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緒緒緒緒    言言言言 

 地球温暖化対策および再生可能エネルギー利用の観点からバイオマスのエネルギー

利用については、近年関心が大いに高まってきている。 

地球温暖化対策の観点からは、京都議定書の第一約束期間が 2012 年度に終わり、我

が国では、CO2等の温室効果ガス削減の努力とＣＤＭ等の組み合わせにより、2012 年

度実績では目標達成の報告が出てきている。しかし、2013 年 12 月の COP19 では次の

ステップへの世界合意がなかなか形成されない状況にある。 

一方、エネルギー利用の観点からは、我が国では 2009 年に「バイオマス活用推進基

本法」や「エネルギー供給構造高度化法」が成立・施行され、電力会社だけでなく、

大手都市ガス事業者、石油会社にも、非化石エネルギー源の利用を促し、その利用に

関して中長期の目標設定、事業計画の作成・提出を求めている。また、太陽光発電の

余剰電力買い取り制度の導入に続き、2011 年 8月に成立、2012 年 7月に施行された通

称 FIT 制度「再生可能エネルギーの固定買取価格制度」では、再生可能エネルギーの

一つであるバイオマスによる発電への期待には大きいものがある。 

 木質バイオマス資源の活用において、賦存量の大きさは認識されているにも関わら

ず、供給側の林地残材の回収コストの高さや林道整備の遅れ等の課題もあり、その活

用がなかなか進んでいない状況にある。一部の先進的な事業体による林業・林産業一

体型の利活用事業や NEDO 技術開発機構による「バイオマスエネルギー地域システム化

実験事業」等により、木質バイオマスの活用が推進されている事例もあるが、「持続的

に発展できる経済社会の実現に寄与する」ためには更なる加速化が必要である。 

また、湿潤系バイオマス資源等の活用においても、上記 NEDO 技術開発機構の事業が

推進されている事例もあるが、消化液の処理やバイオガスの品質や利活用技術等の課

題もあり、一層の技術・製品開発の推進が求められている。 

 このような中、2011 年 3月の東日本大震災を発端にした原子力発電所事故は未曾有

の状況をもたらし、温暖化防止に向けて原子力発電に大きく依存した我が国のエネル

ギー政策は抜本的な見直しが行われることとなり、分散型のエネルギーシステムの実

現を提起すると共にエネルギー源の多様化が必要になるなか、CO2削減も考慮に入れて

対処方法を考える時、ＥＵのように再生可能エネルギーのバイオマスを戦略的に大き

く組み込むことは不可欠となっている。木質資源の更なるエネルギー利用による林産

業の活性化、これによる木材自給率の向上、木材製品生産などを見据えた産業育成も

重要なポイントである。また、湿潤系バイオマス資源のメタン発酵等により、単純な

熱電併給だけではなく、例えば、精製したバイオガスを供給するインフラ整備も含め、

低炭素社会の基盤システムを構築することも、持続可能な社会の形成に寄与するもの

と考えられる。 

 

 以上のような情勢を踏まえ、再生可能エネルギーにおけるバイオマスエネルギーの

利活用において、木質バイオマス資源の有効利用、湿潤系バイオマス資源のバイオガ

ス生成・利用推進等の観点より「バイオマスエネルギーの利活用に関する提言」をま

とめ、各界各層へ具申する。 
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提提提提    言言言言    のののの    概概概概    要要要要 

現在、日本のエネルギー政策の骨格となるエネルギー基本計画の見直しが進められ

ているが、再生可能エネルギーの利用は継続して重要であり、バイオマスエネルギー

の利用促進が益々求められる。 

新エネルギー産業会議バイオマス委員会では、再生可能エネルギーにおけるバイオ

マスエネルギーの利活用において、木質バイオマス資源の有効利用、湿潤系バイオマ

ス資源のバイオガス生成・利用推進等の観点より「バイオマスエネルギーの利活用に

関する提言」をまとめ、以下の通り提言する。 

 

１．１．１．１．    木質バイオマス木質バイオマス木質バイオマス木質バイオマス発電導入促進への支援発電導入促進への支援発電導入促進への支援発電導入促進への支援    のののの提言提言提言提言    

エネルギー自給率の向上及び地球温暖化の防止に貢献するためには、国内の森林 

系未利用資源である間伐材等の木質バイオマス資源のエネルギー利用促進を通じて、 

国内林産業を活性化し、わが国の CO2森林吸収源の確保を通じて、国内森林資源 

を効率的にかつ安定的に利用する体制を早期に確立する事が必要となる。 

これらを踏まえて、再生可能エネルギーにおけるバイオマスエネルギーの利活用 

として、地球温暖化防止に効果のある森林整備と木質バイオマス資源のエネルギー 

利用の推進を両立させることを目的とし、次の提言を行う。 

１１１１----１１１１    健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業者者者者への支援への支援への支援への支援    のののの提言提言提言提言    

FIT 制度の導入により、小規模の木質バイオマス発電でもバイオマスエネルギー

利用促進が図られ、並行して国内森林資源の利用と森林整備の活性化の可能性が出

てきて、雇用拡大の機会が生まれてきている。しかし、この発電事業の計画を効果

的に組み立てるには、多種の産業に跨るため、未だ十分な資料および人材が揃って

いない。このため、持続可能な低炭素社会の構築に貢献できるよう、木質バイオマ

ス発電での発電事業者側の事業計画等策定時に役立つように、人材育成研修、セミ

ナー、アドバイザー制度のような事業者への支援を提言する。 

１１１１----２２２２    新たな森林利用分野創出取り組みへの支援新たな森林利用分野創出取り組みへの支援新たな森林利用分野創出取り組みへの支援新たな森林利用分野創出取り組みへの支援    のののの提言提言提言提言    

