
地域で自立したバイオマスエネルギーの
活用モデルを確立するための実証事業

について

平成３０年６月
資源エネルギー庁
新エネルギー課
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バイオマスとは
 バイオマスとは、「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」。

 バイオマスの利用方法は、製材等に用いるマテリアル利用とエネルギー利用に大別さ
れる。まずマテリアルとして利用し、最終的にはエネルギー利用するというカスケード利
用を行うことで資源の有効活用が可能。

 エネルギー利用として燃焼させるとCO2が発生するが、これは成長過程で大気中から
吸収したCO2であり（「カーボンニュートラル」）、再生可能エネルギーとして位置づけら
れている。

バイオマスのエネルギー利用イメージ
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 バイオマスエネルギーは、①木質、②メタン発酵に大別。再生可能エネルギーの中でも
安定的に発電を行うことが可能な電源で、地域活性化にも資するエネルギー源。

 2012年の固定価格買取制度（ＦＩＴ）開始後、同制度を活用した導入が拡大。
他方、以下の課題があり、現状、ＦＩＴから自立した導入は困難な状況。

 ＦＩＴから自立したバイオマスエネルギーの導入を拡大していくためには、この課題の解
決を図っていく必要がある。

＜課題＞ ：
①ＦＩＴ無しでは採算性の確保が困難 （木質バイオマス発電では、原価の７割は燃料費）

→燃料コストの低減、収入源の多様化
②原料の安定調達確保：長期間にわたる未利用材や廃棄物の安定確保が困難

バイオマスのエネルギー利用の重要性と課題
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木質バイオマス発電のコスト構造

（資料）
平成25年度木質バイオマス利用支援体制構築事業「発電・熱供給・熱電併給推進のための調査」

設備導入量（運転を開始したもの）

バイオマスの種類
及び

買取価格

固定価格買取制度
開始前

固定価格買取制度
開始後

合計
H24年6月末まで
の累積導入量

H24年7月～H29年9
月末までの導入量

未利用材 ２万ｋＷ ４０万ｋＷ ４２万ｋＷ

一般材木材等 １６万ｋＷ ４８万ｋＷ ６４万ｋＷ

リサイクル材 ４４万ｋＷ ４万ｋＷ ４８万ｋＷ

廃棄物・木質以外 １６８万ｋＷ ２１万ｋＷ １８９万ｋＷ

メタンガス ２万ｋＷ ３万ｋＷ ５万ｋＷ

合計 約２３０万ｋＷ １１６万ｋＷ 約３４６万ｋＷ



未利用材による木質バイオマスを始めとしたバイオマス発電は、安定的に発電を行うことが可能な電源となりうる、
地域活性化にも資するエネルギー源である。特に、木質バイオマス発電については、我が国の貴重な森林を整
備し、林業を活性化する役割を担うことに加え、地域分散型のエネルギー源としての役割を果たすものである。

一方、木質や廃棄物など材料や形態が様々であり、コスト等の課題を抱えることから、既存の利用形態との競
合の調整、原材料の安定供給の確保等を踏まえ、分散型エネルギーシステムの中の位置付けも勘案しつつ、規
模のメリットの追求、既存火力発電所における混焼など、森林・林業施策などの各種支援策を総動員して導入の
拡大を図っていくことが期待される。

（参考）政府計画における位置づけ

「エネルギー基本計画」（平成26年4月 閣議決定）

エネルギー利用に関しても、固定価格買取制度を活用した売電の取組に偏り、地域内で循環利用する取組や熱
利用などが十分に進んでいるとは言いがたい。

このようなことが生じている背景には、取組における経済性の確保が課題となっていることに加え、売電の取組以
外に地域が主体となる持続的な事業のモデルが確立していないことが問題であると考えられる。

「新たなバイオマス活用推進基本計画」（平成28年9月 閣議決定）

バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、「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」である。バイオマスは、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素
（CO2）から、生物が光合成によって生成した有機物であり、私たちのライフサイクルの中で、生命と太陽エネル
ギーがある限り持続的に再生可能な資源である。

「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平成１８年３月 閣議決定）

バイオマス発電は、燃料費が大半を占める発電コストの低減や燃料の安定調達と持続可能性の確保などと
いった課題が存在する。こうした課題を克服し、地域での農林業等と合わせた多面的な推進を目指していくこと
が期待される。

第5次エネルギー基本計画（案）
＜平成30年5月19日よりパブリックコメント（意見募集）中＞
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事業性評価（FS)や実証を行いつつ、地域において経済的に自立したバイオマスエネルギー事業を行う際の設備の技術

指針及びシステムとしての導入要件（「バイオマスエネルギー地域自立システムの導入要件・技術指針」）を整備し、ＦＩＴ
に頼らないバイオマスエネルギーの導入促進を図るもの。

