
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（通称再生

可能エネルギー特措法、以下再エネ特措法と言う）により 2016年 2月時点で、

約 800の新規参入の特定規模電気時事業者における今後の再生エネルギー事業の

成長・成否がカギを握っているとも言われる1。再エネ特措法は、2011(平成 23)年 8月

26日に制定され、世間では電力の「固定価格買制度」、別名 FIT(Feed-in 

Tariff)制度（以下、原則として FIT制度という）気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法（通称再生可能エネルギー特措法、以下再

気時事業者における今後の再生エネルギー事業の成長・成否がカギを握っているとも

言われる2。再エネ特措法は、2011(平成 23)年 8月 26日に制定され、世間では電力

の「固定価格買制度」、別名 FIT(Feed-in Tariff)制度（以下、原則として FIT

制度という）  

                                                           

1 （藤井、2016年） 

2 （藤井、2016年） 
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地域貢献活動の具体的な内容と目的 

2015(平成 27)年、日本は再生エネルギー(以下、再エネと呼ぶ)源の比率を 2030(平

成 42)年までに全電力使用量の 22-24%とする目標を掲げた２。背景には、進む地球温

暖化対策への国際的なミッション”パリ合意 1“もあり、日本では東京電力福島第一原発事

故を契機とした再エネへの転換の必要性も強いのだが、この実現性は、2012(平成 2４)年

に施行された FIT制度によって新規参入した、当初 800 とされ(2016(平成 24)年 2月

時点)、以後も増加する特定規模電気時事業者らの成長・成否がカギを握っているとも言わ

れる 3。同制度は、世間では「電力の固定価格買取制度」として知られ、再エネを使って発

電された電気は、契約時より 20年間、電力会社が市価より高く設定された一定の価格で

買い取ることを約束する。こうした再エネ電力の買取に追加に発生する費用は、「賦課金」と

して、消費者の電気料金に上乗せされ、補填される。この長期保証された特別な電力買取

価格をインセンティブとして、発電事業者の新規参入を促し、自由主義経済の枠組みで再

生可能エネルギーの普及と拡大推進を図ることが本政策の狙いである。 

FIT制度施行当初、設置が安易な太陽光発電所に 40円/kWh４という魅力ある買取

価格が設定された結果は、大小の投機目的を持った事業者を呼び込み、2016(平成 24)