国内の木材資源量は増加が続いているが、一方で国内材の利用については減少し

ており、国内の木材需給バランスは崩れている。FIT 制度により木質バイオマス発

電用途が増えると想定されるが、エネルギー用途での木材使用は、従来の建材用途

での使用と比べて全く異なる観点での扱いになることから、エネルギー木材市場の

形成が現時点で出来上がっていない。 

このため、林業家が新たな森林利用分野創出に踏み出せるように、エネルギー木

材市場等森林利用分野創出取り組みへの支援を提言する。 

１１１１----３３３３    木質バイオマス燃焼灰の利用への支援木質バイオマス燃焼灰の利用への支援木質バイオマス燃焼灰の利用への支援木質バイオマス燃焼灰の利用への支援    のののの提言提言提言提言    

木質バイオマス発電では年間数万～数十万トン規模にわたる木質バイオマスを

安価に、質・量共に安定して供給する必要がある。このためには川上から川下まで

の工程毎の事業者が相互に連携する仕組みづくりが大切であり、また、発電後の燃

焼灰の処理を安定的に継続して行えることが大切である。 

燃料となる木質バイオマスのトレーサビリティーを確実にすれば、ミネラル分を

元の森林へ還元でき、森林の土壌保全にも資することとなる。 



 

 - 3 -

このように、木質バイオマス発電の燃焼灰の森林への還元を支援する恒久的な利

用の仕組みづくりの構築を支援するように提言する。 

 

２．２．２．２．バイオガス化システム普及の加速化バイオガス化システム普及の加速化バイオガス化システム普及の加速化バイオガス化システム普及の加速化    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

今年度は全バイオマス発生量の約3割を占める湿潤系バイオマスの利用面として、

メ タ ン 発 酵 に よ る バ イ オ ガ ス で の エ ネ ル ギ ー 利 用 の 検 討 を し た 。 

食品廃棄物、家畜糞尿、下水汚泥など湿潤系バイオマスから発生するバイオガス

は、メタンガスを多く含むものの、不純物が多い等の問題がある。 

この時、発生元の湿潤系バイオマスの収集状況を見ると量的に多いものが少なく、

バイオガス利用においても小規模利用が主になっている。このため、発電よりは焼

却・熱利用されているため、今後の発電利用に向けての課題を検討して、バイオガ

ス 化 シ ス テ ム 普 及 の 加 速 化 に 向 け て 、 以 下 の 通 り 提 言 す る 。    

２２２２----１１１１    小容量小容量小容量小容量バイオガス発電導入強化バイオガス発電導入強化バイオガス発電導入強化バイオガス発電導入強化    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

食品廃棄物、家畜排泄物などから発生するバイオガスは、1 か所での発生量が比

較的少ない。このため、バイオガス発電の拡大に向けては、小容量の発電機器、発

酵槽やガスホルダといった設備のコストダウンが有効であり、その実現のための開

発支援の実施を提言する。これら小容量バイオガス発電機器、設備の低コスト化の

必 要 性 は あ り 、 平 成 2 3 年 度 に 引 き 続 き 今 年 度 も 提 言 を 行 う 。 

２２２２----２２２２    バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

    バイオガス発電の歴史は古く、FIT制度開始以前から、メタン発酵によるバイオガ

ス発電に取り組んできた施設は多数存在するが、多くの施設は発電した電力を自施

設内で利用してきた。既設設備で、再生可能エネルギー発電設備として設備認定を

得るには、例えば発電機の更新が必要等の高額な設備投資が必要となり、再生可能

エ ネ ル ギ ー 発 電 を 志 向 す る こ と は 困 難 と 言 わ ざ る を 得 な い 。    

そこで、既設のメタン発酵槽を利用し、これまで焼却処分などしていたバイオガ

スを、有効に発電に利用する施策を講じた施設に関しては、調達価格等を設定して

設備認定を受けられるように規制緩和することを提言する。    

２２２２----３３３３    新たな用途への新たな用途への新たな用途への新たな用途へのバイオガス利用促進を強化バイオガス利用促進を強化バイオガス利用促進を強化バイオガス利用促進を強化    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

ハウス園芸等の農業施設には、ハウス内の暖房や冷房などバイオガスの熱利用用

途とともに、生産物の成長促進を加速する目的で、CO2施肥が行われるケースがある。 

バイオガスを発電に用いた排ガスには高濃度のCO2が含まれるため、これをハウス

園芸のCO2施肥に利用することは、バイオガスの新たな用途の一つと言える。 

一方、農業施設では、温度やCO2濃度の調整トラブルが、生産物の品質や収穫量に

直接影響することから、バックアップ設備が不可欠である。このため、暖房・冷却、

CO2施肥のための機器を、バイオガスを用いて運転する際には、予備を含めて複数系

列用意する必要があり、設備投資額が過大となる。 

このため、バイオガスの有効利用促進をする上でも、農業施設へのバイオガス利

用設備の導入に際しては、バックアップ設備も含めたトータルシステムを補助対象

とすることを提言する。 
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提提提提    言言言言    のののの    内内内内    容容容容    

提言１提言１提言１提言１    木質バイオマス木質バイオマス木質バイオマス木質バイオマス発電導入促進への支援発電導入促進への支援発電導入促進への支援発電導入促進への支援    の提言の提言の提言の提言 

わが国は、世界的に見ても極めて恵まれた森林資源を保有しており、この中でも人 

工森林資源は、多くが戦後、建設資材としての需要を想定して植林されたものである

が、現在、森林資源量と木材需要量すなわち供給側の資源量と需要量の間には、大き

な差異があるため、森林資源の供給側に多量の余剰と蓄積量の増加が発生している。    

[[[[参考資料参考資料参考資料参考資料    １１１１----１１１１    森林資源量の推移森林資源量の推移森林資源量の推移森林資源量の推移]]]]    

[[[[参考資料参考資料参考資料参考資料    １１１１----２２２２    木材需要量木材需要量木材需要量木材需要量の推移の推移の推移の推移]]]]    

 

これらの国内森林の状況に対して、林業振興にこれまでに多くの国費が投入されて

きたが、現状なお、林業従事者の減少及び、森林組合の減少、統廃合等が継続してお

り、林業の活性化が進んでいるとは言い難い状況であるといえる。 

[[[[参考資料参考資料参考資料参考資料    １１１１----３３３３    林業就業者の推移林業就業者の推移林業就業者の推移林業就業者の推移]]]]    