（新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）事業。実施期間は平成２６～３２年度）

①全国でヒアリングを実施し、優良事例や課題等を調査（全国約140の対象に実施） 【半年程度】
②調査をもとに「導入要件・技術指針」のα版（仮説）を作成

③事業者からの提案を公募し、事業性調査（FS）を実施＜委託＞ 【１年半程度】

④③のうち厳格なステージゲート審査をクリアしたものについて、モデル実証を実施＜２／３助成＞

【設計・建設１年半、実証３年程度】

⑤必要な要素技術の開発を実施＜２／３助成＞

⑥実証成果の中から、自立可能と判定されたベストプラクティス集（「バイオマスエネルギー地域自立システムの導
入要件・技術指針」）を策定（β版を平成29年9月に公開。随時更新し、平成３２年に完成版を公開）。

 平成29年9月、NEDOのHPにて一般公開後、
平成30年4月までに約8,600件のアクセス数。

 「調達」・「変換」・「利用」・「システム」の4つ
の視点で網羅的かつ簡潔に要件を整理。

 今後とも、事業性評価（FS）、モデル実証事
業などの成果を反映し、アップデート。

導入要件・技術指針 β版公開
（平成29年9月）

本事業の目的・概要
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

第１回ＦＳ 6件

第２回ＦＳ 5件

(株)富士クリーン

設計・建設

バンブーエナジー(株)、 JFE環境サービス(株)

設計・建設

計画・発注
田島山業(株)

ステージゲート審査

第3回ＦＳ 6件

第4回ＦＳ 2件

75/250
(30.0%)

264/500
(52.8%)

572/1050
(54.5%)

1889/1970
(95.9%)

/2300
(  %)

設計・建設

昭和化学工業(株)

執行額/
← 当初予算額

(執行率)

（単位：
百万円)

(導入要件・技術指針の最新情報を反映した更新）
β版作業 完成版作業

調査

α版（仮説）



事業の実施状況

③熱利用を主体にした事業

②山間地における事業

①複合利用事業

事業モデル

メ
タ
ン
発
酵

木
質

④都市ごみ系複合処理事業

⑤工場、団地系の処理事業

⑥酪農家規模の処理事業

実証事業

バンブーエナジー(株)

JFE環境サービス(株)
昭和化学工業(株)

(株)富士クリーン

田島山業(株)

３社

２社

ＦＳ

２社

４社

６社

２社

審査 審査

 平成26年度に実施した全国ヒアリング等を踏まえ、事業モデルを6つに類型化。

 各段階で外部有識者による審査を行い、これまでに事業性評価（FS）を19件実施。
うち5件についてモデル実証事業を実施中。
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○ＦＳ：平成27年度 実証：平成28～32年度（予定）
○国内初の縦型乾式メタン発酵設備により、処理可能な廃棄物の種類が拡大

⇒収入源の多様化
○大型設備により、廃棄物の収集範囲が拡大

⇒原料の安定調達確保
○従来発生する排水処理が不要

⇒コスト低減

（株）富士クリーン＜香川県綾川町＞
メタンガス

(バイオメタン)

家庭ごみ
家畜排泄物など

縦型乾式メタン
発酵設備

実証に進んだ事業例

○ＦＳ：平成27～28年度 実証：平成28～32年度（予定）
○地域で問題となっている竹を燃料化できるよう炉を改良。

⇒燃料コスト低減
○竹燃焼時に発生するクリンカを抑制するため、燃焼温度を灰の融点より低くする必要あり。

国内初のORC（organic rankine cycle）ユニット※を採用し、低温でも熱及び電気を製材工場に併給可能に。
⇒収入源の多様化

○竹をマテリアル利用（建材等）し、販売。
⇒収入源の多様化

○自治体、企業、住民の協力により原料調達
⇒原料の安定調達確保

バンブーエナジー（株）＜熊本県南関町＞
竹

燃焼炉・ORCユニット

田島山業（株）＜大分県日田市＞
林地残材

チッピングロータリー車

チップ

※ORCユニット
シリコンオイル等を熱媒体として利用し、電力と熱の供給が可能。

○ＦＳ：平成27～28年度 実証：平成29～32年度（予定）
○未利用の林地残材を原料として利用。

⇒原料の安定調達確保
○チップ化と運搬を可能とするチッピングロータリープレス車により燃料生産と供給が効率化

⇒燃料コスト低減
○林業従事者にとって新たな収入源が創出

⇒収入源の多様化
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年度
予算額

（百万円）

実績額

実施件数
金額（百万円） 執行率

平成26年度 250 75 30.0%
指針策定 1

FS 0

平成27年度 500 264 52.8%
指針策定 1

FS 11

平成28年度 1,050 572 54.5%

指針策定 1

FS 6

実証 4

平成29年度 1,970 1,889
（暫定）

95.9%
（暫定）

指針策定 1

FS 2

実証 5

平成30年度
（予定）

2,300 － －

指針策定 1

FS 10

実証 6

技術開発 1

予算額・執行額
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【環境省】

(1)地域内エコシステムの対象

地産地消型の持続可能なシステムが成り立つ

規模である集落を主たる対象。

(2) 地域内エコシステムの主体

行政（市町村）が中心となって、地域産業、地

域住民が参画する協議会を設置し、地域の全て

の関係者の協力体制を構築。

(3) 地域内エコシステムの目標

ア 材の搬出経費や燃料の加工費等を極力低

減し、地域への還元利益を最大限確保。その

利益を山林所有者等森林関係者に確実に還

元。

イ 薪のまま燃料とすること等の技術開発に取り

組み、経費を節約。効率の高い熱利用や熱

電併給を実施。

【経済産業省】
地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための
実証事業 ＜対象：民間企業等＞

