
木質バイオマス利用の現状と目標
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○ 木質バイオマスのうち、製材工場等残材と建設発生木材は、製紙原料などとしてほぼ利用済み。

○ 他方、間伐材等の林地残材の利用率は低位。木質バイオマスのエネルギー利用を進めるためには、林
地残材の活用が不可欠。

○ これまでの取組により、間伐材等由来の木質バイオマス利用量は、平成24年の「再生可能エネルギー
の固定価格買取制度（FIT）」の開始以降、急速に増加。平成28年の実績は、前年比59％増の445万m3。
同年の素材生産量の約22％に相当。

（年）
出典：木材利用課調べ（～平成26年）、林野庁「木材需給表」（平成27年～）
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間伐材等由来の木質バイオマス利用量木質バイオマスの利用状況

国産材 445万m3 76.7%

輸入材 135万m3 23.3%

平成２８年木質バイオマス利用量（国産、輸入別）

出典：林野庁「木材需給表」（平成2８年）

※平成37年は1，040万トンの見込み
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注１：バイオマス活用推進基本計画（原案）〔平成28年度第4回バイオマス活用推進
専門家会議資料〕より作成

注２：年間発生量及び利用率は、各種統計資料等に基づき、平成26年末時点のも
の （一部項目に推計値を含む）。

注３：製材工場等残材、林地残材については乾燥重量。建設発生木材に
ついては湿潤重量
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※H37林地残材発生量は1,040万トンの
見込み
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資料：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト （資源エネルギー庁）等を参考に作成。平成29年9月末時点
認定容量は全て「バイオマス比率考慮あり」の値。

○ 平成29年9月末現在、「再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）」 の設備認定を受けた木質バイオマス発電所

は473か所が認定済みであり、このうち82か所で稼働。主に未利用木材を使用する木質バイオマス発電施設は、115か

所が認定済みであり、このうち53か所で稼働。

主な燃料 未利用木材
（間伐材等）

一般木質・
農作物残さ

(輸入材、製材
端材等)

リサイクル材
（建築廃材） 計

小計 (2,000kW未満) (2,000kW以上)

設備認定済 115件
（122件）

61件
（65件）

54件
（57件）

348件
（358件）

10件
（39件）

473件
（519件）

うち稼働中 53件
（60件）

15件
（19件）

38件
（41件）

25件
（35件）

4件
（33件）

82件
（128件）

都道府県名 総容量（kW）
主に未利用材を利用す
る発電施設における認
定容量/総容量（％）

１ 茨城県 1,632,725 2.1
２ 島根県 903,961 0.9
３ 愛知県 781,264 0
４ 福岡県 708,385 0.8
５ 福島県 553,565 5.9
６ 静岡県 530,626 2.5
７ 北海道 522,459 14.9
８ 宮城県 492,326 0.3
９ 山口県 479,117 0.4
10 京都府 445,768 0

■ 木質バイオマス発電施設の認定容量上位10都道府県

■ 木質バイオマス（未利用材由来）発電施設の認定容量上位10都道府県

都道府県名
主に未利用材を利用す
る発電施設における
認定容量（kW）

主に未利用材を利用す
る発電施設数

１ 北海道 77,987 9
２ 大分県 47,416 4
３ 鹿児島県 41,358 8
４ 宮崎県 39,590 7
５ 茨城県 34,719 5
６ 福島県 32,575 7
７ 兵庫県 25,059 5
８ 新潟県 20,666 4
９ 長野県 18,760 5
10 青森県 14,010 5

■ 木質バイオマス発電施設の認定状況

2

木質バイオマスのエネルギー利用（発電利用①）

※（）内は、R P SからF I Tへの移行認定分を含めた数値
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○ FIT導入後の設備認定容量の推移を見ると、
① 主に一般木質・農産物残さを使用する発電施設については、輸入チップ、PKS等を燃料とする大規模施設の申請が多い。
平成30年度から、10,000kW以上の発電施設の買取価格については、入札制度を導入（10,000kW以下は24円/ｋW）

② 主に未利用木材を使用する発電施設については、平成27年度の2,000kW未満の買取価格設定後、小規模なものの申請が増
えてきている。

資料：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）等
を参考に作成。平成29年9月末時点

一件あたり
認定量（kW）

26年度 27年度 28年度

主に未利用材 5,721 3,287 1,012

主に一般材 31,497 28,286 32,839

木質バイオマスのエネルギー利用（発電利用②）
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■FIT開始後新規設備認定を受けた木質バイオマス発電施設の１件あたり認定量の推移
■平成30年度調達価格及び調達期間