 

これは、基本的には前述の需要と供給のアンバランスが解消する見通しが立ってい

ないことに起因していると考えられる。このため、新たな森林資源の有効利用の用途

が必要であることは明らかである。 

さらに、わが国は、世界でも最高水準の発電効率で火力発電を運用する等の高い技

術水準を有している。これらを活用し、森林内で放置され朽ち果てて、光合成で固定

化された二酸化炭素を再び大気に放出することになる木材の状況を改善すべきと思わ

れる。 

近年、地球規模の温暖化対策という新たな課題への対応が強く求められ、この対策

の一つとして平成 24 年度から固定価格買取制度（Feed in Tariff : FIT 制度）が導入

された。この制度はまだ発足して間もなく、まだ種々の課題を有している（後述利用

時の課題）ものの適用範囲が広く、波及効果も大きく、今後、実効性が期待できる。 

[[[[補足補足補足補足１１１１    木質木質木質木質バイオマス発電でのバイオマス発電でのバイオマス発電でのバイオマス発電での固定価格買取制度（固定価格買取制度（固定価格買取制度（固定価格買取制度（FFFFeeeeeeeed in Tariffd in Tariffd in Tariffd in Tariff））））利用時の課題利用時の課題利用時の課題利用時の課題]]]] 

 

しかしながら、前述の国内の森林の状況は、これらの施策だけでただちに改善の方

向に向かうのは難しいと考えられ、引き続き追加の対策が不可欠と考えられる。 

以上の背景に鑑みて、永続的に持続可能な国産のエネルギー産業・システムの健全

な育成、発展を願い、地球温暖化防止に効果のある森林整備と木質バイオマス資源の

エネルギー利用の推進を両立させることを目的とし、以下の提言を行う。 

 

提言１提言１提言１提言１----１１１１    健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業健全な木質バイオマス発電事業発展のための事業者者者者への支援への支援への支援への支援    のののの提言提言提言提言 

 FIT 制度の導入により、高額な電力買取価格による高い収益性により、従来、事業

採算に乗り難い比較的小規模な木質バイオマス発電事業も成立できる可能性が期待さ

れている。 

 地産地消等を目指して各地で中小規模バイオマス発電事業が多数計画されているが、

過去に同様な試みが経営的に行き詰まっている等、存続できなかったケースも多い。 

これらは計画時に発電事業経営等について十分な知見、経験を有していない事業者
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及び事業計画に起因するケースが多かったと考えられる。 

 一方、成立(存続)しているケースでは、補助金等を活用していることもあるが事業

者自身が木材資源とその調達に関する十分な経験と知見、技術を有していると共に、

事業運営可能な規模等について、確実な認識を有して、過大な設備投資や、安易な事

業拡大に走らない等も重要であると思われる。ただし、この適正規模の見極めは新た

に起業する中小事業者だけで判断するのは非常に難しいと考えられる。 

 NEDO が 2010 年に発行しているバイオマスエネルギー導入ハンドブック（第 3 版）
[1]の記載（P96-113）によるとバイオマス発電の収益だけで事業収支を黒字にさせる

ことは補助金をつけても困難であるとされている。これは FIT 制度適用前の条件下で

の試算であるが、この時点より高額での電力価格で長期買取が設定された場合でも、

小規模の発電事業の収支を均衡させることは容易ではないと予想される。一方、この

FIT 制度発足に伴い、発電設備等への補助金は重複になるとして適用されないことに

なっている。 従って、FIT 制度の利用者は発電事業のみで事業を実施する場合、自

己調達資金のみでの事業採算体制の構築が必要となる。これ以外にも、発電事業等に

経験のない事業者が新たに事業を開始することには多くの障壁がある。 

このため、現時点では、大形事業者以外は、主たる収益事業を持った上で、副業的

に FIT 制度を適用するバイオマス発電事業を行う例が多いと考えられる。この様な複

合的な事業形態もそれなりに有効ではあるが、このような立地条件等を有する例は比

較的限定されるため、発電事業の国内の普及は限定的になることが考えられる。 

事業の主目的を地域雇用創出、地元林業活性等とした場合でも、事業採算性は、事業

自立・存続の上からも必要不可欠である。 

雇用創出効果は事業が作り出す価値で決まると考えられ（稼ぎが少なければ、雇え

る人も給料も少ない）、設備等初期コストのみならず、燃料調達コストや、運転コスト

の慎重な見極めと管理が大切であり、今後事業を計画している事業者に対する実情に

即したきめ細かな援助、指導が必要である。また、下記に述べるような支援の範囲は

事業経営に関わる全事項を対象とするものとし、特定の領域に限定されないシームレ

スなものとすべきである。 

・情報提供： 

事業者に対して、事業計画に関わる適切かつ詳細な情報(FIT 事業実施例、最 

  新のコストデータ、燃料価格動向、官公庁の所有する認可データ例、等)の提供、 

データベースの整備が必要である。 

・事業立案： 

上記の情報を元に事業者のおかれた立地条件、要件に適合する事業構築を支援 

する。専業、兼業、共同事業等、タイプ別のメニューを数多く用意する事が望ま 

しい。但し、画一的なものでなく、地域や事業者の要望に柔軟に適合できるもの 

とする。また、事前調査等も支援の対象とするべきである。 

・事業性評価： 

計画した事業のシミュレーションを実施し、収益性のみならずリスク要因を事 

前に洗い出すことも支援すべきである。実施に当たっては事業性評価に知見を有 

するスタッフを充てる。 

・事業者の能力育成： 
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起業を希望する事業者に基本的な技能を受ける機会を与える。上記同様に、実 

施に当たっては知見を有するスタッフを充てる。 

 

 以上のほかに事業資金の調達も加わるが、リスク分析を含む、健全な事業計画を策

定、それを正当に評価する体制が整っていれば、ある程度の債務保証は必要になる可

能性はあるが、特に、国が特別なファンド等を用意しなくても、民間資金の調達は可

能であると思われる。 

以上述べたように、人材育成研修、セミナー、アドバイザー制度のような事業者へ

の支援を提言する。 

 

