
20年後も必要とされる
木質バイオマスエネルギーとは

取締役 虎澤 裕大
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会社概要

• 会社名 株式会社森のエネルギー研究所

• 会社創立 2001年10月8日（木の日）

• 事業内容 森林・林業・木質バイオマスのコンサルティング
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自己紹介
虎澤 裕大
TORAZAWA YUDAI

岐阜県生まれ 36歳
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略歴
平成19年3月 名古屋大学農学部資源生物環境学科卒業
平成19年4月 住友林業株式会社入社
平成25年7月 株式会社森のエネルギー研究所入社
平成28年6月 同 取締役 兼東北営業所長就任（現任）
平成29年5月 西目屋薪エネルギー株式会社設立 代表取締役就任（兼務）

 総務省認定「地域力創造アドバイザー」登録（令和3年～）



今日の内容

1. 木質バイオマスのこれまでとこれから

2. 「地域内エコシステム」とは

3. 事業実践の取組み
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木質バイオマス「激動の10年間」
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木質バイオマス業界の変遷
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2000年代

政策 • 2002年に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定。バイオマス利活用推
進の取組みや行動計画が示された。これに伴い「バイオマスタウン構想」が全
国の300を超える自治体で策定されたが、実施率が低い状況が指摘されている。

• 2003年より「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
（RPS法）」が施行され、電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等
を利用して得られる電気の利用が義務付けられれた。（2012年FIT制度開始に
伴い、RPS法は廃止）

発電 • 上記RPS法の施行により、主に建廃チップ等の廃棄物系燃料を使用したボイ
ラータービン発電方式の発電所が全国に多く建設された。

• 国の新エネルギー導入促進政策の中で、小型でも発電効率の高いガス化発電方
式に注目が集まり、国内で様々な機器の開発、実証試験が行われた。しかし稼
働状況はどこも思わしくなく、結果としてほとんど失敗に終わっている。

熱利用 • 木材加工工場では、発生する木くず（製材端材）等を燃料とし自社の工場で熱
利用する自家消費型の蒸気ボイラー導入が進んだ。

• 「バイオマスタウン構想」等の自治体の施策に乗るかたちで、燃料として扱い
やすく家庭用途にも普及が見込まれるペレットが主流となり生産工場の建設、
ペレットボイラーの導入が増えた。しかし需要先の拡大は思うように進まず、
ペレットは依然高コストである。
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2010年代

政策 • 2012年、「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（FIT法）」が施行。再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が
定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることが義務付けられた。

• 2013年より関連７府省の連携施策として、地域のバイオマスを活用したグリー
ン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築に向けた「バイオマス産業
都市」の募集が行われており、これまでに90市町村が選定されている。

発電 • FIT制度により間伐材等を由来とした燃料を使用するボイラータービン発電方式
の発電所が爆発的に増加。発電所向けに燃料用材の生産も大幅に増えた。

• 一方で国内では燃料用材の調達競争が激しくなり、5MWクラスの発電所の新設
が難しくなってきた。そのため大規模化を目指す発電所計画はほぼ輸入燃料
（PKS、ペレット）を利用し10MW以上に大規模化する方向にシフトした。

• FIT制度の改定により2MW未満の小規模区分が優遇されるなか、小規模発電につ
いてはガス化発電方式への期待が高い。信頼性が高い欧州製機器の導入が進んで
いるが、国内の燃料とのマッチングや採算の確保に苦労する例が多い。

熱利用 • 各地のバイオマス導入計画に基づき、主に公共施設を中心として各種燃料（チッ
プ、ペレット、薪）のバイオマスボイラー導入が見られるようになった。欧州製
機器の輸入取り扱いが増えたことも導入増加を後押しした。

