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木質バイオマス熱利用の拡大
― 熱利用の意義と加速度的な拡大に向けた方策 ―

一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会副会長 加　藤　鐵　夫

１.はじめに

パリ協定の発効を受け、世界で脱炭素
社会への転換が本格化し、世界の経済、
社会のあり方を大きく変化させるエネル
ギー転換が進んでいる。わが国でも、「地
域循環共生圏」の創造を目指す新たな「環
境基本計画」の策定や、「エネルギー基
本計画」の見直しが行われ、また「長期
低排出発展戦略」策定に向けた議論も政
府全体で統一的に進めることが決まるな
ど、エネルギー政策に関して様々な動き
がある。
そのような背景の中で、木質バイオマ

スエネルギー利用の促進は、脱炭素社会
の構築に寄与するとともに、わが国の森
林資源の整備や林業の活性化、農山村経
済の活性化と雇用の場の確保等に貢献す
ることができる。中でも、木質バイオマ
スエネルギー利用のうち熱利用について
は、他の再生可能エネルギーに比べて有
効であるとともに、地域の多様な熱需要
に対応可能であり、林業者、燃料供給業

者、エネルギー供給者等地域の全ての主
体に地域内メリットをもたらす可能性が
高い。
一方で、2012 年に再生可能エネルギー

の固定価格買取制度（FIT 制度）が発足
以来、木質バイオマス発電は急速に拡大
したが、熱利用については、技術的、政
策的な課題が存在し、発電ほどの急速な
拡大は見られていないのが実状である。
これらを受けて、脱炭素社会の構築や

地域活性化に貢献できる木質バイオマス
熱利用について加速度的な拡大を図る必
要がある。

２.木質バイオマス熱利用の
導入状況

現在、日本で、産業用および民生業務
用として導入されている木質バイオマス
ボイラーの数は、約 2,000 基となって
いる。日本の木質バイオマスボイラーの
導入台数の推移は、2008（平成 20）年
度頃から、重油高を背景として導入台数
が増加してきたが、近年は横ばいとなっ

ている（図－１）。また、導入台数の業
種別内訳では、製造業（33％）および農
業（19％）で半数を占めている（図－２）。

３.木質バイオマス熱利用を
進める意義

改めて、木質バイオマス熱利用の有効
性を整理すると、以下のとおりである。
【他の再生可能エネルギーに対する優位
性】

・太陽光や風力などは発電に偏るが、木
質バイオマスは熱利用に貢献できる。

・木質バイオマス熱利用は、高温の蒸気
も供給可能であり、産業用熱利用など
において他の再エネ熱では供給できな
い熱を供給できる。

・木質バイオマス熱利用は、欧州を中心
に技術が発展し、確立した信頼性の高
い技術となっている。

【地域活性化への貢献】
・地域での取り組みは、地産地消、雇用
の拡大等により地域経済への直接的効
果が高い。

図－１　日本の木質バイオマスボイラーの導入台数の推移

出典：平成26年までは、林野庁木材利用課調べ。平成27年からは、林野庁「木質バイオマスエネルギー利用動向調査」。

図－２　業種別ボイラー数
出典：林野庁「平成 28年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」
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・地産地消により、輸送コストが割安で
CO2排出も少ない。

【経営リスクの低減】
・化石燃料価格は国際商品として乱高下
するが、木質バイオマス価格は比較的
安定的で経営リスクが少ない。

【森林資源の整備】
・未利用材の有効利用になり、ひいては
森林資源の整備につながる。
地域で木質バイオマス熱利用を進める

ことで、域外資金流出の抑制や域内経済
循環の創出を実現しながら、多面的なメ
リットを地域にもらたすことが可能とな
る（図－３）。

４.木質バイオマス熱利用の
加速度的な拡大に向けた
方策

(１)加速度的な拡大に向けた野心的
な目標の設定

脱炭素社会を実現するためには、停滞
している最近の木質バイオマスボイラー
の導入状況等に対し、木質バイオマス熱
利用の加速度的な拡大が必要となる。そ
のためには、木質バイオマス熱利用の推
進目標を掲げ、関係者の意識統一を図り
つつ、取り組みの強化を図っていくこと
が重要である。
そこで、当協会としては、「2025 年ま