提言１提言１提言１提言１----２２２２    新たな森林利用分野創出取り組みへの支援新たな森林利用分野創出取り組みへの支援新たな森林利用分野創出取り組みへの支援新たな森林利用分野創出取り組みへの支援    のののの提言提言提言提言 

前述のように国内の木材資源量は、現在増加が続いているが、建材価格は低迷して 

おり、しかも建材市場は縮小傾向にあり、産業として需要供給のバランスが崩れた状 

況を補助金で維持する現行の政策下で、国内林業就業者は減少傾向にある。 

 本来、林業予算は事業の発展、育成に使われるべきであり、FIT 制度により新たに

創出された国産エネルギー需要を背景にして、従来の建材需要主体の流通形態と異な

る、新たな林業の事業形態を確立する必要がある。 

これら事業構築は、森林所有者または、林業家が主体的に実施する事が望ましいが、

林業関係者単独でこれらを実施するのは極めて困難である。 

また、エネルギー用途での木材に要求される要件(熱量等)は、建材用(形状基準)とは

全く異なるため、これらの判断が林業関係者だけで行うのは困難である。このため、

前述の事業化支援同様の肌理細かい支援が必要である。内容としては上記 1-1.同様に、

下記の事項への支援が必要と考えられる。 

・情報提供： 

  エネルギー用途の木材に要求される要件、取引価格等について、きめ細かいデー 

タ提供を行う。 

・事業計画：  

  詳細な事業計画収支に基づく経営計画等を立案する支援を行う。 

・事業性評価： 

エネルギー業種等に知見を有するスタッフ等も参加して、客観的な事業性評価、 

 リスク分析を行う。 

・事業者の能力育成： 

契約業務等を含む、実務に関わる事業経営への支援を行う。 

 

さらに下記が重要と考えられる。 

・事業パートナーの探索 

これらの事業を企画する林業家に協力し、共に外部からの資金や人材を呼び込み、 

総合的な林業活性化に協業できるパートナーを見出す機会を創出、支援する事も重 

要である。 

・市場形成 

これら事業の前提となるのは相当規模の継続的需要およびその市場であるが、現 
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時点では国内にエネルギー用途の木材市場はまだ確立されておらず、このことも大 

需要家が国内材調達を見送る要因ともなっている。また、木材は限定された特定の 

業者間で取引されており、林業はオープンな市場取引経験を余り有していない。 

市場は本来、民間主体の領域であるが、安定供給のための市場形成の支援は官公

庁側からでも可能であると思われる。現状では IT 技術等でネットワーク上での市

場構築が可能であり、一定の要件と供給及び購入の履行義務を満せば誰でも参入出

来る等のオープンな市場形成を促す施策が必要である。 

以上の事業創出取り組み支援の施策を提言する。 

 

提提提提言１言１言１言１----３３３３    木質バイオマス燃焼灰の利用への支援木質バイオマス燃焼灰の利用への支援木質バイオマス燃焼灰の利用への支援木質バイオマス燃焼灰の利用への支援    のののの提言提言提言提言 

木材資源はその特徴として非燃焼成分が含有されており、直接燃焼は勿論、液化や

ガス化をする場合においても、大量消費時にこれらの不燃成分が副生する。 

これらは従来、一律に産業廃棄物として処理や自治体間移送に制限がかけられてい

たが、平成 25年 6月 28 日付け環廃産発第 1306282 号の通達が出され、木質ペレット

または木質チップ専焼ボイラーの燃焼灰については一定の要件を満たせば産業廃棄物

に該当しないとされた。 

 このことはバイオマス燃料を利用する事業者としては、歓迎すべき規制緩和で、普

及への大きな一助となると考えられる。 

 但し、これだけでは十分ではない。なぜならば、例えば大形火力発電所の石炭灰

等の場合、セメント原料や路盤材への混入等、既に大量処理の手段が確立しているが、

今後設立される個々の中小規模発電事業者では自社の敷地内や近隣に引き取り又は処

分設備を確保するのが難しい場合、たとえ自治体の枠を超えた処分が可能になったと

しても、処理ルートの構築や、高い処理コストが必要となる点は同じであるからであ

る。 

さらに、有害物質の含有、昨今の放射性廃棄物への懸念など、受入先の不安を払拭

する制度や仕組みが現状ではまだ不十分である点も考慮すべきである。 

化学肥料普及前の旧来からの灰の用途である肥料も、現状ではバイオマス燃料灰を

肥料として有価で流通させるシステムは確立していない状況である。また、十分な成

分保証が無ければ、厳密な施肥管理をしている農業従事者にとっては、安心して使え

ない。 

このため、今後、引き続き木灰の新たな用途の開発は重要であるが、当面の膨大な

焼却灰発生量を安全に受け入れる体制、システムの確立が急務である。 

基本的には灰は燃料起源であり、燃料産地、樹種原料等について確実なトレーサビ

リティー管理を行えば、受け入れ先も安心できると考えられる。これらは前述の国産

木材の効率的な管理と一体で進められることが望ましいと考えられる。 

なお、これらの灰は元々、森林土壌のミネラル分である点も忘れてはならない、真

に永続的な林業を構築という長期的視野に基づけば、土壌涵養の立場からは、失われ

たミネラル分が補填されることが本来望ましいことも考慮すべきである。 

このため、同時に FIT 事業等から生じる電力収益の一部を使って、燃料のトレーサ

ビリティーの確保とともに、さらに燃焼灰の森林への還元を支援する恒久的な仕組み

づくりを構築する等の積極的支援を提言する。 
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最後に、以上の１-１、１-２、１-３の実施にあたっては、異分野の関係先が互いに

緊密に連携し、前述の森林事業の振興対策ともあわせて、持続的な森林育成環境の維

持のため、全国的な支援組織としていくべきと考える。 
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提言２提言２提言２提言２    バイオガス化システム普及の加速化バイオガス化システム普及の加速化バイオガス化システム普及の加速化バイオガス化システム普及の加速化    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