• これらで使用する燃料は、森林整備促進の面から間伐材等を原料とすることが多
いが、燃料価格が高いことが課題となっている。

• 電気と比べて政策誘導が弱く、熱利用の拡大ペースは依然として遅い。

木質バイオマス業界の変遷



最近、木質バイオマスへの風当たりが強い…

11



「輸入燃料にFIT賦課金を充てるのか？」

→ エネルギー自給やGHG排出の観点から望ましくない

12経済産業省バイオマス持続可能性ワーキンググループ第1回資料より



「発電コストは下がるのか？」

→ 燃料代はむしろ上昇？ 安い燃料とは？

13第65回 調達価格等算定委員会資料より



「発電コストは下がるのか？」
→ ボイラータービン発電設備は下がらないだろう
→ 小規模ガス化発電設備は下がるかもしれない…？

14第65回 調達価格等算定委員会資料より

認定

導入



「FIT期間が終わったら事業はやめちゃうの？」
→ FIT期間後に他の電力と競争できるか？

15第65回 調達価格等算定委員会資料より



「山をはげ山にしてるのではないか？」

→ 一部では事実。再造林が進まない

「良材も燃やしているのではないか？」

→ 一部では事実。価格の逆転が起こる場合も
16

林野庁林政審議会（2020.10）資料６より引用



「本当にカーボンニュートラルなの？」
→ 森林が保全されるのが大前提。
→ 長期的にはそう言えるが、短期的には排出増える
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北海道林業試験場
光珠内季報 No.134（2004.３）より引用



「脱炭素にどこまで貢献できるのか？」
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→ 国全体からしたらごく僅か。

図：日本の一次投入エネルギーと原料
（21,100PJ)

仮に、全国の年間成長量を全て
木質バイオマス利用すると、
国内の4%のエネルギーに相当



木質バイオマスはどういう立ち位置で
やっていくべきか？
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木質バイオマスのポジショニング
【発電】
• FITがなければ、廃棄物系の発電しか残らない。
• 発電コストの下がらないものを支援し続けるのは難しい。
• 現在の木質バイオマスに対するFITは、森林整備の促進の

ための支援と認識（するべきか）
• 小規模なものに限り、森林整備や地域林産業のためと割り

切って導入を進める
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木質バイオマスのポジショニング
【熱利用】
• 化石燃料を使うよりは断然マシ
• 将来的に再エネ電気が安くなったり余剰が出たりすると、

経済的な優位性はなくなる可能性
• 副産物系や廃棄物系を使って燃料代を安くする必要あり。

21
「脱炭素化に向けた熱エネルギー政策の在り方の検討」
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2019年3月）より引用



木質バイオマスのポジショニング
• 燃焼熱でしかできない高温帯の熱需要にターゲットを持っ

ていく

22
資源エネルギー庁HPより引用
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/netsu.html



木質バイオマスのポジショニング
【地域としてのメリット】
• エネルギー・資源の地産地消。外部流出の防止による

「地域内経済循環」
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季刊地域（2016年）より
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2020年代

政策 • 再生可能エネルギーの主力電源化が目指されるなかで、FIT制度は導入量の増加
により見直し、国民負担抑制の方向に動く。木質バイオマスは「地域活用電
源」に位置づけられ、自家消費や地域内消費、自治体との協業が要件に。

• 国際的に気候変動対策が急務となり、CO2排出削減の要請は一層強くなる。そ
のような潮流のなか公共団体や企業がSDGs（国連の持続可能な開発目標）や
2050年ゼロカーボンの達成に向けて自主的なコミットメントを表明することが
増え、再エネの導入増加や技術革新が期待されている。

発電 • バイオマス発電は燃料の調達競争やFIT期間終了後を見据えて、バークや剪定木、
開発支障木など安価な燃料の調達がカギを握るか。

• 小規模発電ではガス化発電による熱電併給（CHP）が各地に建設され、導入台
数は伸びる。普及拡大のカギは機器設備および燃料の双方のコストダウンと、
運転ノウハウの標準化、乾燥燃料の供給体制を整えられるかどうか。

熱利用 • 熱利用ではFIT発電と競合する燃料（間伐材等由来区分）は高くなるため避けら
れ、製材端材や工事支障木などを利用して安価に調達する方法が模索される。

• 主流となるチップボイラーは、準乾燥チップ（水分30％前後）を利用すること
で機器の省コスト・高効率化になるため、これらの導入が増えるとともに、燃
料供給側の水分等の品質管理が重要となる。

• 脱炭素化を進めるための熱分野への政策支援が待たれると同時に、ユーザー側
の導入リスクを軽減するためにESCO事業スキームも普及のカギを握る。

• 他の再エネ熱との優劣や、セクターカップリングの可能性も踏まえて木質バイ
オマスのポジショニングをよく考える必要も出てくる。

木質バイオマス業界の変遷（展望）



「地域内エコシステム」とは？
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地域内エコシステム
• 2017年7月、農水省と経産省の連名により、新しい木質バイオマス利