認定容量導入容量

認定容量

導入容量

（主に未利用木材）
■ FIT開始後新規設備認定を受けた木質バイオマス発電施設の導入量の推移

（主に一般材（PKS、パーム油含む））

バイオマ
ス

メタン
発酵

未利用木材
（2,000kW

未満）

未利用木材
（2,000kW
以上）

一般木材
（10,000kW

未満）

一般木材
（10,000kW

以上）

一般
廃棄物

リサイクル
木材

調達価格 39円 40円 32円 24円 入札で決定 17円 13円

調達期間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間

万kW万kW

1,167

48

40

59



○ 木質バイオマス発電におけるエネルギー変換効率は、蒸気タービンの場合、通常20％程度で、高くても
30％程度。これに対して、熱利用では80％以上を実現。木質バイオマスの利用に当たっては、エネルギー効
率を高める観点から、熱電併給を含めて、熱利用を積極的に進めることが重要。

○ 他方、熱利用に当たっては、①事業者自らが熱の需要先を開拓することが必要であること、②熱の販売価
格が固定されていないことなどから、関係者による安定利用のための検討が必要。

○ 従来、木質資源利用ボイラーは、製材工場等の熱の自家利用が中心だったが、最近では、公共施設や温
泉施設、農業施設における導入が進展。これまで約2,000基が設置。
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出典：平成23年度森林・林業白書

木質資源利用ボイラー数の推移

注 ：平成26年までは年度末、平成27年以降は年末のボイラー数。
出典：平成26年までは林野庁木材利用課調べ。平成27年以降は「木質バイオマ

スエネルギー利用動向調査」。

木質バイオマスの熱利用

4



（参考）木質バイオマス熱利用・熱電併給事例集について

〇 林野庁では、木質バイオマスによる熱利用・熱電併給を
進めるため、都道府県の協力を得て、各地における熱利
用・熱電併給の取組事例を収集・整理した「木質バイオマ
ス熱利用・熱電併給事例集」を取りまとめて、平成29年11
月に公表。

〇 本事例集では、これから熱利用・熱電併給に取り組もう
とする方々の参考となるよう、それぞれの取組について、
実施体制や燃料、熱利用施設、収支などに関する詳細な情
報を分かりやすく記載。

・薪を燃料とした熱利用17事例（千葉県南房総市、鳥取
県智頭町、岡山県西粟倉村等）
・木材チップ・木質ペレット等を燃料とした熱利用18事
例（北海道下川町、福井県あわら市、山梨県北杜市等）

・熱電併給4事例（宮城県気仙沼市、岐阜県高山市等）

〇 木質バイオマスによる熱利用・熱電併給の取組の一層の
促進に向け、各地方公共団体等における活用を期待。

〇 本事例集は、林野庁ＨＰの以下のアドレスに掲載。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/171109.html
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木質バイオマス利用拡大に向けた今後の主な取組

〇 搬出間伐や路網整備による木質バイオマス供給体制
の整備

〇 木質チップの製造施設など関連施設の整備

〇 「地域内エコシステム」の構築
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林業の生産性と経営力の向上
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（参考）高性能林業機械の保有状況の推移
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林業成長産業化総合対策 【平成30年度予算額 23,470百万円】

意欲と能力のある経営体に森林の経営・管理を集積・集約化する新たな森林管理システムを構築することが見込
まれる地域を中心として、路網整備・機械導入を重点的に支援するほか、主伐・再造林の一貫作業の推進、川中・
川下との連携強化、ＪＡＳ無垢材の利用拡大など、川上から川下までの取組を総合的に支援します。

川 上 川 中 川 下
森林所有者 素材生産業者等 製材業者、合板業者等 木材需要者

意欲と能力のある経営体 JAS無垢製材品等を製造する業者
需要の開拓に意欲のある者

工務店 建設会社 ハウスメーカー 等

（木材産業等競争力強化対策）（持続的林業確立対策）

木材加工流通施設等の整備
・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的な供給体制を構築

木造公共建築物等の整備
・ＣＬＴの活用など木材利用のモデル性が高い施設の木造化・木質化を重点的に支援

木質バイオマス利用促進施設の整備
・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む「地域内エコシステム」を重点的に支援

特用林産振興施設の整備
・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など特用林産物の生産基盤等の整備を支援