年までに FIT認定量の約９割を事業用太陽光が占め(資料 1)、アンバランスな供給市場

と、送電線の空き容量不足等予想外の事態も観察される。また、風力発電、地熱発電等

も将来に向けた多くの可能性を秘め、地理的な適合条件が高い地域を中心に事業計画が

進んでいる５。しかしこれらの開発は、専門事業者の高い技術と大きな資力を要し、開業まで

には専門調査や、環境アセスメント、住民との話し合いを含め 10年前後の大がかり、かつ長

い工程が避けられないため、実際の発電所建設が地域で表出してくるのはこの先であろう。 

本稿は、木質バイオマス 6エネルギー化が有する、地域振興手段としての側面、もしくは対

象地域に社会変化を起こす契機としての役割に注目して、第一段階の基礎的調査を行った

結果を纏めて報告するものである。興味関心の第一は、木質バイオマスエネルギー開発が、

他再エネ電源と多少異なり、設計方法や連携の仕方によっては、地域が主体となった運営

の可能性を秘め、もしくは地域資本を生かし、経済的に地域に貢献する可能性、もしくは必

要性を有していることである。それとても大手資本も多く参入している現実の前に易しい挑戦

ではない。しかし、この可能性が現実になるとしたら、それを可能にする環境やメカニズムは何

だろうか。この疑問を解くために、全国で地域連携によって成立した発電所と周辺の自治体を

幾つか訪問し、その地域との関係性、貢献度、材の供給体制を中心として地域連携構築の

合意形成に至った流れや、事業化への工夫や課題について基礎的調査、取材を行った。 

1. COP21第 21回気候変動枠組

条約締約国会議で採択された協

定。 

2. 経済産業省(総合資源エネル

ギー調査会 基本政策分科会 

長期エネルギー需給見通し小

委員会)において 2030(平成

42)年の我が国のエネルギー供

給のあり方をめぐる「エネルギー

ミックス」（電源構成）が議論

され,経産省・環境省のつば競

り合いの結果決定に至ったもの

（2015(平成 27)年） 

3. 藤井、2016年、また本文内は

発電事業者と記載。 

4. 10kW以上発電区分。太陽

光発電の買い取り価格は次年度

は 36円/kwh に下がり、以後漸

減されている。 

5. 北海道、青森県、岩手県、岐阜

県、熊本県、宮崎県で筆者が都

道府県担当職員に聴取。事業

化されるレベルが対象。 

6. 「バイオマス」とは、生物資源

（bio）の量（mass）を表す

言葉であり、「再生可能な、生

物由来の有機性資源（化石

燃料は除く）」のことを呼びま

す。そのなかで、木材からなるバ

イオマスのことを「木質バイオマ

ス」と呼び主に、樹木の伐採や

造材のときに発生した枝、葉など

の林地残材、樹皮やのこ屑など

のほか、住宅の解体材や街路

樹の剪定枝などの種類がありま

す。（林野庁 HP、一部略） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC21%E5%9B%9E%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E6%9E%A0%E7%B5%84%E6%9D%A1%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B4%84%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC21%E5%9B%9E%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E6%9E%A0%E7%B5%84%E6%9D%A1%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B4%84%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0
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資料 1 出典：資源エネルギー庁 

次に、林野庁は木質バイオマスエネルギー８の開発結果が林産物のオプトアウト先となるこ

とにより、困窮する林業界の活性化を促し、循環する林業が導かれ、ひいてはより良い森林

保全が可能になると説明している。背景としては、日本の森林は、戦後の過伐後に行われた

拡大造林政策の結果として、再び豊かな森林蓄積量を有し、伐採の時を迎えている事実が

ある。しかし現実は、伐出しても低い材価と高い伐出・運搬コストの結果収益が生まれず、ま

してや必要な間伐作業等の手入れができず、荒廃している森林が多い。木質バイオマスエネ

ルギー賦存量は、現在の蓄積量と NEDO の示す平均 4.55㎥/ha の森林の年成長率を

考えれば、数値上利用予定量を超えて増加可能である。FIT制度では、山野にうち捨てら

れている「未利用材」の活用を促すため、これを利用した発電には、伐・搬出にかかるコストを

見越した 32円/kWh の価格が付与されているとされる 7。気になることは、木質バイオマス

発電電が 2020(平成 32)年までに 1.5倍の 170万ｋW へ増加が報道されている 8。そ

の根拠は太陽光の買取価格低下により、今やバイオマス発電の収益性に優位性が出たため

と説明されているが、太陽光と異なり、木質バイオマスは、短期間においては有限な資産であ

り、人や社会は再生産の仕組みを維持できる体制をもっているのだろうか。 

 

発電に恒常的に使用される材の量は少なくない。毎日の取材と、持続のためには、材を搬

出しながら森林の再生作業を担当する林業関係者の便益も必要な要素であろうことを意識

しながら、調査は、アクターとして現地の素材生産業者から行政担当者迄を広く対象とした。 

７. 2017(平成 29)年実績一般

木材の買取価格＝24円

/kWh。 

8. 木質バイオマスエネルギーは、

近年の技術開発により、石油

に匹敵するエネルギー量を有

する。しかし、熱ならば 8割の

エネルギー交換が可能である

のに対し、発電では 2割と非

効率さが目立つ。1997年、

通称京都議定書が合意され

た頃より、日本の林業地域で

は、欧米の前例を倣い、幾つ

かの地域で小型の木質バイオ

マスボイラーを導入し、従来使

用されていた化石燃料を置換

することで CO2削減と共に化

石燃料代相当分を間伐コス

トに廻す様式の導入を検討し

てきた。木質バイオマス熱を町

内の公共施設で利用するシス

テムを確立し、環境未来都市

認定を受けた北海道下川町

や、駅前に人々の賑わいを創

りだすスマートシティに、木質バ

イオマスで熱供給を行っている

岩手県紫波町は、この類型に

属する当時の花形旗手であ

る。「発電」と「熱利用」は分け

て取り扱う必要もあるが、本稿

は、熱利用も含めた木質バイ

オマスエネルギー化施設全体

を「木質バイオマスエネルギー

施設」と呼び、「木質バイオ

マス発電所」と区別する

が、地域において木材の搬

出経路や、森林資源を巡

っては共用、もしくは競合
、、

の

関係となりえる。 
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地域貢献活動の主な特徴及び特筆すべき点 

FIT制度施行から 5年目にあたる 2017(平成 29)年は、日本全国でバイオマス発電所

の稼働が目立つようになっている。(資料２) 林野庁によると同年 3月末で 61 か所が稼働

しており、更に未利用材を利用する発電所の認定数は 122 となっている。 

 