わが国で発生する食品廃棄物、家畜糞尿、下水汚泥などの湿潤系バイオマスは、年

間1、200万炭素トンにのぼり、全バイオマス発生量の3割を占めている。[２]これら湿潤

系バイオマスは、多大な回収可能なエネルギーを有するものの、含水率が高いため、

直接燃焼させるボイラー発電のようなエネルギー回収には不適である。このため当委

員会ではメタン発酵によるバイオガス生成が、このような湿潤系バイオマスからのエ

ネルギー回収に適した技術と考え、その導入促進のための施策を検討してきた。 

2012年3月には、下水処理場、ごみ処理場、家畜排泄物などから発生するバイオガス

のうち、発生源と発生量が比較的まとまっている下水汚泥由来の都市発生型バイオガ

スを、精製しガスグリッドに供給するという、いわゆるバイオガスのガス形態での利

用促進を目的として、（１）設備建設費ならびに管理運営費の更なる補助と、再生可

能エネルギー買取義務におけるバイオガス買取価格についても補助枠拡大、（２）バ

イオガス製造技術の開発および製造設備の低コスト化技術開発の促進、（３）バイオ

ガス利用促進を加速化する規制緩和、の三点を提言している。 

その一方で、バイオガスをガス形態で利用するためには、ある程度まとまった量が

必要であることから、都市発生型バイオガス以外、すなわち比較的バイオガスの発生

量が小さな施設にも着目した。そこで各種設備の見学調査等を行った結果、メタン発

酵によって生成したバイオガスを、有効利用することなく、フレアスタックで焼却処

分されるケースが散見されることが明らかとなった。[３] 

[[[[参考資料２参考資料２参考資料２参考資料２----１１１１    下水道下水道下水道下水道バイオガスのバイオガスのバイオガスのバイオガスの発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳]]]]    

 

まとまったバイオガス量が確保できない場合は、ガス形態での利用ではなく、発電

や熱利用といった用途が考えられる。そこで、バイオガスの焼却処分が行われている

要因を明らかにする中で、バイオガス発電や熱利用促進に有効と思われる施策につい

て、以下に提言を行う。 

 

提言２提言２提言２提言２----１１１１    小容量小容量小容量小容量ババババイオイオイオイオガス発電導入強化ガス発電導入強化ガス発電導入強化ガス発電導入強化    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

現在、バイオガス発電は、比較的ガス発生量が多い施設に限定されている。これは

ガス発生量が少ない施設にとっては、高価な発電機器は設備投資として過大であるこ

とが理由に挙げられる。 

[[[[参考資料２参考資料２参考資料２参考資料２----２２２２    バイオガス発バイオガス発バイオガス発バイオガス発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係電施設の設備規模とイニシャルコストの関係電施設の設備規模とイニシャルコストの関係電施設の設備規模とイニシャルコストの関係]]]]    

 

このためメタン発酵によるバイオマスの減容は行うものの、発生したバイオガスの

一部を発酵槽の加温に用い、余剰のバイオガスは最も安価な方法である焼却処分され

ている例が散見される。 

[[[[参考資料２参考資料２参考資料２参考資料２----１１１１    下水道下水道下水道下水道バイオガスのバイオガスのバイオガスのバイオガスの発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳]]]]    

 

 またバイオガスが焼却処分される他の理由として、原料調達量の変化や、季節変動

に伴い、バイオガス発生量が増減することが挙げられる。一般に、バイオガス発電を

実施している施設では、ガス発生量と比較して消費ガス量が小さな発電機を導入し、

バイオガス量が低下しても一定の発電量を維持している。このため、余剰となったガ
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スが焼却処分の対象となる。 

これらの状況を解決する手段として、少量のバイオガスに適応した安価で耐久性の

あるガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の発電機器導入が有効と考える。例え

ば定格出力25～100kW程度のものが安価に入手できるようになれば、発生したバイオガ

スを用いた発電が広まることが期待される。しかしながら、こういった小容量の発電

機器に取組むメーカは限られており、コストダウンもなかなか進んでいない。また小

容量の発電機は効率が低いという課題もある。[４] [５]こうした状況を踏まえ、開発支援

の必要性は高いと考える。 

また、こうした小容量の発電機器の導入促進に向けたインセンティブとして、FIT

制度のバイオマス発電にも、小水力発電や小形風力発電同様の、規模別の価格設定を

導入すべきと考える。 

また余剰のバイオガスを焼却処分するのではなく、蓄積して発電に利用するという

観点では、小形ガスホルダのコストダウン、あるいは設置に伴う設置基準や建築確認

の緩和も有効と考える。[６] 

さらに、今後新たにメタン発酵によるバイオマス減容と、バイオガス発電に取組む

施設を拡大するという観点では、発電機器やガスホルダだけでなく、設備投資額に大

きな割合を占める発酵槽のコストダウンも重要である。 

このようにバイオガス発電の拡大に向けては、小容量の発電機器、発酵槽やガスホ

ルダといった設備のコストダウンが有効であり、その実現のための開発支援の実施を

提言する。これら機器、設備の低コスト化の必要性は、平成23年度の提言にも盛り込

んだ内容ではあるが、今回も引き続き提言を行うものである。 

    

提言２提言２提言２提言２----２２２２    バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和バイオガス発電の既設設備に対する規制緩和    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

バイオガス発電の歴史は古く、FIT制度開始以前から、メタン発酵に各種発電機を組

合せて発電に取り組んできた施設も多数存在する。こうした施設の多くは、発電した

電力を自施設内で利用してきた。 

一方、FIT制度の開始により、再生可能エネルギー発電を開始する場合は、バイオガ

ス発電所の範囲である「発酵槽以降の発電機側の設備」を、再生可能エネルギー発電

設備として設備認定を受ける必要がある。しかし、これまでに発生したメタンガスを

発電に利用したことがある場合は、既存の発電設備と判断され、設備認定を受けるこ

とができない。 

また新設であれば、「現需要場所において認定発電設備と関係のない相当規模の需

要がある」という条件を満たすことで、送電線の１需要場所２引き込みが可能となる。

しかし既設設備では、これもまた認められない。 

こういった既設設備を保有する施設が、再生可能エネルギー発電設備として設備認

定を得るには、例えば発電機の設備更新が必要であり、従来設備の増強では認定対象

外となる。したがって、高額な設備投資が必要となり、再生可能エネルギー発電を志

向することは困難と言わざるを得ない。 

その一方で、現在利用されることなく、焼却処分されているメタンガスを、低価格

化されたガスホルダなどに回収し、既設の発電機の発電量を増加させた施設などにお

いては、FIT制度の適用や、送電線の１需要場所２引き込みのニーズが高まることが予
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想される。 