・新たな需要につながる非住宅分野を中心としたJAS無垢材、CLT等の利用促進
・高付加価値製品による海外需要の開拓
・ＣＮＦなどのマテリアル開発支援等

木材需要の創出・木材産業活性化対策

・ＩＣＴの活用支援（需給マッチング、路網整備の効率化のための人材育成等）
・「緑の雇用」による施業現場の管理者の育成や労働安全対策

意欲と能力のある経営体の育成
・主伐を行う素材生産業者等の規模拡大等を支援

路網整備
・木材の搬出コストを低減する

ための基盤整備

高性能林業機械導入
（購入、リース）

搬出間伐の推進

資源高度利用型施業
・主伐時の全木集材、それと一貫して行

う再造林の実施

民国
連携

民国
連携

林業成長産業化地域創出モデル事業
・新たな森林管理システムを活用して先進的に
取り組む地域をモデルとして支援

民国
連携

意欲と能力のある経営体との連携を前提に支援新たな森林管理システムを構築する地域に対し重点的に支援

森林整備事業（成長産業化路網枠）

【8,000百万円】

コンテナ苗生産基盤施設等整備
・造林のコスト削減に資するコンテナ苗
の安定供給

林業成長産業化地域保全対策事業
・山村地域の防災・減災対策

森林整備地域活動支援交付金等
・施業の集約化に向けた境界の明確化
・地域の自伐林家等への支援

民国
連携

ＩＣＴ、人づくりによる成長産業化支援対策

・木材を低コストで安定供給する体制を整備するため、意欲と能力のある経営体等が行う設備投資等に対する融資
を充実

川上・川下連携による成長産業化支援対策 【2,481百万円】

林業・木材産業金融対策 【698百万円】

連携 連携

林業・木材産業成長産業化促進対策 【12,290百万円】

川上から川下までの連携による木材の安定供給や流通コストの削減

・森林資源保全対策
（鳥獣害、病虫害対策等）
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報告書の公表（平成29年7月）

（左から、松村経済産業副大臣、世耕経済産業大臣、山本農林水産大臣、礒崎農林水産副大臣）

農水・経産大臣の基本合意書（平成28年10月）

「木質バイオマスの利用推進に向けた共同研究会」の開催

○ FITの導入以降、大規模な発電施設の増加に伴い、燃料材の輸入が増加するとともに、間伐材・林地

残材を利用する場合でも、ペレット化により燃料の製造コストがかさんだり、送電線設置の負担が増
大。

○ 平成28年10月に、農水・経産両大臣は、森林資源をマテリアルやエネルギーとして地域内で持続的

に活用するための担い手確保から発電・熱利用に至るまでの「地域内エコシステム」の構築を目的と
する「木質バイオマスの利用推進に向けた共同研究会」を設置。

○ その後、３回の研究会を開催して、新たな木質バイオマスの推進方策について検討を行い、平成29
年７月に報告書「『地域内エコシステム』の構築に向けて」を公表。
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「地域内エコシステム」の考え方

「地域内エコシステム」の一つのイメージ

○ 住民が地域内の森林から生産した薪等を自ら
施設に搬入。

○ 温浴施設、医療・福祉施設、公営住宅等の熱
利用施設に薪ボイラーを導入し、重油焚きボイ
ラーによる熱供給に転換

○ 薪ボイラーに小型（10kW未満）発電機を組み
合わせ、系統接続を伴わない形で電力も供給。

(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。
(4) 地域内エコシステムの手法

集落を対象とした系統接続をしない小電力の供給システムや、行政が中心となって熱利用の安定的な需要先を確保
するシステム、木材のマテリアル利用の推進により端材等の活用を促進するシステムを構築。
(5) 地域内エコシステムの推進方策
低コスト化を図るとともに、PDCAサイクルによる検証を実施。国としても一定の支援の枠組みを検討。
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「地域内エコシステム」のモデル構築

〇 平成29年度は、「地域内エコシステム」の構築に向けたF/S調査を全国３箇所で先行的に実施。経
済産業省も、３箇所でモデル事業を実施中。

○ 平成30年度から、補助事業により、本格的なモデル構築への支援を開始。

（２）平成30年度事業 公募スケジュール
平成３０年５月中旬にF/S調査対象地域及び地域協議会立ち上げ・運営支援対象地域の公募開始。
６月中旬に調査対象地域の決定予定。

実施地域の決定F/S調査対象地域等の公募

H30.７月上旬H30.６月上旬～

F/S調査等実施

H30.７月中旬～

成果報告

H31.3月中旬

（１）平成29年度 先行的な取組（3箇所でのモデル事業の実施）
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