資料 2 http://www.mori-energy.jp/hatsuden1.html  2018.2.24閲覧 

本稿の調査地は、県内の木質バイオマス発電事業者数、林業生産量もしくは、材の搬出経路として地理的に重

要とされてきた地域を意識して選定した。次に、発電効率を求めているだろう沿岸の大型発電プラントや混焼や外材

等の利用を公言する発電所を除き、事前調査により、地域連携の取り方に独自性を見せている大小のバイオマスエ

ネルギー化施設に注目して、取材交渉を行い、2017(平成 29)年度末迄に調査実施できた結果が下記である。 

# 都道府県 タイプ 訪問先 
稼働開

始年 

主なアクター 

(資本元） 
発電量 年間 

1 宮崎県 沿岸型 

中国木材(株）日向工場 

バイオマス発電設備他・ 

宮崎県 

2015 
中国木材（株） 

大手製材会社 
18,000kw 

製材料の

うち約 6

割＋のカス

ケード利用 

2 大分県 内陸型 
(株)グリーン発電大分 

天ケ瀬発電所<日田> 
2013 

(株)モリショウ 地元 

廃棄/バイオマス 
約 5,700kw 6万トン 

８. 日経新聞 2017.9.7 

http://www.mori-energy.jp/hatsuden1.html　%202018.2.24
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3 熊本県 
内陸型 

熱利用 

小国町役場・森林組合・ 

熊本県 
2017 小国町 

公的施設の熱

供給＊

550kw 

ー 

4 岐阜県 内陸型 
(株)岐阜バイオマスパワー  

(及高山市熱利用事例聴取） 
2013 地元起業家 6,250kw/h 9万トン 

5 岩手県 内陸型 
花巻バイオマスエナジー 

岩手県（書面連絡) 
2017 

タケエイ(㈱T・V エナ

ジーホールディングス) 

（廃棄物・環境） 

6,250kW 6万トン 

6 岩手県 
内陸型 

熱利用 
紫波町(農林公社） 2012 紫波町・他三セク 熱配給事業 1000 トン 

7 青森県 内陸型 

青森県 

(津軽バイオマスエナジー、弘前

市他企画状況を聴取) 

2013 

地元＋㈱T・V エナジ

ーホールディングス

（廃棄物・環境） 

6,250kw/h ー 

8 北海道 沿岸型 
苫小牧バイオマス発電（株） 

(株)イワクラ 
2017 

イワクラ・北海道ガス 

・三井物産・ 

住友林業 

約 5.9MW 4万トン 

9 北海道 内陸型  
北海道下川町・森林組合 

議会・運輸・報道関係者 
計画中 

三井物産・ 

北海道電力 

熱供給有 

＋熱電併給 

1,815ｋＷ 

ー 

10 北海道 
沿・内併 

熱利用 
鶴居村・森林組合 計画有 鶴居村 

薪・ペレット製

造等、バイオ

ガス検討 
未確認 

 ＊表記はいずれも 2017(平成 29)年度に筆者調査時点、記載内容は公共資料・もしくは取材時聴取事記載  

 調査実施時期 北海道、熊本、大分＝2017(平成 29)年 7月  宮崎県、岐阜県、岩手県＝2018（平成

30)年 1月 （一部に筆者の別調査結果（2018.2月等）を含む） 
 

まず、自治体の積極推進事例を熊本県と九州の周辺地域から紹介する。

熊本県は、全国第 6位の木材生産量を誇り、戦後 70年を経て、県内の

杉・ヒノキ人工林も利用期を迎えている。間伐対象森が全体の約 39％である

が、主伐対象は更に増えて 59％になっている。2017(平成 29)年 8月時点

で九州には、13 の木質バイオマス発電所があり、うち 11基が稼働中である。

2基を除いて比較的海に近い（5㎞程度）場所に位置する。2基とは、

（株）グリーン発電大分 天ケ瀬発電所とその比較的近くに位置する（株）

エフォン豊後大野である。熊本県内は 2 か所（①日本製紙（株）八代工

場と②（株）有明グリーンエネルギー）が稼働中であり、いずれも 5,000kw

サイズである。どちらも海岸から 5㎞～7㎞に位置しているが、①はヤシガラを

併用し、②は未利用材を原料とする。この他にバイオマスボイラーも増加してい

る。九州全域で約 300基、熊本県内で約 147基である 9。熊本が圧倒的

に進んでいるのは県の施策「くまもと型地域循環システム」によるもので、大部

分が重油使用からの転換を意図して、園芸ハウス用加湿器が対象となる。環

資料 3 九州の木質バイオマス発電所 出典：熊本県 
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境モデル都市認定を受けている熊本県小国町では、木質バイオマスボイラーが熱供給目的