事業目的・概要：
－ 経済的に自立したバイオマス事業を民間事業者等が実施できるよう、その要
件・指針を策定する。

－ このため、事業性調査（FS）や、
事業採算性見込みのある案件に対する、モデル実証を実施。

木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入
計画策定事業＜対象：地方公共団体＞

 事業目的・概要：
地域における地球温暖化対策（CO2削減）の推進及び生物多様性の保全
に貢献することを目的に、地方公共団体が実施する荒廃した森林や里山等に
過剰に蓄積された木質バイオマス資源を持続的に有効活用する計画策定を支
援する。

【農林水産省】
「地域内エコシステム」構築事業
＜対象：地方公共団体、民間企業等＞

 事業目的・概要：
専門家の派遣等により、選定された地域の関係者に対し、地域でのバイオマス利
用に向けた合意形成や導入可能性についての指導・助言を実施する。

地域内エコシステム構築に
むけ、経産省･農水省で連携

地域内エコシステムについて
（平成２９年７月報告書抜粋）

他省庁との連携・役割分担
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 平成29年9月、「導入要件・技術指針」β版をNEDOのHPにて一般公開。今後とも、事業
性評価（FS）、モデル実証事業などの成果を反映し、アップデート。平成３２年度までに
策定。

 「導入要件・技術指針」を軸に、地方経産局の活用・他省庁の連携により、本成果の横
展開を図る。

①ＮＥＤＯホームページで公開

②事業者や地方公共団体等向けのワークショップを開催
（これまでのワークショップにおいても「参考にして事業化を成功させたい」等との声あり）

本事業の出口戦略

様々な原料の受け入れが可能なメタン発
酵設備による燃料コストの削減・安定調達
システムを実証

↓
同社と同規模の民間廃棄物処理事業者は
各都道府県に２～３事業者存在（約１００
～１５０社）

【実証案件から想定される横展開（例）】

竹を原料とした熱電併給・カスケード利用
の事業性を実証
（約０．３万ha）

↓
西日本地域に多く分布している竹林面積
（約１６万ha） ※農水省
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・本モデルの累積黒字化には１８年必要
（ステージゲート審査時）

・設備普及等により設備費が２割低減し、
また、マテリアル売上高を２割向上させ
れば、累積黒字化年数が９年になると
試算される。

バンブー
・現時点では、本モデルの累積黒字化に
は２２年必要（ステージゲート審査時）。

・設備普及等により設備費が２割低減し、
処分費用の高い廃棄物を処理し収入を３
割向上させれば、累積黒字化年数が１０
年になると試算される。

富士クリーン

全国の未利用林地残材の発生量は
約７２０万t/年

↓
発電に利用することができれば、
約６８万kwの導入

・現状、ＦＩＴ売電以外での木質バイオマス
事業は採算性確保が困難。

・チッパー車の導入・普及により、チップ
価格が２割下がり、熱電併給設備の普
及により資本費・維持費が３割下がれ
ば、累積黒字化年数は１０年になると試
算される。

田島山業



経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

直接コントロールできる部分

事業名：地域で自立したバイオマスエネルギーの
活用モデルを確立するための実証事業（ロジックモデル）
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予算

[32要求] -
[31要求] -
[30補正] -
[30当初] 2,300
[29補正] -
[29当初] 1,970
（単位：百万円）

協力企業等
・NEDO

事業性調査(FS)を実施 地域で自立したバイオマ
スエネルギーの導入要
件・技術指針を策定

採算性が見込める事業
のモデル実証を実施

[測定指標]
2020年度までに6件

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）
本事業モデルの横展開

[測定指標]
[2030年度までに１事業モデ
ルにつき平均10件程度の横
展開]

地域で自立したバイオマ
スエネルギーの導入拡大

[測定指標]
約0.5GW
※ 2012年度～2017年度の
FITによる国産バイオマス発
電導入量と同数値

↓
2030年度のバイオマス発電
量6ＧＷに資する

経済的に自立可能な要件及び
技術指針の策定に反映

経済的に自立可能な事
業モデルの構築
[測定指標]
2020年度までに6件

事業性改善のための要素
技術開発事業を実施


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	事業名：地域で自立したバイオマスエネルギーの�活用モデルを確立するための実証事業（ロジックモデル）