そこで、既設のメタン発酵槽を利用し、これまで焼却処分などしていたバイオガス

を、有効に発電に利用する施策を講じた施設に関しては、設備認定を受けられるよう

に規制緩和することを提言する。 

    

提言２提言２提言２提言２----３３３３    新たな用途への新たな用途への新たな用途への新たな用途へのバイオガス利用促進を強化バイオガス利用促進を強化バイオガス利用促進を強化バイオガス利用促進を強化    に向けた提言に向けた提言に向けた提言に向けた提言    

ハウス園芸等の農業施設には、ハウス内の暖房や冷房など、バイオガスの熱利用用

途が存在する。バイオガスを熱として利用するためには、バイオガス発電の余熱を取

り出すか、ボイラー燃焼、吸収式の冷暖房機器などが利用できる。 

 またハウス園芸では、生産物の成長促進を加速する目的で、CO2施肥が行われるケー

スがある。バイオガスを発電に用いた排ガスには、高濃度のCO2が含まれるため、これ

をハウス園芸のCO2施肥に利用することは、バイオガスの新たな用途の一つと言える。 

しかし農業施設では、温度やCO2濃度の調整トラブルが、生産物の品質や収穫量に直

接影響することから、バックアップ設備が不可欠である。その一方で、バイオガスプ

ラントには、稼働時にトラブルが発生するリスクを内在する。[7]したがって、前述し

た暖房・冷却、CO2施肥のための機器を、バイオガスを用いて運転する際には、予備を

含めて複数系列用意する必要があり、設備投資額が過大となる。 

そこで、農業施設にはバイオガスの原料となる湿潤系バイオマスが存在し、実際に

メタン発酵を行っているケースも多いため、バックアップ設備も含めたトータルシス

テムを補助対象とすることにより、バイオガスの有効利用を強化することとなり、地

産地消型のバイオマスエネルギー利用の促進に寄与することになる。 

よって、農業施設へのバイオガス利用設備の導入に際しては、バックアップ設備も

含めたトータルシステムを補助対象とすることを提言する。 
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参参参参    考考考考    資資資資    料料料料    

 

１１１１----１１１１    森林資源量の推移森林資源量の推移森林資源量の推移森林資源量の推移    

１１１１----２２２２    木材需要量の推移木材需要量の推移木材需要量の推移木材需要量の推移    

１１１１----３３３３    林業従事者の推移林業従事者の推移林業従事者の推移林業従事者の推移    

２２２２----１１１１    下水道下水道下水道下水道バイオガスのバイオガスのバイオガスのバイオガスの発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳    

２２２２----２２２２    バイオガス発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係バイオガス発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係バイオガス発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係バイオガス発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係    

 

 

 

補足１補足１補足１補足１    木質バイオマス発電木質バイオマス発電木質バイオマス発電木質バイオマス発電におけるにおけるにおけるにおける固定価格買取制度（固定価格買取制度（固定価格買取制度（固定価格買取制度（Feed in TariffFeed in TariffFeed in TariffFeed in Tariff）利用時の）利用時の）利用時の）利用時の    

課題課題課題課題    

 

 

 

 

参考文献参考文献参考文献参考文献    
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参考資料１参考資料１参考資料１参考資料１----１１１１    森林資源量の推移森林資源量の推移森林資源量の推移森林資源量の推移    

 

出典：平成 23 年度 森林・林業白書(図Ⅲ-5) 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/23hakusyo_h/all/a27.html 

    

参考資料１参考資料１参考資料１参考資料１----２２２２    木材需要量の推移木材需要量の推移木材需要量の推移木材需要量の推移    

 
出展：日経エコロジーリポート 2011 年 5月 他 

    http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/23hakusyo_h/all/a51.html 
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参考資料１参考資料１参考資料１参考資料１----３３３３    林業従事者の推移林業従事者の推移林業従事者の推移林業従事者の推移    

 

                 出典：平成 23 年度 森林・林業白書(図Ⅳ-19) 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/23hakusyo_h/all/a44.html 

 

 

参考資料２参考資料２参考資料２参考資料２----１１１１    下水道下水道下水道下水道バイオガスのバイオガスのバイオガスのバイオガスの発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳発生量と利用内訳    

代表的な湿潤系バイオマスである下水汚泥を原料としたバイオガスのうち、発電に利用されているの

は約10％にすぎない。また約30％が利用されることなく焼却処分されている。 

 

出典：国土交通省 第1回資源のみち委員会 資料４ p.13（平成18年3月14日開催） 

http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shingikai-iinkai/shigen/sigen1st.html 
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参考資料２参考資料２参考資料２参考資料２----２２２２    バイオガスバイオガスバイオガスバイオガス発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係発電施設の設備規模とイニシャルコストの関係    

 

出典：バイオマス導入ガイドブック（第 3版 P.76）（NEDO） 

http://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/ZZ_pamphlets_08_1shinene_biomass_guide.html 

 

 

補足１補足１補足１補足１    木質バイオマスにおける木質バイオマスにおける木質バイオマスにおける木質バイオマスにおける固定価格買取制度（固定価格買取制度（固定価格買取制度（固定価格買取制度（Feed in TariffFeed in TariffFeed in TariffFeed in Tariff）利用時の課題）利用時の課題）利用時の課題）利用時の課題    

平成 24 年度から固定価格買取制度（Feed in Tariff : FIT 制度）が導入され、既

存規制の改訂等が図られた。 

  この FIT 制度は既に先行実施している海外の事例を参考に策定された制度では 

あるが、いくつかの点でこれまでの我が国の補助金政策等と一線を画している。中

でも、本提言に関連する重要な点としては下記がある。 

 