用の推進モデルとして「地域内エコシステム」が提唱された。
• キーワード：地域主体、利益還元、小規模熱利用・熱電併給

26※林野庁提供資料を参考に作成
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拡張段階計画段階

実施段階

拡張段階計画段階

実施段階

拡張段階計画段階

実施段階

燃料供給 燃料製造 エネルギー利用

順応的に拡張を目指す

製造の集約、広域連携 熱需要の確保
自立的な普及

地域外からの購入や
製造委託も選択肢に

流通体制の構築

地域内での
燃料製造へ

小規模なモデル導入

導入施設の拡大
需要施設の創出
民間主導での普及

既存の流通ルートからのシフト
材の流通拠点をつくる

地域内の
素材生産
量を増加

• 持続可能な素材生産
• 中間土場等の流通拠点の

設置
• 「自伐林業」「木の駅」

の活用、連携

• 地域に合った燃料選択
• 一定の製造量と稼働率を

確保し、コストを抑制
• 製造設備の広域シェアを

検討

• 地域内の熱需要の把握
• 段階的な導入の拡大
• 自立的普及の促進と必

要な公的支援の充実

川上 川中 川下

出所：林野庁補助事業 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業
（地域内エコシステムの構築)成果報告会（H30年2月23日）より



地域内エコシステム
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課題：地域の最適解をいかに導くか

どのように課題を解決するか

地域内で議論する場として、地域協議会、勉強会等を設ける

 小規模な地域内で考えるため、利用できる地域資源（需要や供給を生
む産業、ヒト・モノ・カネ等の経営資源）が限られる。
→ 最適な地域資源の組合せを考える必要。

 森林資源は供給できるのか？
 どうやって材を出すのか？
 燃料の形態は何にするか？
 どこで燃料を製造するのか？
 エネルギーの需要はあるか？
 採算はとれるのか？
 誰がやるのか？

・広く議論し、アイデアを出す。
・機運の醸成、合意形成を図る。

「地域づくり」
出所：林野庁補助事業 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業
（地域内エコシステムの構築)成果報告会（H30年2月23日）より



地域内エコシステム
• 木質バイオマスエネルギー事業を行うには、川上から川下までのサプ

ライチェーンにおいて多様な関係者が介在するため、それら関係者に
議論に参加してもらうことが重要。

• 地域住民でもある関係者に、事業への理解と参画を促す意味でも協議
会や勉強会のような場を設けることが重要。
→ 思いがけないアイデアや、地域資源の再発見につながる。
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山林所有者

林業事業者

製材業者

燃料製造
業者

施設関係者 地域住民
・関係者

メディア

金融

コンサル

有識者

行政

事業の理解・合意形成
主体意識づくり

出所：林野庁補助事業 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業
（地域内エコシステムの構築)成果報告会（H30年2月23日）より



地域内エコシステム
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• 地域においてゼロから事業を始める際のプロセス（例）

STEP1
• 事業の意義や目的の確認、事業イメージの理解・共有

STEP2
• 事業スキームの比較検討、事業化可能性調査（F/S）

STEP3
• 事業全体の設計、施設整備

STEP4
• 事業開始、改善点などの継続的な協議

STEP1～2はそれぞれに1年以上時間がかかってもおかしくないプロセスで
あり、腰をすえて継続的に議論を進めていきたい。⇒ 十分な時間が必要

出所：林野庁補助事業 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業
（地域内エコシステムの構築)成果報告会（H30年2月23日）より



地域内エコシステム導入の手引き

• こちらでダウンロードもできます。
https://wb-ecosys.jp/archive.html
（「地域内エコシステム」モデル構築事業 特設サイト）
http://woodybio.jp/data.html
（一般社団法人日本森林技術協会／木質バイオマス活用推進情報館）

→「地域内エコシステム」で検索
31



地域内エコシステムの規模感
• 燃料材の集材やチップの製造は、ある程度のスケールを必要とするため、少

し広い地域から材を集め燃料を配送する仕組みを考える必要がある。
• 地理的にあるいは生活圏として複数市町村がまとまった地域圏域（例えば地

域森林計画区域や、定住自立圏域など）をイメージ。
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地域内エコシステムを構築する目的と主体
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重視する視点

