネルギーとして位置

またその後の植林および森林の手入れも不完全

づけても，バイオマスの焼却・処分に際し，エ

で，場合によっては砂漠化の原因ともなり，そ

ネルギーとして利用することを法律で義務付け

の意味ではバイオマスといえども再生可能エネ

られているわけでもないので，結局はエネルギ

ルギーとはいいがたい。一方，これに替わり近

ー利用者がバイオマスを利用した方が，既存の

代的なバイオマスの利用方法は，伐採・植林，

石油・ガス等のエネルギーを利用するより経済

収集・輸送システムを確立して，産業用，発電

性面で有利であるとする仕組みが整うことが重

用などで高効率の利用を行う方法である。ＩＥ

要であると思われる。

Ａはこれを，「商業用バイオマス (Commercial

そのためにはバイオマスエネルギーの再生可

Biomass)」と呼んでいるが(2)，換言すると「近

能エネルギー面，環境面の特徴を生かした外部

代的バイオマス」ともいえるものである。我々

環境コストの内部化等の適正評価とあわせ，当

が目指すものは，この後者の方法によるもので

分の間は政策面のさらなる配慮（例，補助金，

あり，従って常に再生可能エネルギーの視点が

税制面での優遇等）が必要であると思われる。

求められる。

そして，ゆくゆくは欧米の再生可能エネルギ

しかし，本書でも述べたようにわが国におけ

ー政策で見られるような，例えば補助金がなく

るバイオマスの導入は最近導入事例が増えてき

なっても通常の市場メカニズムの中でその利用

たとはいえ，必ずしも目標どおり順調に普及し

が続けられるような仕組みが定着してこそ，正

ているとは言いがたい。それは，端的に言えば

にバイオマスの有効利用がはかられていると言

既存のエネルギー特に石油やガスの化石燃料に

えるのではなかろうか。それには未だ多くの検

比べ，経済性が欠如しているからである。その

討，とくに技術の視点からは一層の技術開発あ

点，欧米で商業用バイオマス利用が実用化して

るいは革新技術への挑戦も必要と思われる。中

いるのは，バイオマスを大量に利用できる一連

には欧州に見られるように既存技術を改良・改

のシステムが技術面および経済性面もともに完

善してより安価で信頼性の高い技術を作る方向

成していることがあげられる。例えば木質バイ

も見逃してはならないように思われる。いずれ

オマスを例に取ると，伐採・収集からペレット

にしてもバイオマスの賦存量は大きいので，バ

等の加工までのシステムにおいて生産性が高く，

イオマスがわが国の将来の再生可能エネルギー

経済性に優れた体制ができており，また利用技

の柱として成長することを期待したい。

術である燃焼設備においても，従来技術の改良

最後に，本書作成当たって多くの方々に協力

型技術開発で経済性に優れ，高燃焼効率も可能

あるいは図表等の利用を快諾いただいた。御関
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