で導入開始されているが、町内の材は、同町森林組合を通じて隣接する大分県日田市の

(株)グリーン発電大分天ケ瀬所にも搬入されている。同発電所では、近隣市町村を含む

13 の事業者から FIT認定有無別で材(原木)の提供を受ける契約を結び、連日大型トラッ

クが原木を搬入し、場内でチップ化され、年間 6万トンの木材が消費されている。 

次に、公開資料とこれまでの筆者の調査により、全国的な傾向を紹介していきたい。まず、

事業体は、特に沿岸型に大型施設を伴った大手資本（商社、製紙会社、電力・ガス会

社、環境産業を狙う廃棄専門会社等）の顔が並ぶ中、地元企業やバイオマス発電に特化

した企業の参入も見受けられる。発電所は、熊本同様沿岸型と内陸型に分化が見え、とり

わけ沿岸型の台頭が目立つ。内陸型は、山村が材の伐出現場に近く、元来コスト効率を追

求できる場所と理論づけられるのに対して、沿岸型は外材・ヤシガラ等・混燃材輸入の場合

の利便性、製材品、製紙用材の移動、輸出、用地確保、工場設立の容易性に優れてい

る。筆者が取材した、苫小牧市と日向市の事例では、製材・木質製品生産の端材・おが粉

をバイオマス発電に利用する「カスケード利用」としてのバイオマス発電が組み込まれているた

め、ロケーションは必然として産業の川下である沿岸が合理的となっていた。また、利便性の

優れた臨海部にあった工場予定の遊休地が積極的に活用される傾向も顕著である。 

行政の関与は、FIT制度の認定が地域の経済産業局の所管であり、FIT法改正

(2017(平成 29)年)以降、地元自治体でも事前に法人の事業計画が連絡され、確認を

行うようになったが、改定前は一部に発電所着工に気が付かない事例も存在した 10。現在、

広域・もしくは基礎自治体での再エネ事業推進に関する関与は、自治体によって異なり、再

エネ導入に積極的な目標を掲げ専門部局を設置する自治体、林務課が林業活性化を推

進するケース、もしくは遊休地への企業誘致に積極的な事例目立つ一方で、自治体の行政

課題として、再エネ事業の利得・便益が受け止められていない自治体も多く存在する。 

本調査対象の“発電”事業者は 11、「木質バイオマスエネルギー利用は、構想は前から抱

いていた。しかし事業化を考えると、FIT制度によってはじめてバイオマス発電所・工場の経営

の算段がたった。」と言う。運営に際して、未利用材区分の売電価格の恩恵を積極利用する

傾向は顕かであり、これは木材のカスケード利用や、端材や廃材、流木利用の利活用を一

義的な目標と掲げる発電所であっても、買取価格の高い未利用材を使用すると利益率が上

がる効果は、経営観点から打消せない魅惑な要件となる。これに対して木質バイオマスの“熱

利用”は、採算性ではなく、地元産業(林業)活性化のため、補助金を活用しながら地元自

治体が政策化し、木の駅プロジェクト 11等で、小径木、雑木等を自力で集材し、地域が連

携しながら小規模な地域活性化を図っている事例が多い。 

9. 2015(平成 27)年時数

値。2012(平成 24)年時に

は、導入 3地域 60台だっ

た。（熊本県資料より） 

10. 経済産業局を中心とした

FIT認定情報共有の仕組み 

(電源技術、2017(平成 27)年

7月号) 下図中央部が経産省

のデータベースで、右下が自治体 

 

11. 筆者の対象先は、地域

連携が何らかうまく図られてい

る想定の元で取材先を設定

しているため、聴取内容に多

少のバイアスは否めない。 

12. 全国の林業地で広がってい

る、林地残材（間伐材、小径

木、端材等）を自前の軽トラック

等で搬入した人に、地域通貨な

どで小遣い程度の代価を支払

い、薪材等に活用しながら森林

整備を進めようという、地域の自

主的な営み。 

http://kinoeki.org/mod

ules/pico3/index.php?c

ontent_id=15 
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写真左：(株)岐阜バイオマスパワーのチップヤード。水分の多い D材～端材、枝葉が燃焼できる （右端） 