34



重視する視点
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９つのモデル
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モデル選択の考え方
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※チップ製造の規模感
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林地残材等の有効活用
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１model



中小型チッパーの地域内運用
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２model



大型チッパーを核にした面的導入
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３model



製材工場の端材チップ活用
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４model



廃棄物由来チップを活用した産業用熱利用等
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５model



地域と連携した薪ボイラー利用
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６model



里山資源を活用した高付加価値薪づくり
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７model



既存のペレット工場の活用
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８model



災害時に自立可能な小規模CHP利用
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９model



西目屋薪エネルギー株式会社
事業概要
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@nishimeyamaki

@meya_maki

@meyamaki



会社概要

【会社設立の目的】
• 木質バイオマスエネルギーの利用により資源とエネルギーの地産地消を可能に

し、村に雇用を発生させ、そのメリットを地域に還元する。
• 地域の関係者がひとつの新会社として関わることで、村民に支えられ村に根付
いた地域の会社となり、地域全体へメリットを最大化させる。

• 民間主体の会社とすることで企業経営のノウハウを活用し、ビジネスとしても
効率的かつ持続的な事業を行う。

49

名称 西目屋薪エネルギー株式会社 （ブランド名：メヤマキ）
所在地 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田260
資本金 1050万円

株主 ㈱森のエネルギー研究所、村内企業(2社)、西目屋村
みちのく地域活性化ファンド

事業内容 木質バイオマス燃料（薪）の製造及び販売等
設立日 平成29年5月1日
代表者 代表取締役 虎澤裕大（株式会社森のエネルギー研究所 取締役）

電話番号 0172-55-6518
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• 青森県津軽地方の南西部に位置
• 世界自然遺産「白神山地」の入り口
• 人口1,326人（2021年2月）
• 面積24,602ha
• 面積の9割が森林（うち9割が国有林）
• 2016年、津軽ダムが完成。水陸両用バス

の運行を開始するなど、観光振興を図る。

津軽ダム

目屋人形
（炭俵をかつぐ女性の姿を再現した民芸品）

• 古くは炭焼きが盛んで弘前へ
木炭を供給するなど森の恵み
を活かした暮らしが営まれて
いたが、現在は林業や木材関
係の仕事はほとんどなくなっ
てしまった。

西目屋村



木質バイオマス事業の経緯
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2014年度
• 「自然エネルギー活用調査委員会」を組織し、事業計画策定・FS調査を実

施。木質バイオマス資源として薪を活用したエネルギー地産地消の事業化
計画を策定。

2015年度～2016年度
• 木材搬出及び薪製造事業の実証実験を実施。村内からの木材収集と薪づく

りに必要な体制を整備・検討。
2017年度
• 村内の温泉宿泊施設「グリーンパーク

もりのいずみ」で薪ボイラー稼働開始。
• 「西目屋薪エネルギー株式会社」を

官民共同で設立。薪の供給事業を開始。
• 「バイオマス産業都市」に選定。
2018年度
• 移住者向け住宅団地「子育て定住エコ

タウン」を整備。薪を熱源とした融雪
設備を導入し冬期間稼働開始。

機械よりも人にお金をかけたい！



西目屋村バイオマス産業都市構想（H29年）
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薪ボイラー施設の概要①
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施設名 グリーンパークもりのいずみ
（温泉宿泊施設）

主要設備 薪ボイラー（351kW）
蓄熱タンク（10t）

薪使用量 約220m³／年 ※丸太換算体積
利用用途 給湯
総工費 約44百万円
竣工 2017年3月

• 80cmの長さの薪まで投入可能。
• 薪の投入は1日2～3回程度。
• 灰の掻きだしを毎日、週1回ボイラー内

部の灰掃除を実施。
• 薪の配送は春～夏は2週間に1回、秋～冬

は週1回。
• 以上の作業を西目屋薪エネルギーが実施

（土日の薪投入は施設従業員による）

上：ボイラー建屋
右：薪ボイラー



薪ボイラー施設の概要②
• 村への移住者を呼び込み定住を進めるた

め、 36区画の住宅団地「子育て定住エコ
タウン」を整備。2018年より入居開始。

• 薪を燃料としたロードヒーティングによ
る道路融雪を行い、移住者の雪に対する
不安を軽減した住みよい環境を提供す
る。2018年12月より西目屋薪エネルギー
が薪の供給と施設の運転管理を行う。