でに木質バイオマス使用量を 2015 年の
年間約 160 万ｔ（絶乾）から倍増させる
べき」という目標を想定した。その場合
の試算として、CO2 削減効果は約 190 万
トンであり、また、今までの域外資金流
出約 500億円が域内で経済循環すること
により、脱炭素社会への貢献、地域活性
化の両面において、大きな効果があると
考えられる。

(２)効果的木質バイオマス熱利用導
入モデルの構築と普及

バイオマスボイラーは、化石燃料ボイ
ラーとは構成するシステムや運転方法、
熱供給方法が大きく異なるため、木質バ
イオマスの特性を踏まえたシステムとし
て設計する必要がある。そのため、弾力
的応用が可能な木質バイオマス熱利用モ
デルを普及させていく必要がある。
具体的には、バイオマスボイラーは急

激な出力調整を機能的に行うことが困難
な面もあるため、熱のエネルギーマネジ
メントが重要であり、蓄熱槽を中心とし
たシステム設計が不可欠となる。実際、
欧州では、蓄熱槽の活用により、熱需要
の 100％を木質バイオマスで供給してい
る例も見られる。また、バイオマスボイ
ラーの導入の際には、ボイラーの出力規
模やピーク負荷への対応方法、運転タイ
プ、既設の熱源設備との組み合わせ等を
検討し、熱需要の特性に合わせた最適な
システムを設計する必要がある（図－４）。
さらに、バイオマス熱利用を、エネル

ギーサービスとしてビジネス化、市場化
していくために、ESCO 事業の普及も重要

図－４　木質バイオマス熱利用導入モデルイメージ

図－３　木質バイオマス熱利用による地域活性化イメージ
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となる。近年、民間事業者が ESCO 事業
によりバイオマスボイラーを導入し、運
用や熱販売を行う事例も出てきており、
これらの事業スキームの普及を図ってい
く必要がある（図－５）。

(３)木質バイオマス熱利用のコスト
の低減

木質バイオマス燃料は価格の変動が少
なく経営上のリスクが小さいというメ
リットがあるが、木質バイオマス熱利用
の拡大を図るためには、全体でのコスト
削減が重要となる。
まず、バイオマス熱利用システムの導

入コストについては、化石燃料システム
に比べて高額であり、欧州のバイオマス
熱利用システムと比べても高額になって
いる。そこで、国等が、国内でのコスト

低減事例を調査し、コスト削減方策を抽
出、公表するとともに、発注者側が基本
設計を作った上で、複数の業者に見積り
依頼をすることによりコスト削減が可能
となると考えられる。
また、メンテナンスコストについては、

現状ではメンテナンス技術に関する情報
が整理されておらず、コストが掛かり増
しになっている。そこで、ボイラー機器
ごとのメンテナンスマニュアルや起こり
うるトラブル集を作成するとともに、可
能な範囲でメンテナンスを内製化し、日
常的な点検、掃除等のメンテナンスやト
ラブル対応を地元の事業者が行うこと、
故障しやすい部品を事前に調達しておき、
自ら修理できる体制を強化することなど
により、コスト削減につなげることが可
能となる。

(４)乾燥材の価値を考慮した燃料材
価格の設定

水分率が高い木質バイオマス燃料を用
いると、燃料の低位発熱量が低くなるだ
けではなく、ボイラー効率も大幅に低下
するため、燃料（チップ等）の水分管理
が不可欠となる。また、燃料の乾燥によ
り、燃料使用量の減少、ボイラーへの負
荷軽減、保管性の向上・臭気の抑制、輸
送費用の節約等の効果もあることから、
乾燥材の安定供給が重要となる。
このような状況で乾燥材の供給拡大を

図っていくためには、燃料材チップの取
引形態を見直すことが必要である。欧州
では低位発熱量や乾燥材のその他の利点
を考慮した取引等が定着しており、わが
国でも、従来の重量ベースでの取引や水
分条件を付けての取引形態を見直すこと
により、乾燥材が価格としてより評価さ
れるようにしていく必要がある（図－６）。

(５)エンジニアリングができる人材
の育成システムの構築

効果的な熱利用システムを構築し、そ
れを適切に運用していくためには、エン
ジニアリングできる人材の確保が重要で
あるが、現状では、ボイラーの選定やバ
イオマス熱利用システムの設計、施工お
よび運用について詳しく、ユーザーの立
場に立ってエンジニアリングができる人
材が少ないのが実状である。
そこで、実際の導入事例を収集した上