右：同形の材を積み上げて集材場の使用効率を上げている例。 苫小牧の（株）イワクラ 

下：花巻バイオマスエナジーでの不揃いな D材の機械薪割り実験とチップ化への試み 

ほぼすべての対象者が、毎日の集材と収支＝コスト管理を、今後も続く厳しい

課題と認識している一方で、多くの発電事業者が、経営安定化の為に二号機

の建設を視野に入れている。広域行政（都道府県）等で管理されているデー

タ上の「未利用材」量は、使用予定量を上回る事が多いため、問題は露呈され

にくいが、実態はより詳細に分析が必要である。事実として、地域の森林組合や

素材生産業者にとって、これまで売り先を探すだけでも大変であった C材以下の

材をいつでも低価格で買い受ける約束を掲げている発電事業者は、地域の森

林組合や素材生産業者にとって、安定的かつ安易な現金収入の方法として歓

迎されている。搬入先に選択肢がある場合、買取価格、買取形態（搬入の容

易さ）と発電所までの運送距離、そして安定性が取引決定の決め手となり、そ

の動きは、水が高いところから低いところに流れる如き自在性を持つと表現する人が多かった。 

特筆すべきは、筆者が調査を行った地域においては、発電用の材の供給を可能とするため

の新しい組織体、新しい搬出経路が形成されつつあることである。例えば、日向市の中国木

材（株）では、設立を契機に「中国木材原木供給協議会」が誕生して、森林組合、素材

生産事業者、木材協同組合の各連合が県行政立ち会いの下、利害関係、量、価格の調

整機能を持つ新しい供給システムが確立している。これらは従前から存在する製紙用チップ

材の供給ルートとは別に新規に成立した流れであり、時に市場を通過しない方法で、自己の

ため、地域のため、計画的な材の伐出をと効率化が協業的に思案されているかと見える。一

方で、地域において材の争奪戦が起こっている事実は、チップ原料の価格高騰現象からも容

易に推測可能であり、材の不足や、製材できる木材のチップ化や濫伐の可能性を懸念する

論も少なくない１２。原料の高騰は利幅を減らし、また弱肉強食の世界で小規模事業者がど

のような経営を続けていくのか、その現実は見えない。更に循環の原動力として鍵を握る山主

13. 発電事業者は買取の際に

未利用材である「証明書」の有

無で価格を分けていることが多

い。また、証明書の発行には、植

林義務が付随する等理論的に

森林を保護する策が包摂されて

いるが、チェックには限界がある。 
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への利益還元や、情報の共有化はどのように起こっているのか、林業の担い手不足の問題

は、搬出量の増加にどう影響するのか、今後の調査へ課題は尽きない。 

長期視点の課題は、全ての対象地から林道整備を求める声の強さである。現状におい

て、間伐、皆伐作業は高性能林業機械を用いながら、最小限の人工、機械・作業車を効

率的に活用する施業方式によってコスト要件を満たしているが、十分な道幅の林道不在が

無いところでは、伐出計画が立てようもないのが現代の林業であるし、林道整備を個人山主

や民間事業主に求めるのは無理な相談である。最終的に求められる FIT制度のエンドシナ

リオは、生産コストの低下により、自由化される電力市場において勝ち残れる競争力ある価

格の実現だが、この工程を自由主義経済のスキームで実現するには多少の無理が見える。 

 

写真（上）は、北海道鶴居村の林道にて。作業は、ほぼ機械化され、女性技能者 1名で行われていた。 

地域貢献活動の成果と今後に向けた課題 

FIT制度は、木質バイオマス発電という新しい木材用途の提供を通じて、長らく停滞して

いた林業の活性化を促していることが各地の事例から確認できるが、一方で材の供給に限界

が見える地域が存在し、計画的な森林経営や当該地域の便益になっているかは未知数で

ある。また、これを支える、新しい形態の地域連合の萌芽も一部で確認できているが、それら

が機能するメカニズムは明らかにされておらず、むしろ民間活動下にあって見えにくい。かなる

状況だからこそ、特に森林を抱える中山間自治体では FIT制度の影響を功罪二局面から

分析した上で、地域資産の活用法に、合理的かつ現実的な対応を検討する必要がある。 

本題の議論は、最終的に、日本政府が国策として、まとまった一定の電力量を再エネ由

来電源に転換することを意図して推進する FIT政策の一部として評価すべきマクロレベルの

視点による考察と、持続する地域社会の地域資本としての森林の活用法、経済効果を分

析し、均衡をとってミクロに評価する二軸が必要であろうと考える。しかし紙幅の都合上、この

議論は、調査の進む次年度以降別に機会を求めたいと考えている。 

謝意：ご多用中こころよく丁寧に取材に応じていただいた皆様の他、取材先へ紹介の労を

お取りいただいた方々、その他本取材を支援頂いた各位に心より感謝を申し上げたい。 
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