54

施設名 子育て定住エコタウン
道路融雪プラント

主要設備
薪ボイラー
（581kW×2基）
蓄熱タンク（18t）

薪使用量 約300m³／年
※丸太換算体積

利用用途 ロードヒーティング
（2,900㎡）

竣工 2018年12月



薪製造事業
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• 薪製造を春～秋にかけて実施。
• 作業員として4名を雇用。
• 年間約600m³の丸太を薪に加工する。
• 土場で丸太状態で数ヶ月保管＋薪加工後

にも天日乾燥させることで、水分を十分
に下げる。

• 薪の場内移動ではホイールローダーを使
用（除雪用を借用）。

丸太を玉切り

油圧式薪割り機で割る

ホイールローダーで移動天日乾燥させたのち、出荷



事業の将来ビジョン
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【主な事業構想】

①薪販売
→都市部への付加価値販売

広葉樹、リンゴ廃木を調達

②森林管理・森林整備
→村の森林管理・整備業務の実行役として

③視察誘致、エコツーリズム
→ 西目屋からの情報発信、交流人口・

関係人口の呼び込み

 川上から川下までの総合林産
業企業へ

 地域のローカルベンチャーの
先駆けとして人を惹きつける
会社に

西目屋
薪エネルギー
株式会社

地域住民
（建設作業員、農家など）

もりの
いずみ

エコ
タウン

薪供給

薪供給、
施設運用

個人
薪ユーザー

村内森林
所有者等

交流人口
関係人口

薪販売
森林管理
森林整備

事業拡大構想

雇用機会
の拡大

自立的な
事業拡大

現行事業

① ②

視察誘致
ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ

③



津軽白神の豊かな里山資源
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①広葉樹林（薪炭林）

• 村の森林の半分以上は広葉樹林
• かつては薪炭林として使われたが、

現在は放置状態。
• 適切に更新すれば20年サイクルで再

生可能。

②リンゴ果樹剪定木、伐採木

• 毎年剪定木が発生
• 後継者不足による廃園が多くなっ

てきており、病害虫を防ぐために
伐採する必要あり

• リンゴ薪はストーブ用に人気高い。



拡大する薪のニーズに応える
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薪ストーブ

キャンプ

ピザ窯、店舗

• 基本は火持ちのよい広葉樹の薪が使われる。
（針葉樹も使えないわけではない）

• 薪の供給は不足。遠方からも取り寄せ。

▲ オンラインショップ「白神の薪」

 拡大するキャンプ需要をター
ゲットに薪のネット販売を開始

 地元のキャンプ場や薪ストーブ
ユーザーにも提供
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事業全体の流れ

薪ステーション

川
上

川
中

川
下

森林整備推進協定
運営会議

森林フォレスター

国有林

薪割出来る日に
薪割り

土木作業員

出来る日に
薪割り

農業

温泉×薪ボイラー 農業用ハウス×薪ストーブ 住宅団地×薪ボイラー

キャンプ×焚火

家×薪ストーブ

間伐材
森林整備

推進協定締結

民有林

C材・D材

薪販売
薪販売

運搬
運用管理

入札（国有林）
または、契約（民有林）
により購入

６model ７＋



広域でのサプライチェーンをつくる（＝チップ事業）
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木材加工拠点
チップ製造
・乾燥拠点

A,B材 C,D材

バーク等
（乾燥熱源）

マテリアル
利用 建廃チップ

（乾燥熱源）

水分10％
チップ

工事・メンテナンス
業者

ガス化CHP

水分30％
チップ

チップボイラー

人工林・針葉樹林 天然林・広葉樹林

低質材

木工加工

薪

＋ model ２ ９



なぜこんなことをしているのか

• 西目屋村がとても気に入った
– 事業参画させてもらえる状況があった

– 可能性しかない

– 意外と、行きやすい

• 説得力のあるコンサルでありたい
– 事業を起こす、運営することの大変さを実感

– 自分事として木質バイオマスの普及を考える
61
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