図－５　ESCO事業スキームの例

出典：地域内エコシステムの構築事業報告書（2018年３月）

図－６　チップの取引形態（例）
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で、ボイラーの選定や熱利用システムの
設計、施工および運用の方法などを学ぶ
実地的な研修や職業訓練を行う必要があ
る。当協会では、バイオマス熱利用の基
礎知識を習得する「木質バイオマスエネ
ルギー地域実践家育成研修会」を行って
きているが、それをさらに進めたエンジ
ニアリング研修をしていくことが必要で
ある。
また、バイオマスボイラーの構造・理

論、バイオマスボイラーのタイプと対応
する燃料・運転方法、各種パラメーター
の解説とその適正値など、バイオマス特
有の理論・技術の整理を進める必要があ
る。1998 年にスイスで、木質バイオマ
ス暖房システムの品質管理システムが開
発され、このシステムのマニュアル「QM 
Holzheizwerke Planungshandbuch」では
木質バイオマス熱利用に関する理論・技
術が整理されており、スイス、ドイツ、
オーストリアで共有されていることから、
このような既存文献も参考になると考え
られる。

(６)バイオマスボイラーの標準化と
チェックリストの活用

欧州には、バイオマスボイラーの安全
性について規格があるが、日本にはなく、
メーカーごとの対応に頼らざるを得ない
状況となっている。そこで、当面は、バ
イオマスボイラーの導入にあたっては、
既存の「公共建築工事標準仕様書（機械
設備工事編）平成 28年版」（2016 年３月、
国土交通省）や「HA-034-2 木質バイオ
マスボイラ－第２部：無圧式温水発生機」
（2015 年３月制定、日本暖房機器工業会
自主規格）などを参考にしながら、バイ
オマスボイラーの性能を担保していくこ
とが考えられる。
また、発注者が判断できるようなバイ

オマスボイラーのチェックリストを作成
し、安全で効果的なバイオマスボイラー
が選択されるようにしていくことが考え
られる（表－１）。

(７)熱利用にインセンティブを与え
る経済的仕組みの導入

木質バイオマス熱利用に対する助成は
導入時の補助金が主たるものであり、運
用コストまで補填できるものとはなって
いない。また、日本でも環境税が 2016
年から導入されたが、税率が低い（289
円 / トン CO2）ため、インセンティブ効
果は小さいと言える。

そこで、英国における熱の固定価格買
取制度（RHI）やドイツにおける再生可
能エネルギー熱促進施策などを参考にし
ながら、熱利用に経済的なインセンティ
ブを与える制度の検討が必要となる（表
－２）。また、国ではカーボンプライシ
ングの議論が行われており、今後仕組み
として具体化していく中で、バイオマス
熱利用を明確に位置づけていくことが重
要である。
加えて、木質バイオマス熱利用に対す

る補助制度については、燃料材の確保、
熱電併給の実態等バイオマス熱利用の特
長を踏まえたあり方を検討する必要があ
る。また、現状の設備導入補助について
も、経済産業省および環境省の補助事業
において、「バイオマス熱利用」の要件
として「熱供給能力 111kW（0.40GJ/h）
以上」があるが、バイオマスボイラーは
小規模でも高効率の機器ができており、
この要件の緩和が小規模の熱需要先の開
拓に貢献すると想定される（図－７）。
その旨を、国の関係部署に直接、提言し
たところ、経済産業省補助金の３次公募
および環境省補助金の２次公募から、「熱
供給能力 111kW（0.40GJ/h）以上」の

要件が撤廃されたことから、今後の小規
模なバイオマス熱利用の拡大が期待され
る。

(８)木質バイオマス熱利用に関わる
法制度の規制緩和

①労働安全衛生法
日本では、労働安全衛生法により、ボ

イラーは「伝熱面積」と「圧力」等によ
り３種に区分され、その区分により、届
出や検査、ボイラーの取扱者等について
様々な規制がかかる。この「伝熱面積」
の要件があるがために、国内で流通する
バイオマスボイラーの大半が、そもそも
法の規制の対象とならない無圧化がなさ
れているのが現状であるが、無圧開放す
ることによって、出力やボイラー効率の
低下、ポンプ動力による電気代の増加な
どが生じる。
一方で、欧州では、ボイラーは「圧力」