① 特定の機器や設備に対する補助金、支援制度でないこと 

 ② 予算（費用）が負担者(利用者)と直結していること 

 ③ 制度利用者は自ら事業を運営し、電力を供給可能とすることが求められること 

 ④ 固定価格適用期間が明記されていること 

⑤ 異業種からの事業参入の制限がないこと 

 

一方、国内では余り前例のない制度であるため、既存の補助制度等とは融合しにく

い等、課題が存在している。以下にその課題をバイオマスエネルギーの立場から述べ

る。 

①に関しては、木質バイオマス発電については、すでに、既存の林業等に対する補助

金制度との重複等が指摘されている。この点は適正な規定改定や運用基準の制定等に

より今後順次解消されていくと考えられるが、既存の補助金制度を利用した方が有利
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と事業者が判断した場合には、FIT 制度への移行を見送る例等も想定される点がある。 

  

②は予算原資が他の税収等に影響されず確保される点で、非常に有効である反面、先

行して実施されているドイツ等の例からみて、無制限に利用者側の負担を拡大（電力

価格への上乗せ）ができるものではなく、その適正規模、適正価格の判断が難しい。

現在回避可能原価の見直しが始まっているが、今後、国がある程度将来的な見通しや

想定している導入規模等を適時、公表、提示する事が必要と考えられる。 

 

③は有る程度事業スキームが確立している太陽光発電等の場合は、事業者にとって比

較的参入障壁や、技術的、経営的な面の要求は少ないが、木質バイオマス発電事業の

場合は、事業立上げのみならず、燃料の調達、廃棄物処理等の一連の入口から出口に

至るシステムの構築が求められ、事業者に要求される負荷も高い。また、自然環境に

よる出力変動が大きく受送電システムへの影響の大きい太陽光発電や風力発電システ

ムに対して、安定的な電力供給が可能である木質バイオマス発電は、地域分散型の安

定電源としての側面から他の再生可能電力より高い評価が付加されるべきと考えられ

る。 

 

④については、事業の基盤収益を担保し、事業収益、投資回収を保証する一方、この

買取期間終了が事業自体の終了となっては持続的な政策とは言い難い。木質バイオマ

ス資源の成長に必要な期間はこの固定価格買取期間よりも長いため、この FIT 制度が

一過性の対策とならないような、固定価格買取期間終了後のソフトランディングの政

策も付加すべきと考えられる。 

 

⑤の自由参入は、制度上は担保されているが、木質バイオマス発電の場合、実質的に

は起業出来る事業者が限られている点で、まだ十分に機能しているとは言い難い点が

ある。起業支援等の対策が必要と考えられる。 

 

以上の点について今後の対応、改善が望まれる。 
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新エネルギー産業会議 審議委員 名簿 

自 平成２４年７月 １日 

任期 

至 平成２６年６月３０日 

氏 名 会 社 名 等 役 職 

庭野 征夫 株式会社東芝 社  友 

牛山  泉 足利工業大学 学  長 

出川 定男 株式会社ＩＨＩ 代表取締役副社長     

後藤 弘樹 出光大分地熱株式会社 地熱事業統括マネジャー 

檜山 浩國 株式会社荏原製作所 
理事 技術・研究開発・ 

知的財産統括部長 

川越 祐司  株式会社ＮＴＴファシリティーズ 
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エネルギー事業本部長 

中嶋 規之 大阪ガス株式会社 取締役 

塚田 高明 鹿島建設株式会社 常務執行役員環境本部長 

三浦 良隆 関西電力株式会社 研究開発室長 
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亀田 繁明 ソーラーフロンティア株式会社 代表取締役社長 