と「温度」により区分されており、圧力
が小さい温水ボイラー（運転時圧力
0.05MPa 以下、缶水温度 110 度以下）は、
規模（＝伝熱面積）に関わらず規制を受
けない。そのため、欧州ではバイオマス
温水ボイラーは密閉式が基本となってお

表－１　バイオマスボイラー選定に際してのチェックポイント

出典：「地域ではじめる木質バイオマス熱利用」（2018年５月、日本木質バイオマスエネルギー協会編）

表－２　欧州（ドイツ、英国）の再生可能エネルギー熱の主要支援施策

出典：環境省「平成26年度2050年再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討委託業務」（2015、三菱総合研究
所）
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図－７　日本に流通しているチップボイラーのボイラー効率と定格出力の関係性

り、欧州から日本への輸入の際に、無圧
化する手間や面倒な手続きが発生し、コ
ストが増加する一因となっている。
そこで、近年のグローバル化や、日本

と欧州の連携協定の動きも考慮し、技術
的に先行している欧州の規制と日本の規
制を改めて比較した上で、安全性を前提
として、合理的かつ共通の規制となるよ
うに、日本の労働安全衛生法による規制
の見直しを行うことが必要である。
②消防法
消防法および市町村条例により、導入

するボイラーおよびサイロが一定の要件
を満たした場合は、届出や基準の遵守が
必要となるが、多くの内容が市町村条例
により定められていることから、市町村
の消防関連部局や消防署との協議が必要
となる。一方で、ボイラー建屋やサイロ
に関わる協議においては、バイオマス利
用に関する理解度などにより地域（市町
村）での指導の差異が見られるのが実状
である。
そこで、国等において、全国の市町村

のバイオマスボイラーに係る規制実態や
導入事例を把握した上で、消防法関連の
バイオマスボイラーに係る共通見解を整
理する必要がある。
③大気汚染防止法
大気汚染防止法により、導入するボイ

ラーが「重油換算 50 リットル／ h以上
の燃焼能力のバーナを搭載しているボイ
ラーまたは伝熱面積が 10㎡以上のボイ
ラー」に該当する場合は、ばい煙発生施
設として、届出やばい煙の測定が必要と

なる。その「重油換算 50 リットル／ h
以上」という要件に関して、固形燃料の
換算値が定められているが、燃焼の仕方
が化石燃料と木質バイオマスでは異なる
ため、要件に該当するバイオマスボイ
ラーの出力範囲が大きくなっているのが
実状である（例えば、油ボイラーでは
500kW 程度までは該当しないが、バイオ
マスボイラーは 200kW 程度でも該当し
規制の対象となる）。
この固形燃料の換算値は、化石燃料を

想定しており、木質バイオマスを想定し
ていないことから、換算値を改めて検討
し、木質バイオマスの特性を踏まえた数
値に見直す必要がある。また、バイオマ
スボイラーの特性を踏まえて、化石燃料
ボイラーとは別に、ばい煙発生施設の要
件（伝熱面積等）を新たに検討する必要
がある。

５．おわりに

これまでに示してきたとおり、木質バ
イオマス熱利用は脱炭素社会の構築や地
域活性化等に大きく貢献できる一方で、
その加速度的な拡大のためには、多くの
課題を解決し、適切な対応策を講じるこ
とが必要である。そのような中で、当協
会では、2016 年度から協会事業として
熱利用部会を設置し、木質バイオマスの
熱利用の加速度的な拡大に向けて、技術
面、政策面からの課題や対応策を検討し
てきており、2018 年６月には、木質バ
イオマスの熱利用の方向性や取り組むべ
き対応についてとりまとめた提言「木質

バイオマス熱利用の加速度的な拡大につ
いて」を発表した。その提言をもとに、
関係省庁や関連団体等に提案活動を行
なっており、提言の一部が具体の政策の
中で反映されたものもある。しかし、依
然として課題も山積する木質バイオマス
熱利用を加速度的に進めるためには、当
協会だけでは限界があり、熱利用に関わ
る全ての主体において、各立場や各地域
に応じて積極的な取り組みが行なわれる
ことが期待される。

注）ボイラー効率、定格出力ともに、各ボイラーメーカーがアンケートで回答した数値である。