弘埜 剛 大成建設株式会社 執行役員 環境本部長 

髙橋 紀行 株式会社竹中工務店 常務執行役員 

中村  慎 株式会社竹中工務店 

環境エンジニアリング本部   

スマートコミュニティ推進 

グループ長 

茅  陽一 
公益財団法人  

地球環境産業技術研究機構 
理事長  

中田 晴弥 地熱技術開発株式会社 代表取締役社長 

瀬古 一郎 中央開発株式会社 代表取締役社長 

平野 正樹 中国電力株式会社 常務取締役 

島田 邦明 帝石削井工業株式会社 代表取締役社長 

日野  稔 電源開発株式会社 取締役副社長 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

穴吹 隆之 一般社団法人電力土木技術協会 副会長兼専務理事 

浜田  滋 東京ガス株式会社 技術戦略部長 

黒川 浩助 東京工業大学 特任教授 

石谷  久 東京大学 名誉教授 

芋生 憲司 東京大学 教  授 

山口  博 東京電力株式会社 取締役 

五十嵐 安治 株式会社東芝 
執行役専務              

電力システム社社長 

住吉 幸博 東芝燃料電池システム株式会社 代表取締役社長 

前原 雅幸 東電設計株式会社 常務取締役 

本川 正明 東邦ガス株式会社 
代表取締役 副社長執行役員        

技術開発本部長 

田中 雅順 東北電力株式会社 常務取締役 

正木 浩太郎 飛島建設株式会社 取締役執行役員副社長 

原田  淳 トヨタ自動車株式会社 東京技術部 部長 

野口 義文 日鉄鉱業株式会社 常務取締役 

豊田 正和 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 理 事 長 

田中 一幸 一般財団法人日本環境衛生センター 課 長 

小野 信市 株式会社日本製鋼所 執行役員 研究開発本部長 

國尾 武光 日本電気株式会社 執行役員常務 

入澤  博 株式会社ニュージェック 執行役員  

金澤 真一 株式会社安藤・間 代表取締役副社長 

野村 淳二 パナソニック株式会社 
顧問 エナジーソリューション 

事業推進担当役員 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

高本  学 株式会社日立製作所 
電力システム社  

電機システム事業部長        

小橋  亙 日立造船株式会社 取締役        

江口 直也 富士電機株式会社 執行役員 技術開発本部長 

堀  祐一 北陸電力株式会社 取締役副社長 

酒井  修 北海道電力株式会社 取締役副社長 

横田  浩 前田建設工業株式会社 常任技術顧問 

蓮尾 充彦 三井金属鉱業株式会社 代表取締役 専務取締役 

土井 宣男 三井造船株式会社 取締役 技術開発本部長 

八島 英彦 三菱化学株式会社 
執行役員 経営戦略部門 戦略室長

RD戦略室長 

児玉 敏雄 三菱重工業株式会社 技術統括本部副本部長 

中谷 義昭 三菱電機株式会社 常務執行役  

近藤 比呂志 三菱マテリアル株式会社 常務執行役員 

柴田 芳彰 三菱マテリアルテクノ株式会社 
資源・環境・エネルギー事業部 事

業部長 

川島 源太郎 株式会社明電舎 取締役兼専務執行役員 

関  和市 逢甲大学 教  授 

清水 一雄 矢崎エナジーシステム株式会社 常務執行役員 

祓川  清 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 常務取締役 

７７名 
 

平成 26年 3月 13 日現在  
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平成２平成２平成２平成２５５５５年度年度年度年度    バイオマス委員会バイオマス委員会バイオマス委員会バイオマス委員会    名簿名簿名簿名簿    

 

 

    氏名氏名氏名氏名    所属／役職所属／役職所属／役職所属／役職    

委員長委員長委員長委員長    芋生芋生芋生芋生    憲司憲司憲司憲司    
東京大学東京大学東京大学東京大学    大学院農学生命科学研究科大学院農学生命科学研究科大学院農学生命科学研究科大学院農学生命科学研究科    生物・環境工学専攻生物・環境工学専攻生物・環境工学専攻生物・環境工学専攻    

教授教授教授教授    

委員委員委員委員    池池池池    知彦知彦知彦知彦    
イー・アンド・イーイー・アンド・イーイー・アンド・イーイー・アンド・イー    ソリューションズ㈱ソリューションズ㈱ソリューションズ㈱ソリューションズ㈱    環境事業部環境事業部環境事業部環境事業部    

副事業部長副事業部長副事業部長副事業部長    

委員委員委員委員    河西河西河西河西    英一英一英一英一    
㈱㈱㈱㈱ＩＨＩＩＨＩＩＨＩＩＨＩ    エネルギー・プラントセクターエネルギー・プラントセクターエネルギー・プラントセクターエネルギー・プラントセクター    エンジニアリンエンジニアリンエンジニアリンエンジニアリングセグセグセグセ

ンター開発部ンター開発部ンター開発部ンター開発部    主査（課長）主査（課長）主査（課長）主査（課長）    

委員委員委員委員    高岡高岡高岡高岡    一栄一栄一栄一栄    
三井造船㈱三井造船㈱三井造船㈱三井造船㈱    技術開発本部技術開発本部技術開発本部技術開発本部    技術統括部技術統括部技術統括部技術統括部    

主管主管主管主管    

委員委員委員委員    高橋高橋高橋高橋    香織香織香織香織    
みずほ情報総研㈱みずほ情報総研㈱みずほ情報総研㈱みずほ情報総研㈱    環境エネルギー第２部環境エネルギー第２部環境エネルギー第２部環境エネルギー第２部    エネルギーチームエネルギーチームエネルギーチームエネルギーチーム    

シニアコンサルタントシニアコンサルタントシニアコンサルタントシニアコンサルタント    

委員委員委員委員    中田中田中田中田    栄寿栄寿栄寿栄寿    
富士電機㈱富士電機㈱富士電機㈱富士電機㈱    技術開発本部技術開発本部技術開発本部技術開発本部    先端技術研究所先端技術研究所先端技術研究所先端技術研究所基礎技術基礎技術基礎技術基礎技術研究研究研究研究センセンセンセン

ターターターター    環境システム研究環境システム研究環境システム研究環境システム研究部部部部    グループマネージャーグループマネージャーグループマネージャーグループマネージャー    

委員委員委員委員    仁多見俊夫仁多見俊夫仁多見俊夫仁多見俊夫    
東京大学東京大学東京大学東京大学    大学院農学生命科学研究科大学院農学生命科学研究科大学院農学生命科学研究科大学院農学生命科学研究科    森林科森林科森林科森林科学専攻学専攻学専攻学専攻    

准准准准教授教授教授教授    

委員委員委員委員    野間野間野間野間    毅毅毅毅    
㈱東芝㈱東芝㈱東芝㈱東芝    ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ社社社社    ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部部部部    

シンセシスセンターシンセシスセンターシンセシスセンターシンセシスセンター    国内プロジェクトチーム国内プロジェクトチーム国内プロジェクトチーム国内プロジェクトチーム    担当部長担当部長担当部長担当部長    

委員委員委員委員    森山森山森山森山    亮亮亮亮    
((((一一一一財財財財))))エネルギー総合工学研究所エネルギー総合工学研究所エネルギー総合工学研究所エネルギー総合工学研究所    プロジェクト試験研究部プロジェクト試験研究部プロジェクト試験研究部プロジェクト試験研究部        

主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバ    古川古川古川古川    信二信二信二信二    
((((独独独独))))新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術総合開発機構    新エネルギー部バイ新エネルギー部バイ新エネルギー部バイ新エネルギー部バイ

オマスオマスオマスオマスグループグループグループグループ    主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバ    山岸山岸山岸山岸    哲哲哲哲    
東京ガス㈱東京ガス㈱東京ガス㈱東京ガス㈱    基盤技術部基盤技術部基盤技術部基盤技術部    エネルギーシステム研究所エネルギーシステム研究所エネルギーシステム研究所エネルギーシステム研究所    

環境システムチーム環境システムチーム環境システムチーム環境システムチーム    チームリーダーチームリーダーチームリーダーチームリーダー    
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バイオマスエネルギーの利活用に関する提言 

 

平成２６年３月 

 

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エネルギー 

財団がまとめたものです。内容などのご照会につきましては、下記 

事務局までご連絡願います。 

 

 

一般財団法人 新エネルギー財団 計画本部 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 

電話 ０３－６８１０－０３６２ 

FAX  ０３－３９８２－５１０１ 


